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引き出しプロジェクト 
主眼 

 
 「引き出しプロジェクト」とは、機能が空間を支配した近現代の建築史を翻訳し直すことを
大義とする考えをベースに置いている。「引き出し」という概念には、機能、空間、歴史意匠、
技術、生産など近現代建築史においてつちかわれたあらゆる成果がアーカイブとして収納され
ている。ここでは、「耽読者」という書物と人体が一体となった存在を夢想しながら、「引き出
し」を引いてみる。 
 すると、以下の三点の原則（考えの骨子）を得た。 
 
 
 

１ 
「耽読者」は、個人の趣味・趣向によってコレクションされた 

雑多な知識（本棚に並ぶ書物群）とそれらを最小限の考え（本棚の枠組み）で 
律しようとする創作者としての態度との矛盾の中に現れる。 

 
 
 

２ 
日本の近代史における折衷主義を積極的に受容した上でこれを表現する。 

 
 
 

３ 
本棚のデザインが、それがおかれる将来の家の空間設計となる。  
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１.『耽読者の家』に触発されて 
 
 筒井康隆著『壊れ方指南』の中に、『耽読者の家』という短編小説がある。私たちは今回の設
計をこの小説から始めることにした。 
 
 この作品の中には、寝ても覚めても本を読みふける「耽読者」が登場する。彼らが住む家の
畳の上には本が作家ごとに平積みされており、彼らは本に埋もれてひたすら読書をすることに
情熱を注いだ。 
 またその世界は完全に閉じていて、それでいて完結している。そこには他者をはじめとする
外的要素が入り込む隙は見受けられない。無限な時間の中で、彼らはただひたすら好きな本を
好きなだけ読むことができるのである。 
 単独の世界で、好きなことだけに時間を消費できること。そこに私たちはある種の理想的な
考えをみた。そのような「耽読者」の生活に、確かに心惹かれもしたのである。 
 
 
 小説家、建築家、デザイナー、画家…。作家という生き物は、常に社会背景に眼を研ぎすま
せる必要があり、何かを創作することを繰り返すたびにその反動として「耽読者」のような存
在の形式に憧れていくものである。しかしながら、原理的に作家という生き物は「耽読者」に
はなり得ない。 
 
 
 では「耽読者」とはどのような存在だろうか。それは完全に閉じた世界で、自分の好きなこ
とだけに時間を消費する人のことを指すのではない。 
 
 
 「耽読者」という一つの理想的な考え＝美学について、まず考えを巡らせることから一つの
本棚の設計を始めた。本論考ではまず「耽読者」という美学を形にする方策を提案し、その上
で「耽読者的本棚」を提案する。  
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２.筒井康隆的なる「耽読者」像 
 
 「耽読者」を考察するにあたり、まずは筒井康隆がどのように「耽読者」とその空間を文章
で描写し、設計したのかを踏まえた。 
 
 
２－１耽読者的空間の描写方法 
 
 舞台は身渡治郎がその伯父から譲り受けた立派な家。高い天井と広い座敷の十分な広さを感
じさせる空間に、膨大な数の本がところ狭しと平積みされている。 
 その空間の中で登場人物たちは各々好きな本を好きな場所で、好きな姿勢でひたすら読みふ
ける。 
 
 『耽読者の家』にはたくさんの本の名前と、作家の名前が登場する。それを表にまとめた（次
ページ参照）。このことにより、ここに出てくる作品の多くはエンターテイメント性の強いもの
であり、いわゆる古典文学であることが分かった。 
 
「『きれいな装丁ですね。昔の本はみな立派だったんですね』 
『ああ。たいていハードカバーで、カバーにはそんな風に作品の中の名場面が、泰西名画風の
絵で描かれていて、カバーがない場合は函に入っていて、その函に絵が描かれている』」 
 
 ハードカバーの表紙がついている描写があることから、空間を構成するのは平積みされた、
それなりの重みと厚みのあるハードカバーの本ということになる。 
 そのような重厚な本が幾重にも積まれた重厚な空間の中で、彼らは本の森に潜るように、あ
るいは本の海に沈むように、読書にふけっていたのである。 
 
