
日本建築の発達

歴史的に見て日本の建築は中国建築の影響
を受けましたが、多くの違いがあります。中
国では露出した木材を塗装したのに対し、日
本の建築では伝統的に塗料を施すことはあり
ませんでした。また、中国建築は椅子を使用
する生活様式を基本としていますが、日本で
は慣習として床に座りました（この慣習は明
治時代〈1868～ 1912年〉に変化し始めます）。
日本の建築は気候にも影響されてきまし

た。日本のほとんどの地域では、夏は長くて
蒸し暑いのですが、このことは明らかに家の
建て方にも反映されています。伝統家屋では
床上・床下に空気が流れるように、多少なり
とも床が高く造られています。建材に選ばれ
たのは木材で、これは夏涼しく冬暖かく、地
震が来ても他の建材より柔軟であるからです。
飛鳥時代（593～ 710年）、中国から仏教

が伝来し、仏教寺院が大陸の建築法で建てら
れました。以来、仏教建築は絶えることなく
日本の建築に圧倒的な影響を及ぼしてきまし
た。607年に初めて建立され、670年の火災
直後に再建された法隆寺の建造物の中には、
世界最古の木造建築があります。法隆寺一円
の仏教建造物は 1993年にユネスコの世界遺
産に登録されました。
奈良時代（710～ 794年）には、中国の都

と同様の方法で平城京と呼ばれる都が奈良に
築かれました。街路は碁盤の目状に配置され
ています。この時期に建築された多くの寺院
や宮廷は、中国（唐）の様式でした。
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平安時代（794～ 1185年）になると、中
国的要素は完全に消化され、真に日本的な様
式が発達しました。平安京（現在の京都）に
営まれた貴族の館は寝殿造りで建築されま
したが、これは母屋と私室を中央に配し、他
の周辺居室を廊下で結んだ造りでした。

16世紀には封建領主たちが日本社会を支
配し、多くの城郭が建てられました。これら
は軍事的防衛施設として建築されたのです
が、同時にその地方の領主の権威を高めるの
にも用いられ、また住居としても利用されま

薬師寺東塔（奈良県）
この塔は 730年建立された
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した。そのうちいくつかが今日も残っており、
特に天守閣が賞賛されています。城郭内で居
住スペースとして用いられた建物や、仏教寺
院の居住区画なども、しばしば書院造りとい
う和風建築様式で建てられましたが、これに
はいくつか新しい特徴的要素がありました。
例えば、半透明または不透明の紙で覆われた
スライド式間仕切り（障子と襖）や藺草の畳
などで、これらは今でも伝統的日本家屋の主
要な要素となっています。この様式で建てら
れた現存の建造物の中で最も壮麗な建物は、
17世紀に建てられた京都・二条城二の丸御
殿です。

17世紀になると、書院造りは茶の湯を行
う家屋である数寄屋の特徴的要素と組み合わ
され、数寄屋造りという和風建築を生み出し
ました。繊細な感覚、ほっそりした木部、華
飾を排した簡素さなどがその特徴です。この
様式の最も優れた例は桂離宮（京都）で、建
築と造園の調和美として有名です。

仏教建築

6世紀に仏教が日本に伝来した時、中国・
朝鮮に由来する建築様式に則って、礼拝のた
めの建物が建造されました。それぞれの寺院
の敷地に多数の建物が建てられましたが、こ
れらは出家した僧侶・尼僧の生活の場としての
役割を果たすだけでなく、在家の参拝者が集
まる場としても重要な役割を担っていました。

8世紀には、複数の建物が 7つの基本的建
築物（七堂伽藍）を構成するようになりまし
た。仏塔、金堂、講堂、鐘楼、経堂、僧坊、
食堂です。寺院の境内全体は各方向に門のあ
る土塀で囲まれました。門は 2階建てが普通
です。
金堂は本尊を納める所です。講堂は初期

