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１章　序章
1-1 背景・目的
　廃墟が鑑賞の対象として親しまれてきた歴史は長く、16 世
紀から 18 世紀後半にかけての西欧で廃墟が絵画に描かれてい
たことが起源とされている。当時の廃墟画は古代ローマを主題
にしたものが多く、ローマに実在していた廃墟が古代の理想的
風景のモティーフとして描かれていたことと、それらの絵画か
ら発展したピクチャレスクの美意識との関連が指摘されてい
る。この歴史的経緯の中で、廃墟は美的なものとして扱われ、
人工廃墟を創る「廃墟デザイナー」の出現や、様々な建築様式
を恣意的に混合させた幻想の建築を描く「奇想」の概念へと発
展した。美学者の谷川は、この廃墟を創造する行為に関して「『様
式の廃墟』と云う『方法』が帰結
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」 したのではないかと述べ

ているが、その詳細な検証は行われていない。本来であれば、
廃墟は自然の力によって風化・崩壊した建築の状態を指すが、
それを恣意的に創り出す行為は作者の想像力を介入すると云う
点で本来の構造と本質的に異なる。よって、それぞれを同じ枠
組みで解釈することは難しいだろう。
　本研究は、建築設計者が機能している建築の廃墟像を想像し
ていたことに注目し、廃墟空間のもつ意味を建築の完成形とそ
の廃墟像の比較を通じて明らかにすることを目的とする。

1-2 研究の位置付け
　廃墟に関連する既往研究は (1) と (2) の２つに分けられる。
(1) 廃墟の眺めに関する研究
新谷 玲「無秩序から抽出される意味」（2012 東京工業大学　
社会工学科 修士論文）
岡田 昌彰「産業廃墟景観論・試論」（2001 ランドスケープ研
究 : 日本造園学会誌）
(2) 廃墟の歴史的・社会的な位置付けに関する研究

石田 恵子「アルベルト・シュペーアの『廃墟価値の理論』を
めぐって」（2018 神戸大学大学院国際文化学研究科 紀要論文）
豊口 真衣子「サンダーソン・ミラーによる人工廃墟建築」（2005 
日本建築学会計画系論文集）
鎌田 隆広「廃虚面の CG 復元によるロマン主義的建築表現の
研究 : エルデナ修道院廃墟の分析を通して」(2014 日本建築
学会中国支部研究報告集 )
　(1) の新谷の論文は廃墟の表象と意味を研究の目的としてい
る点で本研究と立場が近いが、研究の対象が自然発生的に出現
した現代の廃墟である点が大きく異なる。また、岡田の論文は
イギリスのピクチャレスク庭園における廃墟評価法として項目
を設定し、それらの産業廃墟景観評価への応用を試みたもので
あるが、同様に実在する廃墟の評価を行っている点で異なる。
　(2) の豊口の論文は廃墟創造に関わる人物を研究対象として
いるが当時の社会的文脈の中での廃墟崇拝の位置付けに焦点を
当てており、廃墟空間の意味を論じたものではない。
　以上より、本研究の立場として、廃墟を創造的に扱った建築
家が廃墟に見出していた意味を空間の分析を通じて明らかにす
る点に独自性があると言える。
1-3 研究の構成
　本研究は５章構成で、１章で研究の背景・目的・位置付けを
明らかにし、２章で研究対象であるイングランド銀行鳥瞰図の
概要を当時の廃墟を巡る議論から整理し、解釈の枠組みを設定
する。３章では２章の枠組みを元に鳥瞰図の建築の残部に関す
る分析を行う。４章では３章の分析結果に対して部屋のパース
図との比較による考察を行い、５章で結論とする。