 
２－２「耽読」すること 
 
 作品の中で登場人物たちがすることは主に二つ。それは＜本を読みふけること＞と、＜本を
勧めること＞だった。この行為の繰り返しで、物語は少しずつ進んでいく。 
 小説の中で絶えず繰り返されるこの二つの行為に、筒井康隆の考える「耽読者」像が描かれ
ていると感じた。 
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タイトル 作者 備考

従妹ベット バルザック　

荒野の呼び声 ジャック・ロンドン 1876-1916 アメリカ

白い牙 ジャック・ロンドン

海の狼

偉大なる王 バイコフ 1872-1958 ロシア ロシア作家

牝虎

人間喜劇 オノレ・ド・バルザック 1799-1850 フランス

谷間の百合 バルザック

ウージェニー・グランデ バルザック

剃刀の刃 ウィリアム・サマセット・モーム 1874-1965 イギリス

ナナ エミール・ゾラ 1840-1902 フランス

戦争と平和 レフ・トルストイ 1828-1910 ロシア

人間喜劇「ゴリオ爺さん」

サアニン ミハイル・アルツィバーシェフ 1878-1927 ロシア ショーペンハウエル

最後の一線 アルツィーバーシェフ

ヴェルヘルム・マイスターの修行時代 ヨハン・ヴォルフガング・フォン・ゲーテ 1749-1832 ドイツ

若きウェルテルの悩み ゲーテ

そして誰もいなくなった アガサ・クリスティー 1890-1976 イギリス

労働者セヴィリヨフ アルツィーバーシェフ 短篇集

嫉妬 アルツィーバーシェフ 戯曲集

洞窟の女王 ハガード

スカラムッシュ ラファエル・サバチニ 1875-1950 イギリス

ヴェルヘルム・マイスターの遍歴時代 ゲーテ

魔の山 トーマス・マン 1875-1955 ドイツ

ブッデンブローク一家

ウンラート教授 ハインリッヒ・マン 1871-1950 ドイツ 嘆きの天使の原作

巌窟王 アレクサンドル・デュマ・ペール 1802-1870 フランス

三銃士 デュマ

モンテ・クリスト伯

椿姫

トンネル ベルンハルト・ケラーマン 1879-1951 ドイツ カバーの絵につられて読む

人われを大工と呼ぶ アプトン・シンクレア 1878-1968 アメリカ

宇宙戦争 ハーバード・ジョージ・ウェルズ 1866-1946 イギリス

トーノ・バンゲイ 社会小説

猫橋 ヘルマン・ズーデルマン 1857-1928 ドイツ 北欧的ロマン

憂愁夫人 北欧的ロマン

処女地 イワン・ツルーゲネフ 1818-1883 ロシア

父と子 ツルーゲネフ

初恋 ツルーゲネフ

決闘 アレクサンドル・イヴァーノヴィチ・クプリーン 1870-1938 ロシア

地中海 ビセンテ・ブラスコ・イバニェス 1867-1928 スペイン 死の匂いの立ちこめた恋愛もの

血と砂 ブラスコ・イバーニェス 死の匂いの立ちこめた恋愛もの

黙示録の四騎士 ブラスコ・イバーニェス 死の匂いの立ちこめた恋愛もの

蚊とんぼスミス ジーン・ウェブスター 1876-1916 アメリカ 足長おじさん

クリスマス・キャロル チャールズ・ディケンズ 1812-1870 イギリス

オリヴァー・トゥイスト ディケンズ

二都物語 ディケンズ

大いなる遺産 ディケンズ

嵐が丘 エミリー・ブロンデ 1818-1848 イギリス

罪と罰 フョードル・ドストエフスキー 1821-1881 ロシア

デミアン ヘルマン・ヘッセ 1877-1962 ドイツ 教養小説

車輪の下 ヘッセ 教養小説

ディヴィッド・コパーフィールド ディケンズ

ジェイン・エア シャーロット・ブロンテ 1816-1855 イギリス

荒涼館 ディケンズ
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◯本を読みふけること 
 
「『でも、ここで読むぶんには、そこに何時間いてもいいんだよ』」 
「『うわあ。天国にいるみたいだなあ』」 
 
 好きなことを好きなだけすることができるのは、まさに理想の空間であるだろう。土肥論人
は大学に行く意味を見出せない大学生で、身渡治郎はほぼフリーター。外部から追い立てられ
るものもなければ邪魔するものもない、まさに好きな読書だけに没頭できる環境と時間を手に
していた。 
 