の寺院では最大の建物であることがほとんど
で、僧侶が学問・教育・儀式の場として用い
ました。
塔は主なものが 2種類あります。一つは

毎日宗教儀式の時刻を告げる鐘のあるもの
（鐘楼）、もう一つは経典を収めるためのもの

です（経堂）。境内の背後または横の方に食
堂と僧坊が建てられました。
寺院の伽藍は一般に一定の様式に従って

配置されますが、宗派により違いがありま
す。禅宗寺院では主な伽藍がしばしば一直線
上に配置され、屋根のついた回廊で結ばれま
した。また浄土宗の寺院には庭園や池がよく
配置されています。

神社建築

神道の信者は、活火山や美しい山から木、
岩、滝などに至るまで、ほとんどあらゆる自
然物・自然現象に神が存在すると考えます。
神道の神社は神を祀る所であり、また人々が
礼拝する場所でもあります。
神道の建築は決まった配置に従うという

よりも、環境に合わせて配置されます。神社
境内に特徴的な門である鳥居から、参道が本
殿に延びていますが、その経路は石の灯籠が
目印です。神社の境内の清浄さを保つため手
水鉢が置いてあり、参拝者が手や口を清めら
れるようになっています。多くの神社では鳥
居や本殿の前に狛犬と呼ばれる獅子のよう
な一対の像があって、神社を守っています。
本殿は、もともと特別な折々に神を祀る

場所として一時的に設営されました。この建
築様式は紀元前 300年頃に始まると言われて
います。
大阪・住吉大社の本殿はこのような一時

的に設営された祭壇と同様の形式を持って
おり、古代の宗教施設の外観を保っていると
考えられています。
本殿のもう一つの主な形式は、そのシン

プルな形を有史以前の日本の穀倉や宝物庫

出雲大社
島根県・出雲大社の本殿
で、大社造りで建てられ
ている。現在の神殿は
1744年に建てられ、その
造りは古墳時代（300年
頃～ 710年）の居住様式
を反映していると言われ
ている
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置からうまく見えるように配置されている
のです。
近代化は家の様式に変化をもたらしまし

たが、伝統的な日本の様式は消えていませ
ん。洋風家屋でさえ、床に畳を敷いた部屋が
あるのは今でも普通ですし、家に入る前に靴
を脱ぐのが習慣です。

近代建築

近代建築技術は 1868年の明治維新ととも
に日本に入ってきました。当時の人々の努力
によって最初に生まれた建物は、伝統的な日
本の木造建築法を西洋風の建築法と設計に
組み合わせたものです。長野県松本市の開智
学校（1876年）は、日本全国で学校建築の
ために採用されたこの折衷様式の典型です。

1880年代になると、建築の世界でも急速
な近代化に反対する復古的な意見が現われ、
アジア的モデルが提唱されました。第一次世
界大戦後、アメリカのフランク・ロイド・ラ
イト（1869～ 1959年）やドイツのブルーノ・
タウトが来日して、伝統的日本建築は再評価
されたのです。
第二次世界大戦後は、伝統建築と近代建

築の調和の努力が続きました。戦後日本の最
も有名で影響力ある建築家、丹下健三は、伝
統的日本建築に科学と技術の進歩を融合さ
せることに成功しました。1950年代と 60年
代に、丹下は 1964年東京オリンピックのた
めに建設された国立代々木競技場など、特筆
すべき大建築物をいくつか設計しました。
しばしば地震に襲われる日本にとって、

耐震建築の進歩は常に建築における大きな
課題です。日本初の高層ビル、霞が関ビルは、
当時最新の耐震技術を用いて 1968年に完成
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から継承しています。この様式の最高の例は
三重県・伊勢神宮で、その内宮は太陽の女神
である天照大神に捧げられ、外宮は穀物の女
神、豊受大御神に捧げられています。
住居建築の要素は島根県の出雲大社本殿に

