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SYNOPSIS 

The purpose of this study is to clarify the sense of the value of urban aesthetics and landscape in modernization of Tokyo.In this study,
the term “scheme” is used to refer that the urban aesthetics or landscape is not an objective fact, but something generated through mental,
social and cultural scheme. And when a representation is given to a “scheme”, it will have an impact on others’ scheme for another
environment. With thinking in this way, it is deliberated that the “schemes” of architects and civil engineers in those days, related with
“schemes” from the previous era, Edo. The analysis was made on 3 projects -Nihonbashi Bridge, Nihonbashidori Street, Sotobori Outer
Moat-, and the results were as follows; 

In the case of repairing and reconstruction of Nihonbashi Bridge, it is clarified that the engineers began to design the bridge as an
appreciative object, and it was needed ornaments, though a bridge had been a viewpoint field, not an objective one in the previous era.
Their scheme for bridge was not a completely new one, but a derivative one, which had been for decorativeness of temple or shrine. 

In the case of reconstruction of Nihonbashidori Street, it is clarified that the engineers and the architects began to have two types of
schemes for the street, “harmony” and “methodical”. “Harmony” contained the meaning of saturation of the space with houses or
buildings with same atmosphere, and was derived from a scheme for the saturation with full bloom. “Methodical” was not found in the
previous era, appeared when the engineers and the architects were stimulated their senses by the representation of street in the West.  

In the case of reconstruction and reclamation of Sotobori Outer Moat, it is clarified that the engineers appreciated the environment
with the scheme same as the previous era. Besides, when they regarded it to be conserved, they had to reappraise it with the new scheme,
which the water and the ground were useful as facilities for public health that the modern city was furnished with. 

Based on the analysis above, it is referred that there were several types of schemes, not only the modern new ones but the derived ones
from the previous era. In addition, architects and civil engineers in those days confused the differences of their schemes. 

１章 はじめに                       

1-1.背景と目的 

わが国に近代都市の建設がはじまった明治以降、江戸から

東京へと都市環境の急激な近代化を迫られるという状況のも

とで、都市環境を整備・改変する立場にあった人々は、近代

都市をどのような「見かた(＝主体の経験、社会や時代背景な

どに起因する文化的な環境認知の枠組みや方向性)」でとらえ、

近世来の環境の上に現前化しようとした―近代都市の形象を

実現しようとしたのだろうか。 
既往の風景論において、近代の風景の変化は、近世から近

代への「見かた」の転換、近世との断絶として語られてきた。

その多くは風景を楽しむ・鑑賞する人々の「見かた」であり、

明治 20～30 年代に、日清・日露戦争での戦勝による意識の

変化や欧米の影響による表象表現の近代化、メディアの近代

化があったことが、その転換・断絶の背景とされている。 
本研究ではこのような既往研究の成果を認識しつつ、社会

的思潮的な意味よりも、眼前の環境をどうするのか、という

問題解決に力を注がねばならなかったであろう、環境を改変

するという具体的行為に直面した人々に焦点をあてる。彼ら

が眼前の環境をとらえようとするとき・新たな環境を創出し

ようというときの「見かた」は、近代に新しい「見かた」ば

かりでなく、その環境や類似する環境をとらえてきた近世来

の「見かた」の影響を受けたものと考えられるからである。 
このことをふまえ本研究では、以下の２点を目的とする。 

①具体的な環境の改変に即しつつ、近代化のもとに環境を改

変する立場にあった人々の「見かた」を、近世来の「見か

た」（＝集団化・社会化された定型的な「見かた」）との継

承性という観点から考察し、その特徴を明らかにする。 
②環境を改変する立場にあった人々の「見かた」の、変化・

生起の特徴を明らかにする。 
1-2.研究の方法および構成 

[対象時期]明治初期から大正中期を対象とする。環境を改変

する立場にあった人々の「見かた」には、明治・大正半ば頃

までは、近世との断絶だけではない、近世来の「見かた」と

継承的・慣性的な関係があったと予想されるからである。こ

れは、ひとつには、江戸を知る人々あるいは江戸の気概・感

覚をもつ人々が活躍していたということがある。いまひとつ

には、近代都市計画という方法の伝播と旧都市計画法・市街

地建築物法の施行(明治末期～大正期)によって、彼らの「見

かた」が近代的なものへと転換した―そこに至るまでに、近

世との断絶だけではない「見かた」の変化があったのではな

いか、ということである。 
[対象事例]首都東京の近代化目指したプロジェクトとして、

「日本橋の修繕・改架」、「日本橋通りの改築」、「外濠の改築・

埋立」の３つの建設事例を対象とする。これらは、近世来の

既存の環境との関係のなかで、維新以降、長い時間をかけて

近代化にむけた環境の改変をすすめた、いわば改良型の代表

的なプロジェクトであり、近世来の「見かた」との継承的な

関係を、時代を通して概観できる事例である。また事例は、

都市施設・町並み・都市内の自然的環境という異なる次元に

あるが、これは、本論の関心が都市施設単体ではなく都市の

デザインにあり、対象となる環境に幅をもたせる必要がある

と判断したためである。 
[方法・構成]先述した目的に対し、以下の手順をとった。 

２章では、事例分析に先立ち、明治・大正期の東京におけ

る建設プロジェクトの経緯を概観し、３つの建設事例を取り

巻く状況を明らかにすることで、分析対象の特徴を確認する。 
３章では、環境を改変する立場にあった人々の「見かた」

を、近世来の「見かた」との継承性という観点から考察する

準備として、定型化した近世来の「見かた」を明らかにする。 
「見かた」は表象表現されることで他者に伝わるため、「見

かた」を把握するには、表象表現されたものから、どのよう

な環境をとらえ、どのような形象を指向する「見かた」なの

か、環境認知の枠組み・方向性を読み取るという方法をとる

ことになる。本研究では近世・近代を代表する名所本（表 1）
から抽出された環境描写にかんする記述を分析対象とした。



また、「見かた」に対応する形象については、挿絵および同じ

時期に同じ環境をとらえた画像資料によって補完した。 
４，５，６章では、３つの事例を扱う。まず、眼前の環境

に即した議論に先立ち、客体としての環境の改変経緯を把握

する(表 2 分析①)。次に、これをふまえて、環境の改変に応

じた、環境を改変する立場にあった人々の「見かた」を、各

プロジェクトに関わった専門

家らの言説をもとに明らかに

する(表 2 分析②)。そして、

彼らの「見かた」について、

３章で得られた知見を用い、

近世来の定型化した「見かた」

との継承性という観点から論

考し、その特徴を明らかにす

ることとする。なお、環境を

改変する立場にあった人々の

「見かた」の、近世来の「見

かた」との継承性については、３章で明らかになった近世来

の「見かた」との類似性によって判断することとする。 
７章では、４～６章をふまえ、近代の環境を改変する立場

にあった人々の「見かた」について、近世来の「見かた」と

の継承性という観点から考察を行い、８章では各章の結果を

要約し、本論文の結論とする。 
２章 明治・大正期の東京における建設プロジェクトの概略史  
2-1.建設プロジェクトの概略史 

(1)欧風化都市改造期(1868～1887 年) 