「『ぼくも趣味だけでよんでいる。遺産だけで食っていた伯父と同じように、なんだかこのあま
読み続けて一生を終わりそうな予感があるんだ。もしかすると小説浸りになって腐っていきそ
うな悪い予感なんだがね』」 
 
 一方で身渡治郎は好きな読書をひたすら続けることに関して、小さくない不安を抱いている。
この不安を、「超個人的な空間性をもつ耽読者に憧れる一方で、作家は社会との関係性から独立
した生き物になり得ない」という矛盾と捉えた。 
 私たちはその表現が、「耽読者」のための本棚には通底しているべきであると考える。 
  
 
 
◯本を勧める（批評する）こと 
 
「『動物文学が好きなんだったら』治郎は今論人が持ってきたジャック・ロンドンの隣において
ある二冊を指した。『そこにバイコフって作家の小説が二冊あるよ。これもなかなかのもんでさ』」 
 
 登場人物たちはそれぞれの本の読了後、その感想を言い合いながら、次なる読むべき本につ
いて尋ね、勧め合う。 
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「『次は何を読ませるかな』 
『女の主人公がいいって言ってましたよね。それなら最高のものが』 
『おっ。待て待て。当ててみようか。いや。紙に書こう』 
ふたりは常に横においているメモ用紙にそれぞれ作品名を書いて相手に渡した。 
同じ書名が書かれていた。 
『ディケンズ『荒涼館』』」 
「『…例えば『二都物語』読んでもフランス革命のことは分からないけど、『荒涼館』読んだら
昔のイギリスの馬鹿げた裁判制度のことがわかる。女子大になんか行くよりはずっと勉強にな
るぜ』」 
 
 読み切れないほど大量に平積みされている本たちの中で、さて次は何を読よもうか。このこ
とは、本好きにとっての永遠のテーマだろう。 
 しかし私たちが生涯で読める本の冊数は限られていて、容易に算出することができる。それ
はほぼ昼食の数と同じくらいである。だから、有限な時間の中で読む一冊を選び続けなくては
ならない。 
 これに対するひとつの答えがまさに、＜本を批評する＞こと、つまり＜勧めてもらうこと＞
だった。その本には何が書かれていて、どのような見識を得ることができるのか。この本はど
のような理由で読むべきなのか、先に評価を求め・勧めることで雑多な知識の群れを律する考
えを求めているのである。このことはまさに、本を本棚に収納する際に、持ち主が本能的にと
る態度だろう。好きな本、良い本を一番大切なところに置く。配架の楽しみはここにある。 
 
 
 以上より、筒井康隆的「耽読者」とは＜本を読みふける＞という非選択性と、＜本を求める・
勧める＞という批評による選択性が、相互否定を繰り返しつつもその矛盾が空間を熟成してい
く原理であると捉えた。 
 そこから考えられる「耽読空間」として、計画 A「耽読者」的作家から、計画 B日本的「耽読」
空間の歴史から、それぞれの切り口から考察する。そして最終的にひとつずつ違ったコンセプ
トの 2つの本棚に落とし込み、設計をした。 
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１.�「耽読空間」の作家 

 
 
 計画 A では、「耽読空間」の考察にあたり、二人の作家の関係性を参考とした。すなわち、ウ
ィリアム・バージェスとそれを引用した六角鬼丈の『伝家の宝塔』という引き出しの形式を借
りたプロジェクトである。 
 
 
 ウィリアム・バージェスは 19 世紀に生きたイギリス・ヴィクトリア期の建築家・デザイナー
である。バージェスは日本の建築の父、ジョサイア・コンドルの師にあたる。彼の設計思想は
若き日のジョサイア・コンドルの建築観にも衝撃を与え、間接的に日本の建築に少なくない影
響を及ぼした。 
 現代において私たちの身の回りにあふれる西洋の思想によってつくられたモノや生活像は、
ジョサイア・コンドルによってもたらされたと言っても過言ではないだろう。 
 
 またバージェス自身も、日本の様式に強い関心を持っていた。以下は、彼が 1862 年にサウス・
ケンシトンで開かれた第二回ロンドン万博の後に述べた一節である。 
 「我が国（英国）13 世紀の芸術復興を志すものすべてにとって、日本部門で一時間、いや一
日でも二日でも費やすことは決して時間の無駄ではない。というのは、これまで知られていな
かったこれら未開人たちは、中世が知っていたものすべてを知り、ある点ではそれと同等ある
いはそれを凌駕していうように思われるからである。」 
 