見られ、その証しは、掘っ立て柱と高床です。
仏教伝来後、神道の性格が変化し、神社

建築はいくつかの仏教建築要素を借りるよう
になりました。例えば、多くの神社が中国風
の塗装をしています。朱塗り柱と白壁です。
神道では、境内を清浄に保ち、建材を新

しくするために定期的に社殿を立て直すのが
伝統でした（今でも伊勢神宮で実施）。こう
した理由や、火災などの天災の結果、最古の
社殿建築は 11～ 12世紀にまでしか遡ること
ができません。

設計理念

昔の日本家屋の内部は開放的で、個々の
スペースを仕切るものさえありませんでし
た。しかし次第に、食事や睡眠、着替えなど、
特定の場所と機能により多くの配慮が払われ
るようになり、自立する仕切り（屏風）が用
いられるようになりました。現在も多くの家
に見られる障子や襖はその後に登場しまし
た。これらは防音にはほとんど役立ちません
が、多少のプライバシーをもたらし、またこ
れらを取り払って空間全体を開け放つことも
できます（もちろん、家を支える柱は別です）。
障子はまた光も通します。
もう一つ、日本人の屋内・屋外の考え方

も伝統的な造りの重要な要素です。日本人は
家の中と外を二つのはっきり異なった環境で
はなく、ひとつながりのものと考えてきまし
た。この考えは縁側に体現されており、いわ
ば家の中から外への移行の場として機能しま
す。濡れ縁は家の側面に接して設けられ、雨
が降ると濡れる所で、縁側の変型です。
眺めの美しさという観点からすると、伝

統家屋は、立っている人ではなく、座ってい
る人のために設計されています。戸・窓・床
の間は、家の中や外の庭の美術品を座った位

姫路城
兵庫県姫路市にあり、そ
の舞い上がるような白壁
の姿から白鷺城とも呼ば
れている（国宝、世界遺産）
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開智学校
1876年建設。長野県松本
市にあるこの校舎は、保
存のよい日本近代建築初
期の和洋折衷建築の例
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しました。以来多数の高層ビルが建設され、
東京の西新宿の高層ビル群（1971年～）、横
浜のランドマークタワー（1993年、高さ 296
メートル）などが生まれました。
建築の優先順位を苛烈な商業主義から切

り離そうという志向は、若い時期に丹下の下
で働いた磯崎新がリードしたものです。磯崎
の作品や著作は、より若い世代の建築家に大
きな影響を与えました。1970年代には、そ
れまでの専門技術の重視から脱皮して、建築
への美的なアプローチを強調する建築家たち
も登場しました。

1980年代の好況期、日本の建築家事務所
は多忙を極め、外国の大物建築家も日本に招
かれて多彩な活動を展開しました。しかし、
1990年代初め、日本の「バブル経済」の崩
壊が建築業界に不景気をもたらします。それ
でも現在、多くの日本人建築家は国内外で高
い評価を受け、多数の外国人建築家は日本に
市場を見出しており、この傾向は地方にも広
がっています。1990年代の傑出した作品と
しては、ラファエル・ヴィニオリ設計の東京
国際フォーラム（1997年）、丹下健三設計の
東京都庁（1991年）などがあります。

1980年代および 90年代、多くの日本人建
築家が海外からの指名を受けるようになっ
ていきました。例えば磯崎がロサンゼルスの
現代美術館（1986年）、丹下がシンガポール
の OUBセンター（1986年）、黒川紀章がパ
リのパシフィックタワー（1992年）、安藤忠
雄がパリのユネスコ本部内の瞑想空間など
を建設しました。安藤は特に海外で好評を得
ました。1995年にハイアット財団が授与す
るプリツカー賞、1997年に王立英国建築家
協会が選ぶゴールドメダルなど、いくつもの
国際的な賞を受賞しています。

東京都庁
東京の西新宿高層ビル群
で最も高く、建築家・丹
下健三が設計、1991年に
完成した
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