この時期の特徴的な都市建設プロジェクトには、銀座煉瓦

街建設(明治 5～10 年,写真 1)や日比谷官庁集中計画(明治 19
年前後)がある。煉瓦街は、ロンドンリージェント街のジョー

ジ王朝風の町並みを、官庁集中計画はバロック都市計画を、

というように、そのモデルは欧米都市にあった。煉瓦街は大

火の跡の更地に、官庁計画は大名屋敷跡地に、全く新しい街

区を創出しようとする、一新・刷新型のプロジェクトだった。 
一方で、防火一本に絞って都市機能の近代化を目指したの

が、東京市区改正の基礎を築いた東京防火令(明治 14 年)であ

る。これによって日本橋通りの防火が実現した。維新後、欧

米都市の形象にとらわれず既存の環境を改良していく、初め

ての大きなプロジェクトでもあった。 
従来指摘されている通り、銀座煉瓦街や日比谷官庁集中計

画等では、国威発揚といった維新政府の意図から、欧米の形

象への指向が強かった。同時に、防火令のような、欧米都市

の形象を指向しない近代化が始まったのも明治前期だった。 

表 1 3 章の分析に用いる名所本 

時代 № 文献名 著者・編者 出版年 
① 江戸雀 遠近道印著 1677 延宝 05 

前期 
② 紫の一本 戸田茂睡著 1683 天和 03 
③ 江戸鹿子 藤田理兵衛著 1690 元禄 03 

中期 
④ 江戸砂子 菊岡沾凉著 1732 享保 17 

江
戸 

後期 ⑤ 江戸名所図会 
斎藤幸雄･幸孝･
幸成(月岑)著 

1836 天保 05 

⑥ 東京開化繁昌記 萩原乙彦著 1874 明治 07 
⑦ 東京名勝図会 岡部啓五郎著 1877 明治 10 前期 
⑧ 東京案内 福田栄造著 1877 明治 10 
⑨ 東京漫遊獨案内 梅亭金鵞著 1889 明治 22 
⑩ 東京名所指南 菅復三著 1890 明治 23 中期 
⑪ 東京独案内 風月散史著 1890 明治 23 
⑫ 東京新繁昌記 金子春夢著 1896 明治 29 

⑬ 新撰東京名所図会 睦書房編 1900 頃 
明治 30 
～40 年代 

明
治 

後期 

⑭ 東京案内 実業之日本社編 1914 大正 03 
参考 ⑮ 江戸名所記 浅井了意著 1662 寛文 02 

(2)市区改正期(1880～1918 年) 

防火令の流れをくんだ市区改正は、都市機能、殊に交通機

能優先の計画となった。市区改正審査会案はオースマンのパ

リ改造に範をとるなど、政府には欧米の形象への指向もあっ

たが、市区改正を牽引したのは、より現実的・堅実な芳川案

だった。維新政府が進めてきた銀座煉瓦街などのように、江

戸を近代都市東京へと“一新”するのではなく、既存の都市

空間の“改良”によって近代化を進める、というもので、欧

米都市の形象を理想像に掲げるようなことはなかった。なか

でも優先して実施された、道路改築（拡幅）に伴う沿道建築

の建替えは、その建築の施主である家主個人にゆだねられた。

この改築によって明治末期、日本橋通りに出現したのが、当

時の建築家田邊淳吉が「百鬼夜行」と批判した、和洋の混在

する町並みだった(写真 2)。 

分析資料とする名所本の選定にあたっては、江戸・東京の名所本のうち、著者・出
版者が江戸・東京の人物・出版社であること、地名等の羅列ではなく物的環境の形
象を描写する記述があること、読者数が多いことを判断基準とした。 

一方で、当時の環境を改変する立場にあった人々の、既存

の環境を一掃し欧米都市の形象を実現しようという指向は、

市区改正下のプロジェクトにおいても、みることができる。 
表 2 4,5,6 章の分析に用いる資料 江戸時代には大名の上屋敷が並び、維新後は軍隊の用地と

なった丸の内地区は、明治 23 年、三菱社に払い下げられた。

三菱社は、東京の経済の中心地となすべく、ロンバード街を

形象モデルとしてオフィス街を創出しようとした。完成した

煉瓦街は一丁倫敦とも呼ばれた(写真 3)。 

分析 
資料 

① ② 
東京市史稿 ○  
市区改正事業誌 ○  
市区改正委員会議事録 ○  
市・府回議録等行政文書 ○ ○ 

一
次
資
料

市会・市参事会議事録 ○ ○ 
専門誌掲載の 
報告文・論文・談話 ○ ○ 
その他の雑誌等掲載の 
報告文・論説・談話  ○ 

新
聞
・
雑
誌 新聞掲載の 

報告文・論説・談話  ○ 
写真・絵画 ○ △ 形

象 図面 ○ △ 

また、渋沢栄一は、自身の牛耳る日本橋川沿い・兜町一帯

を商都ヴェネチアになぞらえ、建築家辰野の協力を得て、自

邸や社屋の建築に、ヴェネチアンゴシックを採用している。

これは、地域を一新・刷新しようというプロジェクトではな

かったが、明治末になると、建築家らの間でヴェネチアとい

う都市の形象がモデルとして共有されるようになり、徐々に

その形象モデルにそぐうような建築が増えていった(写真 4)。 
この時期の欧米都市の形象への指向は、明治前期のような、

国の威信の誇示という官の意図との結びつきではなく、民間

の事業主体の将来の目標として理解することができる。一方、

道路改築では、欧米都心の形象を理想像に掲げることはなく、

非難されるような乱雑で不体裁な町並みが出現した。この頃

から、都市の形象が、模範とすべきモデルというだけでなく、

批判すべき問題として関心を向けられることになった。 
(3)都市計画制度確立期(1910 年～1935 年) 

大正 3 年 12 月に東京駅が竣工すると、市区改正事業は下

水道事業を残して終息に向かう。これと相前後して盛んにな

っていたのが、都市計画制度の議論だった。 
明治 40 年代になると、田園都市論など、欧米の近代都市

計画が日本にも伝播しはじめた。都市計画という新しい方法

の建築界の日本的理解は、建築・田園都市・都市計画の３者

は基本的に同一のもので、ただ規模が異なるにすぎない、と

いうものだったという。建築同様に、美観のために、平面図

上に市街配置を定めることが、都市計画として理解され、都

市の形象という問題を解決する“方法”としてとらえられた。 
2-2.分析対象の特徴 

上述したように、形象への関心は当初、理想の形象を実現

するというところにあったが、明治末期にはこれに加えて解

決すべき問題、と

いう意識が新たに

みられるようにな

った。同時に、都

市の形象に関わる

問題を解決する可

能性を含んだ、欧写真 1 竣工当時の銀座煉瓦街 

 

写真 2 大正初期の日本橋通り 写真 3 一丁倫敦(明治末期) 写真 4 日本橋と帝国製麻 



米の近代都市計画という新しい方法を知るに至った。 
分析対象は、銀座煉瓦街や丸の内のオフィス街のように近

世

 