 
 六角鬼丈は現代の建築家・デザイナーである。その祖父に日本の漆工芸界の草分けとも言わ
れる六角紫水がいる。六角紫水は日本美術史の先駆けである岡倉天心のもとで国内外の日本の
古美術の研究・整理を行ない、日本美術教育における重要な人物である。 
 
 
 東京芸術大学の創始者である紫水の地を引く鬼丈が、自身のアイデンティティを表現しよう
とした時用いたのがバージェスのデザインであった。 
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２.ウィリアム・バージェスに視る「耽読」 
 
２－１ ウィリアム・バージェスについて 
 
 ウィリアム・バージェスは、19 世紀を生きたイギリス人建築
家である。彼はひっきりなしに冗談を言うチャーミングな一面
を持ちながら、その実、繊細な感性と強い信念を持った作家だ
った。 
 
 今回「耽読者」を探るために彼を引いてきた一番大きな理由は、彼の身の上とその設計態度
にある。 
 
 彼は 1872 年にロンドンで生まれ、父のアルフレッド・バージェスは有名な土木技師だった。
当時、最も有力であったビュート侯爵のもとで仕事をしており、ウィリアム・バージェスの生
家の資産は潤沢であったことが知られている。 
 そのような経済状態であったため、彼は食べるために鬼気迫って図面を描く必要がなかった。
だから彼は、自分が思うままに細部の細部にいたるまで神経を行き渡らせ、設計をすることが
できたのである。彼が設計したものは建築にとどまらず、家具や食器、照明器具など、その空
間を構成するほぼすべてに及ぶこともあった。彼は生涯、自分の信念・審美観を曲げることな
く、好きなことに好きなだけ取り組むことができた作家だったのである。 
 
 その意味で自由な作家であったウィリアム・バージェスが、どのように身の廻りのデザイン
を批評し、コレクションしたのかを調べた。  

カーディフ城の夏の喫煙室 

 

緑のガラスと銀のデカンター 

ウィリアム・バージェス 
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２－２ ウィリアム・バージェスの設計思想 
 
 バージェスの生きた時代は、産業革命直後の激動の時代だった。工場制機械工業の導入によ
る産業の変革とそれに伴う社会構造の変革が、建築の分野にも大きな影響を及ぼしていたので
ある。そんな時代背景の中で、建築・デザインの考え方は大きく二分された。 
 そのひとつは、ジョン・ラスキンやウィリアム・モリスに代表される、マニュファクチュア
を手仕事的に捉えることで芸術をより生活に身近のものにしていく態度であり、他のひとつは
ヘンリー・コール、オーウェン・ジョーンズ、ディグビイ・ワイアットを中心とする、いわば
機械や工業力を合理的なものとした態度である。 
 
 バージェスの建築家への道は、1844 年、まだキングズ・カレッジを卒業する以前にエドワー
ド・ブロアーの事務所に入門する所からはじまる。入所したあと、彼は他の建築家を目指す学
生たちが当時そうしていたように、サセックス、リンカンシア、ノーフォークなどに毎年旅行
し、それぞれの土地の古建築をスケッチして歩いていた。これが彼らにとっての建築修行のひ
とつだったのである。そのころからバージェスはゴシック建築に強い興味を抱いていたことが
伺える。 
 
 彼が入門してから 5 年経った 1849 年、エドワード・ブロアーは
引退することになり、バージェスはマシュー・ディグビイ・ワイア
ットの事務所に移った。このマシウ・ディグビイ・ワイアットは多
彩な洋式をこなす学殖豊かな建築家として知られているが、彼は後
にスレイド美術史講座の初代教授としてケンブリッジ大学で講義を
し、ナイトに叙せられ、英国王立建築家協会のロイヤル・ゴールド・
メダルを受け取ることにまでなる人物である。 
 
 バージェスはこれらの建築家のもとで学びながら、彼の基本的な建築に対する思想が形作ら
れていった。 
 バージェスの興味は、どちらかといえば建築や工芸の細部に機知を込める情熱から成り立っ
ていた一方で、建築を巡る技術が工業力に対して開かれていく可能性を、ディグビイ・ワイア
ットのもとで身につけ、見出しもしたのである。 
 彼は 1865 年には『工業に応用されたる美術』という著書をまとめるが、そこには彼の手仕事
を現代の製作法に活かしてゆこうとする態度が感じられる。 
  

