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This paper considered Keiji Goto’s view of architecture in terms of his interest in "LIFE". For him "LIFE" is food, clothing, living, 

and social activism. His view of architecture has a social reformist aspect, which can be read by his attention on his interest in "LIFE" 

and social issues as the ideal image of an architect. And it seems to have been to rethink the betterment of society from a private 

standpoint and to integrate all aspects of human life and social issues into the act of architecture. 

 

１． はじめに 

本稿は，大正期に近代的な自我と対峙し，意匠や構

造等の建築に関わる諸要素を総合的に扱った建築家後

藤慶二についての論考である．とりわけ，後藤の示し

た「生活」への指摘について検証する． 

後藤慶二については,既に多くの先行研究が残され

ている．管見によれば，建築学会への報告として谷川

正己「後藤慶二見」(1961 年)や村瀬良太「後藤慶二に

ついて」(2003 年)，増田泰良他「後藤慶二資料の特徴

とその建築史的重要性について」(2006 年)などがある.

また，長谷川堯著『神殿か獄舎か』では，後藤による

豊多摩監獄を「明治以降日本にはじめて建ち上がった

「建築」」と評価し，後藤を「大正時代を代表する建築

家」と示している．特に長谷川は，大正期において近

代的な自我への意識とともに建築活動に取り組んだ人

物として後藤を評価している． 

本稿では，上記の既往研究では取り上げられていな

い論考を対象にし，また各論考に示される「生活」及

び「社会」の観点に着目し，彼の建築観を考察する． 

 

２． 経歴・執筆活動について 

後藤は東京帝国大学を卒業後，司法技師に任命され

豊多摩監獄の設計を担当する．同監獄竣工後に司法技

師を休職すると，朝鮮への旅行や論述活動を行った． 

後藤が寄稿した論考は表 1 に示した通りである．後

藤の執筆活動は，1915(大正 4)年を契機に，活発に行わ

れるようになる．妻芳香が示した「後藤慶二略歴」に

よると，豊多摩監獄の竣工を経てから静かに思索に入

ると同時に「書家としての生活にも心動き，藝術上の

煩悶，思索上の苦悩等即ち生活の歩みの上に於ける危

機に直面し，遂にそれは眞の休養とはなり得なかつた

ようである」と示されており，この時期の思索の特徴

を雑誌への寄稿から読み取ることができる． 

３． 「生活」への関心 -「ミスキアトー」より 

後藤の建築観について，村瀬良太は「後藤は，それ

までにあった様式や構造にのみ頼った建築観ではない

「建築」を自らの目指すべきものとして考え，そこに

向けすべての建築要素は寄与すべきものであるとする

態度をとる．その中心に自らのスタンス，つまり自己

を置く．」ものであると示し，自己から生まれたものを
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表 1 後藤慶二の執筆活動年表 
タイトル 掲載年月 掲載場所 再録

「絵画技巧論」 1909・00 『木葉会会誌』第3号

「能面の表情に就いて」 1909・12 『能楽』第7巻第12号

「能舞台旧跡並舞楽舞台」 1910・05 『能楽』第8巻第5号

「慶長十二年の勧進能舞台」 1910・01 『能楽』第8巻第10号

「高木氏の高砂改作難ず」 1910・11 『能楽』第8巻第11号

「能舞台を作り物として見よ」 1911・01 『能楽』第9巻第1号

「舞台建築の進化」 1911・10 『建築雑誌』(299) 〇

「舞台建築の進化(承前完結)」 1911・11 『建築雑誌』(332) 〇

「劇場の話」 1912・08
『建築工芸叢誌』第1期第7～
14,16～24

「小道具及作物」 1913・01
『能楽講義』第1期1～3,5～
9,11～14

「空隙哲学」 1913・02 『能楽』第11巻2号

「松風の小道具及作物」 1913・03 『能楽講義』第1期4

「鉄筋混凝土の簡単なる解き方(一)」 1914・08 『建築雑誌』(332) 〇

「鉄筋混凝土の簡単なる解き方(二)」 1914・09 『建築雑誌』(333) 〇

「鉄筋コンクリートに於ける建築様式の動機」 1914・11 『現代之建築』創刊号 〇

「張〓付肋材屋構の理論及び計算」 1914・12 『建築雑誌』(336)