来の環境を一気に刷新するプロジェクトではなく、明治以

降のかような経緯のもとで、成就するまでにさまざまな「見

かた」がぶつかりあい、紆余曲折を経たプロジェクトである。 
３章 江戸・東京の名所本にみる近世来の「見かた」     

ること、

そ

し

には「きらをつくす事金銀珠玉をちりばめて、

善

｣

型化した表現には、その類型内で代表的な

表

3-1. 定型的表現にみる特徴的な「見かた」の確認 

分析対象とする記述は、眺めた対象が描写されてい

れを肯定的に評価する表現を含むことを基準に抽出した

(表 1 資料より 870 抽出)。抽出した記述には、常套的に用い

られる評価の表現(＝定型的表現)がある。定型的表現は、物

的環境の認知の方向性や枠組みを端的に示すもの、すなわち

「見かた」が言語表現として表出したものと考えられる。 
そこで定型的表現を、対象にかかわらず、表現の意味が近

いこと、すなわち認知の方向性や枠組みの類似が考えられ

ることを基準に類型化し、定型的表現が捉える対象を整理し

た。これをもとに、類型ごとに、対象の特徴・変化を、主体

の関心のもちかたや視点・視線のありかたとの関係という観

点から説明することで、定型的表現を「見かた」としてとら

えなおした。 
例えば、近世

つくし美つくしたり(資料№①:東叡山寛永寺)」、近代には

「金銀珠玉をちりばめ名手の繪かつ彫物等を以て装飾なした

る構造なれば堂宇の美麗…(資料№⑨:文昭公御靈屋)」など、

江戸・明治を通して、寺社建築は見るべき「みもの」であり、

その装飾や精緻への関心、その美への指向は綿々とあったこ

とがわかる。また、「思ひ思ひに練物、あるひは花屋台・車楽

等に、錦襴緞子などのまん幕をうちはへ、おのおのその出立

花やかに、羅綾の袂、錦繍の裔をひるがへし、粧ひ巍々堂々

として、善美を尽くせり(資料№⑤ :永田

馬場山王御旅所，図 1)」のように、祭り

の御輿などの精緻に用いられる例もある

これも視線の先にはきらびやかな装飾が

あり、対象は異なるが、構造物の装飾や

その精緻を愛でる｢見かた｣と同様のもの

である。総じて、建築や構造物自体の装

飾や精巧さに視線を注ぎ、その細緻や愛

らしさを「美麗・美しい」とする｢見かた

は、近世・近代を通して、人々に共有さ

れ定着していたことがわかる。 
このようにして、以下の A～J の特徴的な「見かた」を確

認した。なお、類

。

現を類型の表題として『』をつけて示している。 
Ａ．『美麗・美しい』：精緻技巧の美への指向 
建築や構造物自体の装飾や精巧さに視線を注ぎ、その細緻を

代を通して、『美麗・美しい』とする「見かた」は、近世・近

人々に共有され定着していた。 
Ｂ．『壮麗・巍々』：高大の美への指向 
江戸後期以降には、「壮麗」，「輪奐の美」など、高大というだ

取れる表現が用いらけでなく、高大＝美、という感覚が読み

れている。「美麗」や「美しい」などの表現でとらえるものと

対象は重なるが、主体の視線は建築の部分ではなく全体をと

らえており、その対象の緻密ではなく、壮大に注目している。 
Ｃ．『清潔・きれい』：新しいことへの関心 
「清潔」・「きれい」はともに、清らであることに美を見いだ

す表現だが、同一の対象に長くは用いられず、新しく築造さ

れたものを称える場合の「見かた」と考えられる。 
Ｄ．『厳か』：礼賛や畏敬の念を含む美への指向 
厳かであることを称える表現は、A,B と併用され、寺社や江

みられる。戸城（宮城）を対象として、江戸から明治を通して

明治期になると、洋風建築にも同様の表現がみられる。 
Ｅ．『堅牢』：堅牢という機能と構造の精緻への指向 
構造物が堅牢であることをめでる表現は、維新後に出現した

説明す石橋や欧風橋梁を対象にみられる。構造物を観察的に

る態度からは、構造物のつくり、細部に視線が注がれていた

ことが推察され、この点では、装飾の細緻を「美麗」と表現

するときと類似する「見かた」として理解することができる。 
Ｆ．『殷賑』：人々や建築で空間が充満していることへの関心 
町並み、橋や広小路などの交通の要所、人々の集まる境内や

公園の多くは、江戸・明治を通

して、殷賑や繁華が愛でられた。

殷賑を讃える記述に対応する挿

絵には、画面は建物や人で覆い

つくされ、様々な活動が描き込

まれており(図 2)、空間の充満を

楽しむ「見かた」として理解す

ることができる。 
Ｇ．『風景がよい』：景物に視線をめぐらせることへの指向 
近世・近代を通して、崖や水辺といった地形の縁や橋

図 2 日本橋魚市(資料№⑤) 

上を視

点場として、その眺望を「風景絶佳」などとする表現は極め

て多い。記述は、房総や筑波の山々、品川の海、眼前や眼下

に広がる市街地、城や寺などのランドマークとなるような建

築物など、視線をめぐらせながら一つ一つの対象をとらえて

おり、絵巻物を観賞するかのようにその眺望を楽しんでいた

ことがわかる。 
Ｈ．『趣きがある』：景物に視線をめぐらせることへの指向 
「風趣」や「幽趣」といった表現がとらえる対象は、「風景が

」よい」という場合と類似している。ただし「風趣」や「幽趣

は境内などの閉鎖的な空間に用いられる傾向があり、身体の

近辺にある対象を味わうという点に差異があると考えられる。 
Ｉ．『奇観・壮観・美観』：同じ調子の華やかなもので空間が

充満していることへの指向 
「観」は眺めの意味をもつが、「風景がよい」などのように地

形に起因する形象に用いられる例は少ない。「美観」では空間

のスケールが限られ、一定の範囲内が花や紅葉といった同じ

調子のもので充たされ華やかであることに関心が向けられて

いる。明治後期には、町一帯の眺めを「美観」とする記述も

出現する。ある限られた範囲が、洋風建築という同じ調子の

華やかなもので充満していることがめでられている。 
Ｊ．『整然』：整然たることへの関心 
町並みが整うことに着目した表現は、江戸後期に１件み

図 1 山王祭(資料№⑤)

られ

られず、明治後期に、

匠や外観に注目して、

まを愛でる、「美麗」や「壮麗」

と

と

ことは

るが、その後明治前・中期にはほぼ見

主にレンガ造の建築による町並みを対象に、「整然」という表

現が用いられている。「整然たる美観」のように、整然と美が

結びついた表現が見られるのは、大正に入ってからであり、

明治末期あるいは大正期になって、整然としていることが美

しいという「見かた」が萌芽したものと考えられる。 
3-2. 対象ごとの「見かた」の特徴 

(1)都市施設の「見かた」 

寺社建築は近世・近代を通して、意

その精緻技巧や高大であるさ

いった「見かた」でとらえられた。そこには、寺社建築に

対して、畏敬の念を示す・礼賛するという観念的な意味が含

まれていた。視線は構造物単体に注がれ、その意匠、技巧の

精緻、全体としての見栄えや規模などをに美が見いだされた。 
明治になって、開化・近代化の象徴であった洋風建築や橋

梁も、近世来、寺社建築をとらえてきた「美麗」や「壮麗」

いった「見かた」でとらえられるようになった。 
橋梁は、近世には、眺望の得られる視点場・人の集まる殷

賑の地として名所だったが、視対象として観賞される



な

世

が

共通する「見かた」として、屋敷

や

充

た

路

頃からは、煉瓦

造

並みに対する指向は、近

にともなって、新たな対象の

発

 