M,D,+��"# 
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２－３ ウィリアム・バージェスのデザイン 
 
 バージェスへの仕事の発注者は、主に二人だった。一人はカーディフに居を構える大貴族ビ
ュート侯爵であり、もうひとりは彼自身である。 
 
 ビュート侯爵家は、カーディフの街に根をはる当時有数の富裕な貴族だった。前述したよう
に、バージェスの父親は土木技師としてカーディフで仕事をしており、ビュート公爵とも知り
合っていた。 
 子である建築家ウィリアム・バージェスも父親の縁をつうじて、大貴族ビュート侯爵家と建
築上の交わりを結ぶことになる。しかしこのとき、バージェスが代替わりしていたのと同様に、
ビュート侯爵家の当主も、土木事業に熱心だった第二代ビュート侯爵から息子の第三代侯爵の
時代になっていた。二代に渡る、仕事上の関係を結んだのである。 
 
 そしてバージェスは、1866 年からビュート家が本邸とするカーディフ城の発掘、改修、増築、
装飾などの仕事を始めるようになる。他にも、カーディフの街から離れた小さな城であるカス
テル・コッホをビュート侯爵の別荘とするための全面改修工事を行なった。 
 その過程でバージェスは建築を設計し、内装を設計したが、彼の仕事はそれにとどまらなか
った。彼が設計した建築で用いられる家具、食器、小さな置物など、ありとあらゆるものを設
計したのである。照明器具、扉、羽目板、天井などの装飾パターンを含めて、すべての細部は
どんなに細かいところまでも、丁寧にバージェスの手によってデザインされた。  

カステル・コッホ 
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 もう一人のパトロン、自分自身に対しても彼は数限りない設計を行ない続ける。バージェス
は最初、ロンドンのバッキンガム通り 15 番地に住まいを定めるが、この住宅で、内装、家具、
食器や小物、装飾品のすべてを設計した。これが彼の流儀だったのである。 
 そして 1876 年、新しい自邸の建設がはじまる。自邸建設の場所はロンドンの西郊、ホランド・
パークと呼ばれる地区。この地区は住宅地代が年 200 万円にまでもなる高級住宅街だった。 
 
 バージェスの自邸は「タワー・ハウス」と呼ばれている。この名称は、この住宅の階段室が
半円形に道路に突き出して、ちょうど中世の城砦の塔のように見えることに由来する。 
 住宅は地下一階、地上三階の、都市住宅としては堂々たる規模のものである。 
 彼はこの自邸に、自らの世界を一点の非の打ち所なく作り上げた。豪奢を極め、細部の細部
に至るまで創意込めた装飾をもった室内空間。この空間こそまさに、外部の圧力を受けること
なく自分の時間のなかで自分のためにつくった「耽読空間」の夢想主義的価値の側面だった。  
 入り口のホールは吹き抜けになっており、階段室との境にはゴシック・アーチが架けられて
いる。部屋部屋の暖炉には、例えば食堂では女性像、応接間には「愛の園」の描写、書斎には
中世風の城砦の中に名詞、動詞、形容詞といった品詞の擬人像がおかれるなど、意表をついた
創意にあふれた装飾が施された。 
 彼自身はこの住宅を 13 世紀のゴシックのモデルとなる住宅として構想したようだが、その結
果はむしろ彼の独創性を示すものであった。 
 