「ロダン翁を訪ふ」(クライド・ハント) 1914・12 『現代之建築』第1巻第2号 〇

「張〓付肋材屋構之理論及計算(二)」 1915・01 『建築雑誌』(337)

「東京停車場に対する感想」 1915・01 『建築画報』第1巻第6号

「大正3年の我が建築界」 1915・01 『建築画報』第1巻第8号

「現代の能面及能作画」 1915・01 『能楽』第13巻第1号

「張〓付肋材屋構の理論及び計算(承前完結)」 1915・02 『建築雑誌』(338)

「石窟庵(上)」 1915・ 『現代之建築』第1巻 〇

「石窟庵(下)」 1915・10 『現代之建築』第1巻 〇

「ミスキアトー(感想)」 1915・07 『建築画報』第6巻第7号

「耐震剛接骨組(1)」 1915・09 『建築雑誌』(345)

「大同江画舫の事」 1915・09 『ホトトギス』第18巻第12号

「耐震剛接骨組(2)」 1915・10 『建築雑誌』(346)

「鉄筋コンクリートに対する訳語並びに記号私案」 1915・11 『建築雑誌』第347号

「辰野博士の還暦に祝す」 1915・12 『建築雑誌』(347)

「朝鮮の家と工芸」 1916・01 『建築工芸雑誌』第2期第15冊

「フィーンレンデール桁」 1916・01 『建築世界』第10巻第1,3号

「四角な床」 1916・01 『現代之建築』第2巻第1号

「基礎と地震」 1916・02 『建築画報』第7巻第2,3号

「現代の趣味について」 1916・02 『趣味の友』第1巻第2号 〇

「ミスキアトー」 1916・03 『建築』第192号 〇

「ミスキアトー」 1916・04 『建築』第196号 〇

「報告：八注腰折れ屋根」(1) 1916・04 『建築雑誌』(352)

「八注腰折れ屋根」(2) 1916・05 『建築雑誌』(353)

「過去とも将来ともつかぬ対話」 1916・05 『建築』第200号 〇

「住宅改良雑観」 1916・05 『住宅建築』建築世界社編 〇

「欧州戦後の建築如何」 1916・07 『建築之日本』第1巻第2号 〇

「形而下の構造に対する形而上の批判」 1916・07 『建築雑誌』第30巻第355号 〇

「衣食住と湿度との問題」 1916・09 『建築世界』第10巻第10号 〇

「冬の住宅」 1916・12 『趣味の友』第2巻第12号 〇

「現今の建築界に関して」 1917・01 『美術』第1巻第3号 〇

「建築を談じた後に」 1917・02 『建築画報』第8巻第2号

「建築と社会」 1917・09 『建築画報』第8巻第9,10号

「コンクリート及び鉄筋コンクリート梁の終極強の算定」 1917・11 『建築雑誌』(371) 〇
「コンクリート及び鉄筋コンクリート梁の終極強の算定(承前
完結)」

1917・12 『建築雑誌』(372) 〇

「目出度と云う表徴の新味ある題材は何がよいか」 1918・01 『現代之図案工芸』第44号

「新年を迎へて」 1918・01 『美術旬報』第148号 〇

「銀行集会所を見る」 1918・1 『建築』第203号 〇

「建築的冒涜の東京」 1918・2 『美術旬報』第150号 〇

「近頃の感想」 1918・3 『趣味生活』第1巻第3号 〇

「壁と唐紙と」 1918・4 『現代之図案工芸』第47号 〇

「国民美術協会展覧会評」 1918・5 『美術旬報』第159号 〇

「美術館建設私見」 1918・12 『美術旬報』第179号 〇
「鐵筋コンクリート梁の撓曲 : 附鐡筋コンクリート固定梁の
曲能率」

1918・12 『建築雑誌』(384) 〇

「平壌」 未掲載 『後藤慶二氏遺稿』 -

「多分坂部氏に寄せた手紙の原稿」 未掲載 『後藤慶二氏遺稿』 -

「旅のうちより」 未掲載 『後藤慶二氏遺稿』 -

「未定稿」 未掲載 『後藤慶二氏遺稿』 -

「感想」 未掲載 『後藤慶二氏遺稿』 -

「絶筆日記」 未掲載 『後藤慶二氏遺稿』 -

「或る手紙の原稿」 未掲載 『後藤慶二氏遺稿』 -

「建築論の未定稿」 未掲載 『後藤慶二氏遺稿』 -

再録は、後藤慶二著の『後藤慶二氏遺稿』(後藤芳香)『日本劇場史 附西洋劇場の話』(岩波書店)『鉄筋混凝土構造』
(白水社)を対象に調査  
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建築として捉えようとしていたと考察している．自己