かった。それが明治になると、建築物と同様の「見かた」

でとらえられる。橋梁に対しては構造の堅固であることを「堅

牢」であるとめでる「見かた」が明治前期にみられるように

なったことからも、構造が刷新されるという物的環境の変化

によって、視対象としての橋梁に気付いたものと考えられる。 
洋風建築や橋梁は、物的環境としては近代に新しいものだ

が、新たな「見かた」が創出された、というのではなく、近

にはすでに確立していた、意匠や全体の形に注目して、そ

の精緻技巧や高大であるさまを愛でる、「美麗」や「壮麗」と

いった「見かた」によってとらえていたことがわかる。 
(2)町並みの「見かた」 

町並みについては、近世から近代へと、「見かた」の展開

顕著だった。近世・近代に

商家がひしめく町並みと、そこに集う人々によって空間が

充満していることへの指向を確認した。これは建築や人々で

充満した空間の中で、視点を動かし視線をめぐらせながら、

身をとりまく空間全体の雰囲気をとらえるもので、記述例が

多いことからも、典型的な「見かた」であったことがわかる。 
明治になって洋風建築という新しい物的環境が出現したが、

明治中期頃になると、「美麗」な、あるいは「壮麗」な建築の

満する街区は、「美観」という、花や紅葉など同じ調子の華

やかなもので埋め尽くされた空間をめでるときと同様の「見

かた」でとらえられるようになった。空間が満たされている

ことを称えるという点では「殷賑」、「繁昌」と類似している

が、人々の活動や賑わいではなく、華やかな洋風建築のみに

関心を向ける、町並みに対する近代に新しい｢見かた｣だった。 
加えて、銀座や日比谷などでは、街区に洋風建築が並び、

明治後期になるとそのような町並みが「整然」という「見か

」でとらえられるようになったが、それを美しいとする「見

かた」は、明治末期から大正初期に出現したようだ。これは、

明治中期以降の市区改正によって、明治末期になると大通り

では整然たる土蔵の町並みが失われ始めたという状況下で、

「整然」が美であると気付いたとことによると考えられる。 
同時に、「整然」という表現は、建物のファサードが揃って

いる様子ばかりでなく、不揃いであっても、新しい街区・道

に、同じ調子の華やかな洋風建築が密に並んでいるさまを

とらえるときにも用いられた。同じ調子の華やかなものが密

集していることへの関心という点では、「美観」でとらえられ

る町並みの形象への指向と類似している。 
町並みについては、空間が建築や人で満たされていること

に対する指向を絶えずもちながら、明治半ば

や石造の新しい建築が充満するさまへの指向が生まれた。

そして、明治末期～大正初期には、整然として美しい、とい

う｢見かた｣が萌芽しつつあった。 
(3)自然的環境の「見かた」 

上記の２つのように、構造物や町

世から近代への物的環境の変化

見や「見かた」の獲得という変化が見られた。これに対し、

自然的環境の「見かた」、とりわけ地形の縁から、山や建築な

どに視線をめぐらせて土地の様相のとらえることへの指向は、

近代になって新しい都市施設が出現し物的環境が著しく変化

しても、「風景がよい」と愛でられ、顕著な変化は見られない。 
４章 日本橋の修繕・改架にみる「見かた」とその展開    

ーチ橋に改架された。 
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4-1.日本橋の修繕・改架の経緯(表 2) 

日本橋は、明治 6 年の洋風木橋への改架の後、３つの改架

案と度重なる修繕を経て、44 年に石造ア

2. 環境を改変する立場にあった人々の「見かた」 

環境を改変する立場にあった人々の「見かた」として、(1)
「みもの」としての美観への指向、(2)周囲との調和への

)ヴェネチアの形象への指向の３点を確認した。なお、本梗

概では、この内容については、4-3 に併せて示す。 

4-3.近世来の「見かた」との関係 

(1)「みもの」としての美観への指向（明治初頭～）

明治初頭の改架では、環境を改変す

新しい時代を象徴する「見もの」として欧風であること

であることを指向していた。 
近世来、寺社建築の細緻をつくした装飾や構造の精緻とい

ったつくりこみをとらえて、『美

あった。橋梁における、洋風の高欄や装飾的な親柱、構造

の精緻であることは、寺社建築におけるつくりこみと同様の

ものとしてとらえられたのだろう。以降、明治期を通して、

橋梁を「みもの」ととらえ、その精緻技巧を尽くすというこ

とで美観を実現しようという指向をみることができる。 
また、上述したような近世来の寺社建築を『美麗』とする

「見かた」は、畏敬や礼賛といった観念的な意味を含むも

もあった。日本橋においても、近代国家であることの対外

的なアピール、戦勝記念、江戸の象徴、帝都の偉観、といっ

た観念的な意味が重ねられた。この点においても、橋梁は、

近世来の定型化した「見かた」と同じ「見かた」にもとづい

てとらえられていたことがわかる。ただし、建築家らの形象

の議論は、このような観念的な意味合いにもとづく表現に関

心をもつものではなく、装飾や部分のつくりこみや色、バラ

ンスなど、『美麗』という「見かた」によって理解される内容

への関心が高かった。 
(2)周囲との調和への指向(明治 30 年代半ばから 40 年代) 

[周囲との調和] 

明治後半になると、首都の中心地である日本橋付近には、

意匠を凝らした、

囲には、和洋新旧が混在する町が出現した。40 年案の設計

者である妻木は、このような環境に対して、和洋折衷の意匠

を提案した。それは、周囲の景物と調子を合わせることで、

地域一帯の美観を実現するためだった。 
近世来、花や紅葉の盛んなさまなど、空間が同じ調子の華

やかなもので充満していることは『奇観・

えられた。日本橋の設計にあたって、地域一帯に洋風の美

麗な建築が点在する状況を眼前にしたとき、近世来『奇観・

美観・壮観』とされてきた形象との類似性を見いだし、同じ

調子の建築を地域に充満させることを指向する、調和という

発想にいたったものと理解することができる。 
[「美観を添える」ことについて(明治 30 年代半ば)] 

美観を添える、とは、橋梁単体の意匠を凝らすだ

その意匠を凝らした橋梁が、地域に美観を「添える」も

るという、地域との関係性を意識していた。 
近世来、一帯に点在する「見もの」に視線を移しながら『風

景がよい』とする「見かた」があった。これは空

に依存する「見かた」ではなく、山水のありさまや、寺社

の塔、人々の活動など、ひとつひとつの対象に、主体が視点

を動かし視線をめぐらせるという、主体の視点・視線のあり

かたに特徴があった。この視点・視線のありかたに着目する

と、視点を河岸地や道路に置いたとき、日本橋の側面や橋上

の装飾は、日本橋通りや日本橋川沿いに点在する洋風建築と

ともに、「みもの」として眺める対象の一つとなる。日本橋を

美術的につくることは美観を添えることである、という環境

を改変する立場にあった人々の「見かた」は、このような近

世来の「見かた」によって理解することができる。 
同時に、この｢見かた｣は、一帯の眺めをとらえつつも、視

線は一つ一つの「みもの」に注ぐものであり、調和、

きのように周囲の景物と調子をあわせることを指向するも

のではない。美観を添える、という環境を改変する立場にあ

った人々の「見かた」は、周辺の物的環境との関係を意識し



表 3 日本橋の修繕・改架の経緯 

西暦 明 月 改架･修繕 内容  関連事項 

1860 ―  改架  全幅: 4 間 2 尺 M04.--新橋(東京初の鉄橋) 
1870 03  改架(?)  橋長:28 間 M05.02 銀座･京橋･築地の大火 