  立面図・断面図 平面図 
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 バージェスは城の設計と自邸（住宅）の設計を全く同じように設計した。具体的には、当時
他の建築家には見られないような世俗的な室内装飾を完璧なまでに施したのである。 
 ビュート侯爵のために手がけたカーディフ城のクロック・タワーには、上昇する途方もない
数の部屋部屋に見事に色彩や金箔が施され、装飾的発明で満たされていた。そこは気味が悪い
ほど生き生きと、完璧にデザインされ尽くされた空間だったのである。バージェスは様々な装
飾を施すことによって、建築の内部に完成された幻想を生み出していった。カーディフ城最上
階にある「夏の喫煙室」と名付けられた部屋は特に、様々なモチーフが施され、太陽から降り
注ぐ光をまねた、大きな金色のシャンデリアが下がっている。カーディフ城をはじめとするバ
ージェスの作品は、私たちを想像の世界に誘うのである。 
 装飾に用いられたモチーフは四季・月ごとの労働、十二宮、ビュート侯爵の領地から採れた
宝石、鳥や獣、騎士道伝説、ギリシアやスカンディナヴィアの神話、そして宇宙の秩序などで
あった。それらを細部にいたるまで具体的に完璧に設計することで完全な幻想空間を作り出し、
同時にその現実に工業の力を用いることによって、芸術と人工によってつくられた空間をデザ
インしたのだった。 
 つまりバージェスのその過度とも言える空間・家具・食器に至までの細部へのこだわりによ
って豪華な装飾が施され尽くされた内部は、その建築の外部で起こっている現実からも歴史か
らも完全に遊離する、自己充足的で孤立した建築を生み出したのである。 
 
 まさに彼は「耽読者」であり、「耽読空間」の作家であった。 
 

  

カーディフ城 天井 カーディフ城 断面図 
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タワー・ハウス 内観 タワー・ハウス 内観 

カーディフ城 内観 

タワー・ハウス 外観 

カーディフ城 外観 

カーディフ城 内観 
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ウィリアム・バージェスはイギリス人作家でありながら、 
弟子であるジョサイア・コンドルを通じて日本に大きな影響を及ぼした人物である。 

 
彼は生まれついた家の資産が潤沢だったことや 

仕事を自分で苦労して探す必要がなかったことから、 
その設計傾向は次第に細部に目がいくようになり 

ついには大きな建築から中の内装・家具に至るまでデザインするようになる。 
 

彼は「アーツ・アンド・クラフツ」運動の中で工業と手仕事の融合の可能性をみて 
たくさんの家具も手がけた。 

その多くはカーディフ城、カステル・コッホという城の設計に費やされたのだった。 
 
 

そして彼はまさに、城と自邸を同じ態度で設計し 
それらの空間は外部と遮断された中で、個人の趣味・趣向があふれる 

『耽読者の空間』だったのである。 
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３.W.バージェスの飾り棚を巡る考えについて 
 
 『耽読者の家』に登場する「耽読者」は三人だ。ひとりは身渡治郎。大学を卒業後、伯父か
ら家と大量の本を相続した、完結した世界を構築している人物である。ふたり目は土肥論人。
彼は身渡治郎の大学の後輩であり、父親と二人暮らしをしている青年である。最後、三人目は
身渡治郎の従妹にあたる、新しく女子大に入学した柏木稲子である。 
 
 三人をつなぐのは血縁でも地縁でもなく、大量に平積みされた本だけだった。彼らは無数の
本を介してコミュニケーションを取り合い、ひとつ屋根の下、まるで時が止まったかのように
年月が経つのも忘れて本を読みふけた。 
 「家族」という形式をとることなく、彼らは互いに本の感想を語り合い、共有することによ
って「耽読者」的な空間を作り上げていった。つまり、空間の共同設計をしていたのである。 
 
 そしてこの家には、仏壇や神棚、大黒柱といった「家の中心」は描写されていない。彼らを
つなぐ中心には本があり、感想の共有があった。 
 
 「六角鬼丈」という日本の工芸的芸術世界のサラブレッドという宿命を、自分の意思とは関
係なしに背負わねばならなかった建築家にとって、家に宿る神はあまりにも強大な存在であっ
た。そのため彼は、それを隠すことよりも、むしろ楽観的なまでにそれを自らまとう装飾的様
相にまで昇華させることで、乗り越えようとしたのである。 
 必然的に古典的な家の中心は変容し、六角自身の特殊な血統を収容可能な容器、すなわひ「引
き出し」を必要とした。彼は、自身の流儀を「新鬼流八道（じきるはいど）」と名付け、＜故意
に！著しく！極端に！＞をモットーに、自ら進んで行なったのである。 
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 そして彼は、新しい家族像を描く中で、歴史を超越した総合的記録装置を創作する。彼が設
計した家具『伝家の宝塔』は、時間と空間を越えて、記憶を共有する巨大な装置だった。 
 
「耽読者」は有限な時間の中を生きているがゆえに、つぎに読むべき本を読まなくてはならな
いと、他者よりふさわしい書評を求めあう。 
 つまり他者がすでに体験した未来と、未来へ向かう自分自身が重なる瞬間であり、ここに『耽
読者の家』を見るのである。 
 六角鬼丈の『伝家の宝塔』は「耽読者」の空間を具現化するものとして参考になると考えた。 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