2 章 研究対象の概要と解釈の枠組み
2-1 研究対象の概要
　本研究の対象となるイングランド銀行鳥瞰図 ( 図１) は



1830 年 イギ リス の建築 家ジ ョン・ ソー ン (John Soane, 
1753-1837) が 当 時 の 助 手 J. ガ ン デ ィ (Joseph Michael 
Gandy, 1771-1843) に描かせた建築のアイソメトリック図で
ある。ソーンは 1788 年から 1833 年の 45 年間イングラン
ド銀行の調査士として銀行の維持管理、修理、改築と増築を担
当し、ほぼ全ての部屋が完成した 1830 年に鳥瞰図が描かれた。
鳥瞰図を描いたガンディはイタリアでのグランドツアーを経
て 1798 年から 1801 年まで、ジョン・ソーンのオフィスの
画家として勤めた。その後独立するがソーンが亡くなる 1837
年まで彼の専属の透視画家として多くの建築パースを描いてい
た
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。よって、ガンディは鳥瞰図作成にあたり設計者であるソー
ンの意図を的確に汲み取り、絵画に反映させていたことを前提
とする。また、この鳥瞰図について、谷川と Abramson が内
部空間を写した建築画であると同時に廃墟画であると言及して
おり
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、実際に一般の鳥瞰図には見られない不均一な壁や柱の
崩壊が見られることから、本研究でも同様に廃墟画であると解
釈する。

2-2 18-19 世紀における廃墟を巡る議論
　鳥瞰図が描かれた当時の廃墟画に関わる主な概念として「ピ
クチャレスク」と「奇想」の２つがあげられる。ここでは詳細
な説明は省くが、前者は 16~18 世紀の西欧で絵画や風景の眺
め方を規定していた「自然の風景に対する特殊な美意識のあり
よう」を、後者は「自然模倣を基本としながらも、それらを自
由に組み合わせること、あるいはそうして出来上がった所産」
を意味する。両者との関わりの中で共通して挙げられる当時の
廃墟画の特徴は、テーマが古代であり、描かれる廃墟の多くは
理想的風景・建築の達成手段として描かれたたものである。
2-3 解釈の枠組み
　本研究では、廃墟を「完成された建築物がその機能を失い、
崩壊に至る過程の状態」と定義し、その構造を図２に示す。
また、2-1,2-2 より、本研究で扱うイングランド銀行鳥瞰図の

廃墟画としての独自性は、以下の２つにあると考えられる。
(1): 建築設計者が、実際に機能している建築の未来像を想像し

廃墟画として描いている点。
(2): 大建築をアイソメトリック図で描いている点。
　(1) に関して、ソーンが自ら設計する建築の鳥瞰図に廃墟の
表象を表現する行為は、当時活躍した廃墟デザイナーのように
廃墟を直接制作する行為とも、かつてそこにあったとされる建
築物を想像し、風景画の一要素として描く行為とも、設計者と
して「現存する建築」を何らかの形で絵画に表す意図を持つ
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点で本質的に違うと考える。
　(2) に関して、鳥瞰図が描かれた 19 世紀初期までの廃墟画
はほとんどがパース図による風景画・建築画である。それに対
し、イングランド銀行鳥瞰図は多くの部屋を収容する大規模な
建築であることに加え、それを鳥瞰による等角投影法で描くこ
とにより、あたかも多くの廃墟が１建築内に集合しているよう
な図になっている。部屋の構成に関して、ソーンは「建築を断
片的に解釈し、その集合によって建物を構成していたこと」が
指摘されており
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、本研究では、鳥瞰図を複数の部屋の廃墟か
ら成る大建築の廃墟画であると解釈する。
　以上、(1)(2) を踏まえ、ジョン・ソーンが設計・把握してい
たイングランド銀行の完成形と、廃墟画に描かれた銀行を各部
屋ごとに比較・分析することで、どのように完成形から崩壊部
分を間引き、何を残そうとしたのかを読み解くことで、鳥瞰図
を廃墟図として描いた意味を明らかにできると考える。

３章　鳥瞰図内の残部の分析
3-1 分析の目的と方法
　分析の目的は、2-2 で設定した枠組みに倣い [A: ソーンが設
計した図面、あるいは既存部に関して把握したと考えられる図
面
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] と [B: 鳥瞰図内の建築の状態 ] を比較することによって、
鳥瞰図の中でどのようにイングランド銀行の完成形が廃墟化さ
れたかを明らかにすることである。分析の方法として、当時の
建築の様式に倣い、建築の主要な構成要素を「壁体」「アーチ」

「オーダー」と設定し、鳥瞰図内の状態と、選定した図面 ( 立
面図、断面図、パース図 ) を比較することで、完成された状態
からどの部分が残され、どの部分が壊されて描かれたかを、上
記３要素に関して記述する。また、基本事項として各部屋の設

図 1: イングランド銀行鳥瞰図 (J. ガンディ ,1830)