全幅: 6 間 
車道: 3 間／人道:1 間 5 分(推定) 
橋長:27 間 

1873 06 05 改架 
 

[理由] ― 
[形態]・反りがなくなる(平坦になる) 

・親柱、袖は石造 
・欄干はトラス 
・青ペンキ塗装 
・人車道分離の高欄 

 [石造アーチ橋建設すすむ]
M06.11 万世橋(東京初の眼鏡橋) 
M07.05 蓬莱橋(石橋) 
M07.10 浅草橋(石橋) 

1874 07 12 修繕 ・車道修繕 
1875 08   [形態]・親柱上に瓦斯燈を設置 

M08.03 京橋(石橋) 
M08.05 江戸橋(石橋) 

1877 10  改架案 [理由]・堅牢、耐火性の必要 
[形態]・石橋 

M08.06 海運橋(石橋) 
ほか常盤橋,昌平橋など 

1878 11 05 修繕 ・車道修繕 M11.11 弾正橋(初の国産錬鉄橋) 
1882 15 03 改架案 [理由]・破損 

・鉄道馬車開通への対応 
[形態]・錬鉄橋 
   ・拡幅 写真① 明治 10 年頃… 

M13.11 東京中央市区画定の問題 
[錬鉄製橋梁建設すすむ]

M15.10 高橋(錬鉄) 

  03 修繕 
 

[理由]・鉄道馬車開通への対応 
[形態]・人車道分離の高欄撤去 
   ・人車道分離に角材(?)を設置 

 

06  (鉄道馬車開通) M17.01 浅草橋(錬鉄) 
1883 16 08 修繕 [理由]・馬尿の臭気 

[形態]・埋樋(橋詰) 
 
M17.11 道路等級指定 
M17.11 市区改正意見書(芳川案) 

1888 21 03 修繕 [理由]・破損 
[形態]・上板を取外し土橋とする 

M20.12 吾妻橋,鎧橋(錬鉄) 
M21.08 東京市区改正条例公布 

1889 22 02 修繕 ・損所修繕 写真② 明治 20 年頃 M22.05 市区改正設計告示 
1891 24 11 修繕 M24.05 西河岸橋落成(錬鉄) 
    M27.07-28.04 日清戰爭 
    

[理由]・破損 
[形態]・拡幅(左右 4 尺) 

・トラスの欄干を撤去し竪桟に 
・親柱を石造から角材に 

(欄干,親柱の付替えはM24ではなくM21
の可能性もあり) 

 [鋼橋建設すすむ]
M30.11 永代橋(鋼橋) 
M32.05 新橋(鋼橋) 
M33.05 市區改正速成計画案議決 

1901 34 12 修繕     （詳細不詳） M34.10 京橋、江戸橋(鋼橋) 
1902 35 10 改架案 

(35 年案) 
↑ 

金井技師 

[理由]・老朽化(この頃､架換は自明) 
[形態]・石造アーチ(総花崗石) 
   ・美術を施す 
   ・柱石は擬寶珠 
   ・橋の両側に電気燈を装備 写真③ 明治 25 年頃 

M35.10 市區改正新設計告示 

   修繕 [理由]・電車開通への対応 
[形態]・拡幅 

全幅: 8 間 7 分 
車道: 5 間 9 分／人道: 1 間 4 分 

1903 36 11  (電車開通) 
M36.03 万世橋(鋼橋) 
M36.06 日比谷公園開園 

1906 39 11 改架決定 [形態]・石造２径間アーチ(総花崗石) 
・拱石は江戸切､中を荒叩き 
・高欄や柱、路面も総て花崗石 
・半円形のテラスに銅像を設置 
・橋台四隅に高塔装飾物 
・和洋折衷とする 

M37.02-38.07 日露戦争 
M37.11 両国橋(鋼橋) 
 
 
M39.11 東京市建築条例案を建築学
会に委託 

1907 40 03  (勧業博に模型出品)･･･写真④ 
写真④ 明治 40 年博覧会出品模型 

M40.03 東京勧業博覧会 

   設計決定 
(40 年案) 

↑ 
妻木ら 

[形態]・石造２径間アーチ(総花崗石) 
   ・拱石は江戸切､中を荒叩き 

・高欄や柱、路面も総て花崗石 
   ・中央に麒麟の青銅装飾物 

・四隅に獅子の青銅装飾物 
・様式はﾙﾈｯｻﾝｽ､全体は折衷 

 

1908 41 09 起工 (41.09.07～44.03.28)  
 1911 44 04 開通式 全幅:15 間 

車道:10間/人道:2 間 5分/中央電車17尺 
橋長:27間 

写真⑤ 大正7年頃 

 

写
真
① 

写
真
② 

写
真
③ 

つつも、個々の構造物のつくりこみに関心を持つものだった

といえるだろう。 
(3)ヴェネチアという形象モデルへの指向（明治 20 年代～） 

日本橋一帯には、明治 20 年頃から、ヴェネチアの形象が

チ

」と同様に、近世来の『奇

観

 

重ねられた。以降大正期にかけて、日本橋川沿いにはヴェネ

ア風の建築が建設されていった。このような環境の変化に

対して、明治 40 年頃の日本橋の設計においても、水都ヴェ

ネチアを意識した意匠の検討があった。ヴェネチアの計画的

な模倣ではなく、目指すべき形象を緩やかに共有しつつ、そ

れに基づいて、個々の構造物の意匠の追求に際して、同じ調

子のものを選択するものだった。 
同じ調子のもので空間を充満させることを指向している点

では、先述した調和という「見かた

・美観・壮観』という「見かた」と類似性のある「見かた」

として理解することができる。 
５章 日本橋通りの改築にみる「見かた」とその展開     

4) 

明治 7 年に竣工した人車道の分離(＝「欧風道路」)である。

伴うもので、2 回目は

明

、この

化を知らしめるため、

欧風―人車道の分離と煉化

て構想された。実施

は

は、銀座煉瓦街におけるそれが参考になる。 

5-1.日本橋通りの改築の経緯(表

明治期、日本橋通りは、3 回の改築されている。1 回目は

その後の 2 回は沿道建築物の建替えを

治半ばの防火事業による建築物の不燃化、3 回目は明治末

期、市区改正事業による道路拡幅・沿道建築の建て替えであ

る。2 回目の改築によって、日本橋通りは土蔵の町並みとな

ったが、3 回目の改築で、和洋入り乱れた町並みとなった。 
5-2.環境を改変する立場にあった人々の「見かた」 

環境を改変する立場にあった人々の「見かた」として、(1)
壮麗な町並みへの指向、(2)都市機能の充足への指向、(3)整然

や美観への指向の３点を確認した。なお、本梗概では

内容については、5-3 に併せて示す。 
5-3.近世来の｢見かた｣との関係 

(1)壮麗な町並みへの指向(明治初頭) 