自邸 上/肉体訓練の道具賭場 下/心相器 

六角鬼丈『伝家の宝塔』 
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 ここまで、ウィリアム・バージェスと六角鬼丈という二人の人物を通して「耽読者」なる者
について考察した。 
 『耽読者の家』から拾い上げた描写から、ウィリアム・バージェスは限定された世界で自分
の好きなことを好きなだけすることができたということから「耽読空間」作家であり、六角鬼
丈的は限定された人々の、時間を超越した記憶・記録の共有を行なったことから「耽読空間」
作家であるとした。 
 
 時代も国も文化も違うこの二人の「耽読空間」作家は、歴史を収納する「引き出し」という
概念で結びつくのである。 
 
 図は、ウィリアム・バージェスが 19 世紀の中頃に創作した大書棚と、六角鬼丈が 20 世紀に
デザインした祖父から続く三代の系譜の記録装置である「伝家の宝塔」である。非常に似通っ
ているが、六角鬼丈がデザインした当時、ウィリアム・バージェスを引用したという意識は全
くなかったという。 
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セント=ジョンと天国
 －－ソロモンより
St. John and the New Jerusalem
 ‒- by Solomon

ダンテへのベアトリスの幽霊
 －－ポインターとロセッティより
The apparition of Beatrice to Dante
 ‒ by Poynter and Rossetti

エドワード私と Torrel
 －－ムーアより
Edward I and Torrel
 ‒ by Moore

ヴァージンにペイントしている
フラ・アンジェリコ
 －－モルテンより
Fra Angelico painting the Virgin
 ‒ by Morten

ピラミッドに委任する Rhodopis
 －－ポインターより
Rhodopis commissioning a pyramid
 ‒ by Poynter

サッフォーにセレナーデを歌っているパオーン
 －－休日より
Sappho serenading Phaon
 ‒ by Holiday

最初の肖像にペイントしているアペレス
 －－Smallfield より

ピグマリオンとガラテア
 －－ソロモンより
Pygmalion and Galatea
 ‒ by Solomon

キリスト教的装飾
Christian decoration

異教徒的装飾
Pagan decoration

六角鬼丈『伝家の宝塔』 

 

ウィリアム・バージェスほか『大書棚』 
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 これらのことから、「耽読空間」としての本棚としてのひとつの解が見えてきた。限られた世
界で好きなことを好きなだけ行なってきた「耽読空間」作家も、限られた世界の時間を超越し
た記憶と記録の共有を行なった「耽読空間」作家も、同じ家具をデザインした。その家具はあ
る意味では大書棚であったが、ある意味では巨大な書物だった。 
 
 以上より、私たちは「耽読空間」的本棚のひとつの解答として、ウィリアム・バージェスと
六角鬼丈が行なったデザインを編集し、その翻訳的手つきで本棚をデザインすることを意識し
た。 
 現物は高級家具であるということや床が重さに耐えきれないなどの現実的な問題は当然解決
した上で、これを実践していきたいと思う。 
 
 以上を簡単にまとめたダイアグラムを次のページに作成した。 
 



ウィリアム・バージェス（1827-1881）

イギリス本流 東京大学

東京芸術大学

ジョサイア・コンドル（1852-1920）

辰野金吾（1854-1919）

岡倉天心（1863-1913）

六角紫水（1867-1950）

六角鬼丈（1941-）
『伝家の宝塔』

イギリス（中心） 日本（辺境）

本流から外れた系譜が
日本に接ぎ木された。

デザインのイデオロギーとして
引き継がれていない。
個人的なものという評価は変え
られるべきである。

日本の近代（明治維新）

日本の近代化の中で、西洋的書物文化との折衷によって生まれた『耽読者』という美学と同じ構図である。

私たちの提案
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日本の近現代で、ジョサイア・コンドルの師として 
辺境の国である日本に少なからぬ血統をデザイン世界に残した 