建築の完成形

経年により
欠落した部分

廃墟

図２: 廃墟の構造図



計者 ( 改築があった場合は加えて改築における設計者 )、設計
期間、図面が描かれた年代を記録する。
3-2 分析対象
　 鳥 瞰 図 は John Soane Architect -Master Space of 
Light-, p.220( 図 1) を参照、平面図は 1831 年にジョン・ソー
ン設計事務所が書いた図面をトレースしたもの ( 図３背景 ) を、
立面図・断面図・パース図は Sir John Soane's Museum のホー
ムページ
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内に掲載されているイングランド銀行の図面 1352
枚の中から選定した図面を扱う
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。結果、表２の部屋において
立断面図およびパース図が見つかり、それらを平面図上に表し
たものが図３である。

3-3 分析結果
　表１にある部屋に関して分析を行った結果は、紙面の関係上
１部屋 (Colonial Office, 平面図中最も南東側の部屋 ) のみ表
１と図 4 に記載する。
3-4 小結
　3-3 の分析結果から、以下の２つの結論が導かれた。
(1): 各部屋・ファサードに関して不自然な形で大きく残る、大
きく倒壊する部分、倒壊によって露わになる部分の３つの部分
が見られた。
(2):(1) の状態を各部屋や各ファサードで他の部位と相対的に
比較すると、作者が多くの部屋に関して鳥瞰図内で完成形の一
部を「残す」「取り除く」「可視化する」行為のいずれかの意図
を持っていた、と判断できる程度であると考えられる。これを
鳥瞰図上で示すと図 5 のようになっており、作者の「強調表現」
と定義する。

４章　パース図との比較による考察
4-1 手がかりとしての残部
　４章では、3 章で示された作者の強調表現の意味を明らかに
するべくパース図の描かれ方と鳥瞰図内の状態を比較し考察を
行う。ソーンはパース画の作成にあたり視点の位置・方向に関
して緻密な検討をしており ( 図６)、パース図内の建築の部位
の見せ方を強く意識していたことが伺える。本章では、図２の

表 3: 3 章の分析対象となる部屋の一覧
①南側ファサード ⑩ Rotunda Vestibule ⑲ Doric Vestibule
②東側ファサード ⑪ Consols Transfer Office ⑳ Discount Office
③西側ファサード ⑫ Library ㉑ Long Passage
④北側ファサード ⑬ Lothbury Court ㉒ Pay Hall

⑤ Dividend Office
⑭ Residence Court, 

Porter's Lodge
㉓ Front Court

⑥ Colonial Office ⑮ Chief's Casher Room ㉔ Treasury

⑦ Bank Stock Office
⑯ Barracks, Printing 

House Court
㉕ Bullion Office

 ⑧ Four Per Cent Office ⑰ Accountants Office ㉖ Governor's Room
 ⑨ Rotunda ⑱ Waiting Room Court ㉗ Garden Court

①

②

③

④

⑤
⑥

⑩

⑦
⑧

㉕

⑪

⑫
⑬

⑭

⑮

㉑

⑲

⑱

⑰

⑯

⑳

㉓

㉓

㉖

㉒ ⑨㉔

図 3: イングランド銀行平面図 (1831) と立断面図の位置関係

表１: Colonial Office に関する基礎情報と残部の内容
部屋名 図面 No( 描かれた年代 )

Colonial Office S3(1818), S4(1818), P2(1820-21)
新築設計者 ( 設計期間 ) 改築設計者 ( 設計期間 )

Robert Taylor(1765-1768) John Soane(1817-1823)
残部の内容
中央ドームを支える 4 つの柱に加え、東側、北西側の３つのアー
チと側廊にかかるアーチ状の壁面が残っている。壁面はファサー
ドとともに取り払われている。