明治初頭の改築では、首都東京の近代

外国人の往来する目抜き通りを、

造の建築―にすることが維新政府によっ

新橋―京橋間(銀座)にとどまったが、当初は日本橋通り全

体（新橋―京橋―日本橋―万世橋間）の煉瓦街化を目指して

いた。したがって、明治初頭の町並みの「見かた」について



表 4 日本橋通りの改築経緯 銀座煉瓦街は、外国人技

師による設計であり、総体

的には近世来の「見かた」

との関係は見えづらいが、

煉瓦街の建設という環境の

改変に際して、華やかであ

ることを指向し、街路樹に

欧米の樹種ではなく桜と松

という日本的な樹種を採用

した。欧化の風潮にあって

日本趣味を加えたことの面

、

。 

樹種を採用はこの「見か

た

いが、植栽ならば空間を充満させることも

可

況となっていた。 
近代都

市

との類似をみることは難しい。 

(3

よる改築中―明治

39

やかなもので一帯が埋め尽

く

 

白さは、指摘されるところ

である。ただ、欧風の町並

みを模倣し、近代化を示そ

うというときに、あえて桜

と松を選択したのは、日本

趣味ということだけではな

いだろう。この選択につい

ての資料は見当たらないが

欧風の町並みの再現だけで

は満足できない「見かた」

華やかであることへの指向

があったものと考えられる

華やかであることへの指

向とは、一つには対外的に見せるための街路であり、華やか

に飾る必要があったということがある。近世来、花や紅葉、

祭りのきらびやかなさまなど、一帯が同じ調子の華やかなも

ので充満していることをよしとする『奇観・美観・壮観』と

いう「見かた」があった。花のある

、

」との類似性によって理解することができる。 
もう一つは、繁華街としての華やかさである。煉瓦街とい

う環境は、道路が三條に分かたれ、中央部分に人の充満する

ことのない、空隙感のある空間だった。近世来の大衆は、町

並みを、人々や建物で充満していることを良しとする『殷賑』

という「見かた」でとらえてきた。新しい道路を人々で充満

させることは難し

能だろう。空隙感のある空間という新しい環境に対して、

近世来の「見かた」に基づいて、空間の充満を指向した結果、

線を強調する単一樹種の列植ではなく、面を強調する桜と松

の植栽を採用したのではないだろうか。このように考えると

き、樹種の選定は、近世来の「見かた」に基づいた工夫とし

て理解することができる。 
(2)都市機能の充足への指向(明治 10～20 年代以降) 

明治初頭の人車道を分離した道路の登場という環境の変化

は、道路を近代都市機能を示す形象としてとらえる契機とな

った。しかし、銀座煉瓦街という特別な一区間を除けば、日

本橋通りの人車道分離の縁石は失われ、明治 20 年ごろには

分離の境界は判然としない状

環境を改変する立場にあった人々には、前提として

機能の充足への指向があった。眼前の人車道分離の判然と

しない環境を、不体裁であると批判的にとらえる「見かた」

が支配的だったことからも推察されるように、既存の環境を

無に帰して、近代都市機能の充足した都市の形象をよしとす

る「見かた」があった。 
明治中期以降、既存環境の否定のもとに、市区改正におい

ては、道路幅員およびその構成の基準が、明治 40 年には街

路樹の樹種も一律に定められた。環境を改変する立場にあっ

た人々には、近代的な「道路の完全」への指向、近代都市機

能の充足した都市の形象をよしとする「見かた」があったが、

ここに近世来の「見かた」

)整然や美観への指向（明治 40 年頃） 

明治 43 年、市区改正事業による改築によって、日本橋通

りには、和洋建築の混在する町並み―当時の建築家に「百鬼

夜行」と呼ばれた町並み―が完成した。乱雑な町並みの出現

という環境の変化を眼前にして、環境を改変する立場にあっ

た人々において、町並みは整然としているのが美しい、とい

う「見かた」が生起した。市区改正事業に

年から 43 年―にも、町並みの形象への関心はあったが、

ある程度見栄えのよい建築があればよい、効率的な土地利用

のために構造は問わず 3 階建位の建築が建ち並ぶとよい、と

いうことであって、整然としているのが美しい、という「見

かた」をみることはできない。乱雑な町並みのを眼前にして、

欧米都市の形象あるいは明治 20 年代にはあった土蔵の建ち

並ぶ町並みとの差異を認識して、整然たることを美しいと強

く意識したものと考えられる。 
一方で、建築家田邊の論は、外観を揃えることを指向する

ものではなかった。一つ一つの建築の意匠を「健全な常識で

考えて可笑しくない」－さほど調子の外れていない－範囲で

追求し、そのような建築が徐々に増えていくことで、その総

体として立派な町並みが得られる、というものだった。近世

来、花や紅葉などの同じ調子の華

されていることをよしとする『奇観・美観・壮観』という

「見かた」があったが、これに類似する「見かた」として理

解することができる。 
６章 外濠の改築・埋立にみる「見かた」とその展開     

、明治 30 年代後半から実施、明治末

埋立案には、市民から

反

近世来の形象への指向、(2)「みもの」としての美観への指向、

西暦 年 月 日本橋通りの 
町並に掛る事項 

道路形態に関する 
制度・通達  関連事項 

1870 03 01 (全幅員:約 10 間) 防火上家屋建築制限(府達)  
 05 10  道路掃除に関する条目 

(太政官布告)  

1874 07 02 
【「欧風道路」の出現】 

縁石による人道車道分離の道路竣工 
(日本橋-京橋間) 

 
M07.02  
銀座煉瓦街 
「欧風道路」完成 

  07  街路の夜商露店許可 
(内務省⇒東京府知事)  

  08  道路並木保護令(内務省達)  
1878 11 01   

 
街路取締規則 
(警視総監･東京府知事) 

近世末期 

 

1881 14 02  防火線路布達 
(警視総監･東京府知事) 

M13.11  
市区改正松田案 

 15 06 馬車鉄道(日本橋-新橋間)開通   

 16 05 自費植樹案⇒実施されず 
(人車道の明確な分離)   M17.11  

市区改正芳川案 

 19 08  国道及び県道の築造標準 
（内務省訓令）  

1887 20  【黒漆喰の土蔵の町並の出現】 
火災予防事業計画完了  M21.08  

市区改正条例公布 

 24 08 街燈(電燈)点灯（日本橋-京橋間）  M22.05  
市区改正設計告示 

 32  [この頃、人車道の区別は 
判然としない] 

道路樹木植付に関する内規 
（東京市） 

M27.07-28.04 
日清戦争 

 36  第一等道路第ニ類として事業化  

   全幅員:15 間 
(車道 10 間，両側歩道 2.5 間)   

 40   東京市行道樹改良案採決 

 
M36.03  
市区改正新設計 
M37.02-38.07  
日露戦争 

1910 43 04 【和洋混在の町並の出現】 
市区改正第一期速成事業終了  

明治 30 年代後半 

市区改正事業完了直後 
 

6-1.外濠の改築・埋立の経緯(表 5)  

外濠の改築は、赤坂溜池の埋立案とその実施（明治初期～

22 年）に始まり、その後市区改正における東側外濠の改築・

埋立案（明治 20 頃～30 年代半ば）、新設計による見直し（明

治 30 年半ば～）を経て

に竣工した。大正期になると、西側外濠の埋立・宅地化がい

われるようになった。大正 9 年 5 月の

対意見が噴出し、弁慶橋問題ともいわれた。結局、公園に

するということで、論議を呼んだ埋立計画は白紙に戻された。 
6-2.環境を改変する立場にあった人々の「見かた」 

環境を改変する立場にあった人々の「見かた」として、(1)