を中心に据える建築観は，主に意匠と構造に関する指

摘に見られる．また，当時採用過程にあった鉄筋コン

クリートにも用いられており，この構法について「エ

ラスティックアーチ」という語で説明をしている．自

己を中心に据える建築観は，大正時代のデモクラシー

を思わせるものでもあり，若い建築家へ影響を与えた

とされている．実際に，後藤は表現主義建築の先駆的

存在として後に結成される分離派建築会との関係が指

摘されている． 

上記の特徴的な建築観が意匠や構造の問題に示され

ている中で，「生活」という語が論考に頻繁に用いられ

ている．1915 年に書かれた「ミスキアトー(感想)」で

は，“形”“用”“質”の三要素から建築体が生まれてい

ると説明し，図 1 のように自身の建築観を示している． 

ここでは，“形”が精神，“用”が肉体と関係してい

ることを指摘すると，精神と肉体から成り立つ存在と

して「生活」の語を記している．「生活」について文中

で意味を説明してはいない．しかしながら,論考の随所

に建築を説明する例えとして，衣服や食事を用いてお

り，「生活」の語は，人間の生活に関わる衣食住を表し

ていると言える．そして，“形”と“用”及び“質”が

一体となった建築体が「生活」と結びつくことを理想

としていたことが分かる．また，建築を衣服や食事と

同列に扱う姿勢は,建築を一般への普及を訴えた当時

の社会状況との関連を見ることができる． 

 

４． 社会改良主義への着眼 

後藤は，『建築画報』において「建築と社会」という

論考を寄稿している.タイトルに示されているように，

建築と社会の関係を論じた内容になっており，社会に

おける建築の立ち位置を示したものになっている． 

論考の中で，後藤の社会問題の捉え方に注目するこ

とができる．後藤は，階級問題や労働問題,個人主義や

社会主義といった主義主張を社会問題としており，「一

般人に公平に人間らしい生活の保障を与えようとする

のが社会改良主義のよって起るところである」と論じ

ている．また「一般階級の生活改善の上にファンクシ

ョンの標準を定めてそこに善美な建築を創作すること

が我々の正道でなければならないこと」と説いている． 

この発言から，建築の社会に対する問題意識でも前

節で述べた「生活」に対する関心を立脚点としている

ことが分かる．同時に，階級差や主義運動への関心と

一般階級の生活を結び付けている点から，「生活」の語

には主義主張及び運動も含まれていることが分かる．

そして，社会改良主義を建築家の理想としていた． 

またファンクションという概念にいち早く着眼した

機能主義的側面，かつ中世期やルネサンス期の社会形

成と当時の社会状況を比べ，その変遷への指摘から読

み取れる中世主義的な側面を持っていることが分かる．

これらは，生活改善を理想としながら，その判断を個

人の感覚へ頼るものになっており，社会全体の快復を

私的な立場から思索する私的全体性を備えたものであ

ったと言える． 

 

５. まとめ 

後藤はその建築観として，自己を中心に据えながら，

同時に社会改良主義的な側面を持っていたことが，「生

活」及び社会問題への後藤の関心に着目することで読

み取れる．「生活」の含意は衣食住から，主義主張に関

わる社会問題に及び，「生活」と建築を結び付け，人々

の生活改善に尽力する社会改良主義を理想とする建築

家像が目指されていた．自己を定義しつつ同時に社会

改良を目的とする後藤の建築観は，いわば私的全体性

を備えていたものであると言える．また機能主義，そ

して中世主義を志向する側面を見ることができる． 

これらの特徴を備えた独自の建築観は，論考の主題

に「ミスキアトー」(伊語で“混同”“ごちゃまぜ”の

意）と示されるように，建築行為から人間の諸生活，

社会問題の全てが一体となった，社会全体の改善を私

的な立場から考え直したものであったと考えられる． 
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図 1 後藤慶二の建築観 
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