P2
S3

S4 S4
S3

P2

図 4: Colonial Office に関する 3 章の分析に使われた平面図・立断面図・パース図

S4S3 P2

図 5：鳥瞰図内で作者の強調表現が認められた部分



廃墟の構造図に従い、作者があえて「残した」部分を、元の建
築を想起させる手がかりと捉え、パース図の視点と鳥瞰図内の
強調表現の関係について考察を行う
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。
4-2 鳥瞰図内に見られる観測者の視点の意識
　4-1 の比較を行なった結果、鳥瞰図内で強調表現が見られ
た部屋 ( 表 3 の太字体 ) に関して「●」
のついた部屋において、鳥瞰図内の建
築部位の残り方が、パース図の視点を
意識したものになっていることが示唆
された
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。( 例 : 図７ではパース図の視点
の先に鳥瞰図内の強調表現が見られた
部位の大部分が描かれている )。これは
以下のことを意味すると考えられる。
- 図６のパース図検討図面の描かれ方か
らパース図作成時の図面の主題は建築
の内部空間の本質を的確に捉え、それ
をいかに印象的に見せるか、という点にある
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- これに対し、鳥瞰図内でパー
ス図の視点を意識していると
いうことは、特定の建築の見
えを意識しているのみでなく、
各パース図を想起させる引用
の意味を含んでいる。是に於
て、パース図の役割は「建築
の内部空間の紹介」から「鳥
瞰図に断片的に残された廃墟
の引用元」に意味の転換が起
きている。
4-3 鳥瞰図が喚起する想像力
　4-3 では、廃墟がパース図
の視点を借りてその図を想起
させることはどういう意味を
もちうるかを、臥遊概念を借
用し考察する。臥遊とは、中
国南北朝時代、南朝宋の宋炳
(375-443) が提唱した、画家
自身が過去に訪れたことのあ
る場所を自ら描き、それを眺
めることで座りながらにして
自分がその場所にいるかのよ

うに楽しむ、という概念である。この臥遊概念は、「後には、
画家自身だけでなく、観者も画家の作品を見て、臥遊の境地に
親しむことが一般化する
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。」ように発展し、その重要な要素と

して「画中人物の視点」が指摘されている。画中人物の存在こ
そないものの、鳥瞰図が画中この概念を援用すると、本研究対
象の鳥瞰図には以下のような意味が認められる。
(1) 鳥瞰図が、特定の建築の見えだけでなく、パース画そのも
のを引用していたことは、パース画の観測者の存在を意識して
鳥瞰図を描いたということであり、パース画を見てその部屋の
建築空間を一度理解した人物が、鳥瞰図上に自らの視点を仮想
的に布置し、建築の内部空間を楽しめるようになっている。
(2) 廃墟はそれを眺める者の意識を過去へと差しむける「喚起
力
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」を持つことや「尚古象徴」となることが指摘されているが、
当時の一般的な廃墟画における上記の概念は、古代的理想郷と
いう空想上の世界への指向である。しかし、鳥瞰図は未来の廃
墟像を描いていながら、その断片が参照したのは過去ではなく
現在の図面であり、その喚起力は作者の目前で機能するイング
ランド銀行に向けられる。ここに (1) の体験を本質的なものに
する意味があり作者の創造力が見られる。

５章　結論
- イングランド銀行鳥瞰図の分析を通じて、作者の建築部位に
対する「残す」「可視化する」「取り除く」の３種類の意図が見
られた。
- 作者が意図的に大きく残して表現したと考えられる建築部位
に、その部屋のパース図との引用関係が見られた。その引用関
係は臥遊的な仮想行動を促し、実際に機能する建築を想像上で
廃墟化させることの独自の意味であると考えられる。
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対象としない。
10 パース図の視点を意識したと判断できる理由は、作者が視点を意識せず建築の意匠
のみに注目していたと仮定した場合、「視点の意識」が多く見られた部屋は、平面の縦
横方向に対称な設計がされるペンデンティブドーム構造となっており、建築部位の残り
方の候補が複数存在し、表２のような結果にはならないことが予測されるため。
11: 図面内に置かれた視点から複数の視線が引かれ、ペンデンティブドーム構造の中央
ドームとそれを支える 4 本の柱との交点に●がついていることが主な根拠である
12 小川裕充 (2008)『臥遊　中国山水画』中央公論美術出版 , p.139　
13 谷川渥　同掲著 p.64

Rotunda ●
Dividend Office
Colonial Office ●

Bank Stock Office ●
Four Per Cent Office ●

Bullion Office
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Accountant Office
Lothbury Court ●
Residence Court
Printing Court

Doric Vestibule
Garden Court
北側ファサード
西側ファサード

表２: 鳥瞰図内の強調表現が見
られた部位の存在する部屋 ( 太
字 : パース図あり )

図 7:Colonial Office における鳥瞰図内で強調
表現が見られた部位 ( 図の赤部 )

図 6： Colonial Office 平面図におけるパース
図の視点検討 (1820)