（3）計画された市街への指向（大正中期）の３点を確認し

た。なお、本梗概では、この内容を 6-3 に併せて示す。 
6-3.近世来の｢見かた｣との関係 

(1)近世来の形象への指向（明治 15 年～） 

明治初頭、近世の維持管理システムの崩壊した外濠は、不

衛

た夏月遊賞の地であり、趣

、起伏に富んだ

地

」によっ

て

にも、近世来、外濠をとらえてきた、花

や

する立

場

とも、構

代

化

要不要という側面が優位にあった。 

か

い立派なもの

を

的 」

、

」

生な水が滞る、水が涸れる、といった深刻な問題を抱えて

いた。そのような環境の変化を目の当たりにして、明治 10
年代、荒廃してしまった外濠に、蓮の栽培や地形の復元によ

って、風景を回復しようという指向が芽生えた。 
近世以来、外濠は蓮を多く植え

のある景勝地だった。蓮の花の壮んなさまや

形に起因する形象が、『奇観・美観・壮観』や『趣がある』

あるいは『風景がよい』といった「見かた」でとらえられて

きた。環境の変化－近代化というよりは、近世の衰退という

意味での環境の変化－を、環境を改変する立場にあった人々

は、新しい「見かた」ではなく、近世来の「見かた

とらえていた。 
明治 20 年代後半には、鉄道敷設に伴って土堤および堤上

の樹木を伐採する、という環境改変の機会があった。この改

変は、鉄道という近代都市機能を充足する上で不可欠なこと

であると同時に、近世来の形象の根拠となる環境の喪失とも

とらえられた。そして、土堤および堤上の樹木を極力保存す

ること、それが不可能な場合は桜樹の植栽などによって代替

しようとした。ここ

緑の盛んなさまを良しとする、『奇観・美観・壮観』や『風

致』といった、近世来の「見かた」をみることができる。 
さらに大正中期、東京府知事を中心に作成された外濠の埋

立計画に対して、これを阻止しようとする「弁慶橋問題」が

おこった。弁慶橋問題では、濠端や橋の上から視線をめぐら

せながら周囲を眺望する、近世来の定型的な『風景がよい』

という「見かた」にもとづく形象(写真 5)を失うことへの悲嘆

が、大衆や知識人のみならず、

東京市の技師・議員にも共有さ

れていた。外濠では明治・大正

期を通して、環境を改変

にあった人々に、近世来の「見

かた」と同様の「見かた」をみ

ることができる。 

(2)「みもの」としての美観への指向（明治後期以降） 

明治後半の市区改正においては、外濠の改築という環境の

改変にあたって、美観上、外濠の石垣を保存すべきである、

という「見かた」があった。このとき、石垣の旧体を保存し

水を疎通させることで得られる形象と、埋立てて新しい建築

を建設することで得られる形象はいずれも、美観としてとら

えられていた。対象の新旧・和洋に関わらず、両者

造物に観念的な美―前者では江戸の象徴的存在、後者は近

の象徴的存在―を認める、そしてその構造物の精緻技巧を

鑑賞する、近世来の『美麗・壮麗』という「見かた」による

ものと考えられる。 
しかし、環境を改変する立場にあった人々は、いずれかを

選択せねばならなかった。結果として、石垣を残し水を疎通

させる＝運輸機能の確保、新しい建築の建設＝衛生・防火上

有用、というように美観の議論から離れ、近代都市機能とい

う観点に置き換えて論じられることとなった。近世来の「見

かた」をもちつつも、環境を改変するという立場にあっては、

近代都市機能としての

なお、弁慶橋問題において、弁慶橋の保存を訴える世論に

対して、当局者は、橋だけを移築保存すればよい、という方

法を示した。橋を、視線をめぐらせるべき景物の一つ・視点

場としてではなく、美術品のようにとらえていた。このよう

な「見かた」は、由緒あるものを一律に保存するという点で、

近代特有のものである。同時に、構造物を「みもの」として

美麗・壮麗をめでる、近世来の構造物の「見かた」があった

らこそ、構造物に保存すべき価値をみたと考えられる。 
（3）計画された市街への指向（大正中期） 

大正中期、外濠を非衛生的・非生産的な無用の地ととらえ、

ここを埋立てて、十分な都市機能を備えた新市街を建設しよ

うという計画がたてられた。これが、弁慶橋問題を引き起こ

した。旧来の外濠という環境を無用に帰し、近代都市として

具備すべきものが揃った欧米都市の形象が指向された。 
ここに近世来の「見かた」との継承性をみようとするなら

ば、欧米風の形象に一新するという点で、新し

『きれい』とする「見かた」との関係を指摘することがで

きる。『きれい』が、竣工直後の一時的で永続性のない「見か

た」であったことは、３章で確認した通りである。また、近

代都市として具備すべきものが揃っていることに価値をみて

いることは、従来の

風景論が指摘するよ

うな、近世とは断絶

写真 5 弁慶橋(明治末～大正初

表 5 外濠の改築・埋立の経緯 

対象区間 
←溜池→

西暦 

明
治
・
大
正

月 
雉
子
橋 

一
ツ
橋

神
田
橋

常
盤
橋

一
石
橋

呉
服
橋

八
重
洲
橋

鍛
冶
橋

有
楽
橋

数
奇
屋
橋

山
下
門

(

日
比
谷
門)

幸
橋

新
シ
橋

虎
ノ
門

葵
坂
落
口

赤
坂
門

弁
慶
橋

喰
違
橋

四
谷
門

市
谷
門

新
見
附

牛
込
門 

備考 

1873 06 不明                         

                   18 間の幅員を残して埋立(案)  

                           

1880 13 03                 ⇒実施見合せ     M13 東京中央市区画定 

1882 15 01                 遊観場案     の問題(後の市区改正) 

1884 17 04                 ( 〃 現場見聞)⇒実施されず  

1886 19 08      外濠使用願(不許可)               

                           

01                 10 間程の溝渠を設けて埋立   

05               河岸地・舟路のため改築案    M22 市区改正旧設計 

1889 22 

          埋立案(通船不要のため)       

                           

                           

1899 32             埋立            

                           

1903 36      河岸地・舟路のため改築案        埋立案(通船不要のため)  M36 市区改正新設計 

1906 39 09       埋立案(否決)               M38 電機鉄道外濠線開通 

1907 40           明治 37 年度着工     資材置場 

1910 43 03          明治 43 年 竣工    道路開設   

  不明                         

  7 頃          河岸地・舟路のため改築案          

1913 02 12          ⇒市会の了承            

1919 08 12           宅地造成案    宅地造成案      

 09 03            鉄道会社による埋立案         

 05              宅地造成案        ＝弁慶橋問題 

  06               公園案         

 10 頃           弁慶橋一帯の公園化計画        

凡例  ：埋立計画  ：改築計画  ：埋立  ：改築(部分埋立)  ：その他  

な近代の「見かた

－空間を均質的にと

らえる－と通じるも

のだった。外濠とい

う近世来の環境を無

用ととらえたときに

近代的な「見かた」

が受け入れられたも

のと考えられる。 
当時外濠は、近世

からある『風景がよ

い』という「見かた

―弁慶橋を視点場と

して、一つ一つの景

物に視線をめぐらせ

る―によってとらえ

られていた。この形

象の根拠となる環境

を失うことが問題と



なった。ところが、埋立てを計画した人々への反対論は、こ

のような近世から続く形象ではなく、極めて近代的な「見か

た」―視線・視点をめぐらせる対象を列挙するのではなく、

衛生的で美観を実現する、近代都市の構成要素として水や樹

木を列挙する―によるものだった。ここにおいて、近世来の

形象の根拠となってきた環境は、一つ一つの景物に視線・視

点をめぐらせるような主体との関係ではなく、水や緑といっ

たように均質的に環境をとらえ、近代都市が具備すべき施設

に有用なものとして位置づけられた。 
このようにして、外濠という環境は、近代都市に具備すべ

き公園として保存されることになった。均質的に環境をとら

える近代的な「見かた」は、近世来の「見かた」と継承性が

ないにもかかわらず、近世来の「見かた」によってとらえら

れる環境を残すことにつながった。 
７章 考察                        

に

お

にかけて、断絶的な「見

即

近代都市計画上の有用

性

両者が混在して

い

の

変

されるという、近代都市計画の

対

新しい「見かた」への読み替えが起こ

っ

に周囲との相対性を特徴とする調和と

い

 

飾

制・統一のように絶対性を特徴とする「整

指摘した。また、

都

な

で

は

本章では、｢近代における「見かた」の変化｣,｢近代の環境

を改変する立場にあった人々に特徴的な｢見かた｣｣,｢近代

ける｢見かた｣の混沌｣について考察し、以下の知見を得た。 
(1)近代における「見かた」の変化 

近代の「見かた」の変化について、従来の風景論では、近

世から近代への「見かた」の断絶が強調されてきた。本研究

においても、明治 20 年代から大正期

かた」があったことを確認した。また具体的な環境の改変に

した分析を通して、このような断絶的な「見かた」は、近

世からの環境・眼前にある環境を否定・無用化するときばか

りでなく、近世来の「見かた」でとらえた環境を保存しよう

という場合にも、その保存の必要性を

に置き換えるというかたちで出現した。 
一方で、本研究が想定した、近世来の「見かた」との継承

性によって理解できる、近代特有の「見かた」も確認した。

このような「見かた」の生起は時系列的ではなく、明治・大

正期を通してみられた。この場合、近世来の「見かた」がと

らえていた対象と、眼前の対象との相違に、環境を改変する

人々の創造的な対応の可能性があったことを確認した。 
このように、近代初期における「見かた」の変化・生起に

は、近世と断絶的なものと、継承性のあり、

たことを明らかにした。 
(2)近代の環境を改変する立場にあった人々に特徴的な｢見かた｣ 

近世と断絶的な「見かた」である、町並みの整然を美とす

る「見かた」の生起については、明治初頭からあった欧米都

市の形象への指向が、明治末期の市区改正によって土蔵の町

並みが失われ和洋の混在する町並みが出現したという環境

化によって再認識されたことを、契機として示した。この、

眼前に出現した環境への問題意識と、同時期に伝播した市街

配置計画によって美観は実現

日本的理解が相俟って、建築線や形を規制し統一するなど絶

性を特徴とする、整然とした町並みへの指向が意識化され

たことを指摘した。 
同じく近世と断絶的な「見かた」である、風致のための自

然的環境の均質化については、近世来の「見かた」で親しま

れてきた形象の根拠となる環境を、形象の重要性を理由に存

続させるという発想が、契機となったこと示した。弁慶橋問

題では、対象となる環境を水と緑といったように均質的にと

らえなおすことで、その環境の都市施設としての有用性を認

めており、形象の存続を、近代化のための開発に置き換えて

考えるときに、近代に

たと考えられる。 
近世来の「見かた」と継承性のある、町並みの調和という

「見かた」の生起については、個々の構造物の意匠・様式の

追求において、周囲との関係を意識したところに、その契機

があったことを示した。洋風の建築が点在する地域に同じ調

子のものをつくることや、地域にヴェネチアという形象を緩

やかに共有しそこから逸脱しない意匠や様式を採用すること

などは、いずれも同じ調子のもので空間が充満することを指

向している。このよう

う「見かた」は、近世来の「見かた」にもとづく形象－花

や紅葉などの同じ調子の華やかなもので空間が充満している

こと指向する－との類似性によって生起したことを指摘した。

近世来の「見かた」が存続しているものとして、都市施設

の美麗・壮麗という「見かた」については、近世には鑑賞す

べき対象ではなかった橋梁が視対象としてとらえられるよう

になったことを明らかにした。近代になって、新しい構造・

意匠をもった大火で消失することのない橋梁が出現したとい

う環境の変化を契機としていることを示した。このような「見

かた」は近世には寺社建築を対象としていたが、橋梁の高欄

や親柱の装飾、石積みの橋の精緻と重厚さと、寺社建築の装

や厳重さとの類似性によって、この「見かた」が存続した

ことを指摘した。 
(3)近代初期における「見かた」の混沌 

近世初期の環境を改変する立場にあった人々の「見かた」

には、近世と断絶的なものと継承的なものとの混在があった

ことを踏まえ、その混在の状況から、この時代の「見かた」

の特徴を明らかにすべく考察を行い、以下の知見を得た。 
町並みについては、周囲の環境との相対性において、同じ

調子の意匠・様式を追求し徐々に美観を実現していく「調和」

と、建築線や形の規

然」が、混同・同一視されていた可能性を

市施設については、他の形象を意識しつつ、自己の「見か

た」によって新たな形象を示すという、他の環境との時間的・

空間的な相対性をもつ「美麗」への指向と、見せるべきもの

として他との相対性を絶ち、施設あるいは近代化の道具とみ

すことがあったことを指摘した。いずれにおいても、近世

来の「見かた」を継承する、周辺環境・時間との相対性に根

ざした発想と、近代独特のその相対性を絶つ・排除する発想

とがあり、その差異が認識されることなく渾然としていた。 
また自然的環境については、近代特有の均質的・絶対的な

「見かた」によって環境を評価することで、濠の水や地形の

起伏、ランドマークとなる建築などに視線をめぐらせながら

眺望を楽しむという、主体と環境との相対的な関係のうえに

成り立っていた近世来の「見かた」が存続することになった。

このような状況下で、周辺環境と主体との相対性に根ざした

発想と、環境を均質的にとらえる発想という異なる「見かた」

が、同義のものととらえられていた可能性を指摘した。 
また、町並みの「調和」と「整然」には上述のような差異

はあったが、いずれも建築や構造物で構成される町並みの近

代化を指向していた。これは、大衆が好んだ、建物や商品、

人々で充満する町並みを指向する近世来の「見かた」－生活

する人々と環境との相対性において町並みをとらえる－を継

承するものではなかった。この近世来の「見かた」に、明治・

大正期の環境を改変する立場にあった人々は関心を示さなか

ったが、その後、昭和初期に石川栄耀が唱えた商業都市美

、市民の生活の発現としての商店街の賑わいや雑然とした

さまが肯定的にとらえられ、生活する人々と環境との相対的

な関係が、近代都市計画上に認識されたことを指摘した。 
８章 結論                        
 本章では、以上の考察によって得られた知見を以て、本研

究の結論をまとめている。 
 

写真 1～5,表 3 写真①②⑤,表 4 写真：石黒敬章(2001)：｢明治・大正・昭
和東京写真大集成｣,新潮社 所収。 
表 3 写真③：国会図書館蔵、写真④：「東京勧業博覧会写真帖(1907)」 