ウィリアム・バージェス。 
彼の設計態度や取り巻く環境はまさに「耽読者」的で、 

彼のつくった書棚も細部までデザインされ尽くされたものだった。 
それが花開いたのは母国イギリスではなく、「辺境」の日本であったことは重要である。 

 
そして日本における美術学校の系譜を継ぎ、 
日本の美術界に大きな影響を及ぼし続けている 

六角鬼丈は自らの血統の後継者と宣言し、『伝家の宝塔』をプロジェクションした。 
 
一見接点のないこの二人の個人的な境遇は、ひとつの書棚のデザインによって近現代デザイン

の世界史の構造にまで高められている。 
私たちはこの事実を重要なこととして捉え 

近代の最初期おきた、工業と工芸の折衷であるこの作品に 
「耽読空間」を見たのだった。 

 
つまり「耽読者」という概念もまた、 

『バラの名前』などの西洋的な書物文化との折衷によって生まれたものである。 
このことを過度に意識してデザインを考えた。 
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1.平安時代の読書に関して 
 

 
 三砂あいさんが源氏物語の研究者であるという事実から、『更級日記』の作者、菅原孝標女を
介して日本の平安期における読書の姿勢、書物の形式、床に近い位置の家具について考えたい
と思った。 
 
 菅原孝標女は、『更級日記』の中で、源氏物語に読み耽り、物語世界にのめり込んだ少女時代
を回想している。耽読者・菅原孝標女の生きた平安時代における「耽読空間」とはどのような
ものだったのか。 

 
 

1－１書物形体 
 
 まず平安期の書物形体について述べる。平安期に書かれ、現存する書物は多くあり、冊子や
巻子の形体を取る。 
 
 冊子の例としては、東京国立博物館所蔵の元永本古今和歌集があり、平安時代末期 12 世紀に
書写された『古今和歌集』の古写本である。仮名序および全 20 巻を完存する『古今和歌集』の
写本としては、最古の遺品で、綴葉装（列帖装）冊子本、上下二帖から成る。平安時代後期、
元永 3年（1120 年）頃に書写され、仮名書道の絶頂期における代表的古筆の一つとなっている。
伝称筆者は源俊頼だが、書風から藤原定実を筆者とするのがほぼ定説である。数種の染紙にさ
まざまな型文様を刷り出した料紙を表とし，その裏側は金銀の切箔・野毛・砂子などを撒いた
豪華なものである。料紙は 5枚を一重ねとして、2つ折りにし、糸で綴じる。1面の寸法は 211
×155(mm)であり、単行本のサイズの一つである菊判(220×150mm)と同じくらいのサイズで
ある。 
 
 巻子の例としては、「類聚歌合」がある。大治元年（1126）摂政左大臣忠通歌合までの 147
度の歌合を，主催者の階層別に内裏・上皇宮・后宮女院・女御家御息所・親王家など 20 巻に編
纂したもので、縦 268mm、全長 8977mmにもなる。 
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左：古今和歌集（元永本） 右：類聚歌合（二十巻本） (共に東京国立博物館蔵) 
 
 
 
1－２読書の形式、読書の姿勢、床との距離、書物との距離 
 
 『源氏物語絵巻注 1』の東屋の絵の中に、平安期の読書の形式を見ていきたい。この絵の中に
は、冊子と巻子の存在が確認できる。この絵では、侍女に髪を梳かせる白装束の中君(左下)と絵
草子に見入る浮舟(左上)が描かれる。萌黄に文を浮かせた袿に紅の単、紺の袴の鮮やかな姿の浮
舟の前には冊子と巻子が置いてある。侍女右近は二人の中間で詞を読む。 
 

『源氏物語絵巻』東屋一 
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 浮舟は、床に座して、書物を床に直に広げている。その隣で詞書を音読する右近は、同じく
床に座して、書物を両手で少し浮かせて持っているように見える。 
 
 浮舟は、絵物語を見ながら、侍女右近が詞書を音読するのを聞いているのであり、読書が二
人以上の人によって成立する場合があったことがわかる。また、読書が黙読ばかりではなく、
音読が行われていたことは、『紫式部日記』や『今鏡』等に音読する描写があることからもわか
る。 
 

内裏のうへの、源氏の物語人に読ませたまひつつ聞こしめしけるに、「この人は日本紀をこ
そ読みたるべけれ。まことに才あるべし」と、のたまはせけるを (紫式部日記) 
 
 
侍従大納言、三条の大臣など、まだ下疆におはせし時、月の明かりける夜、さまやつして、
宮ばらを忍びて立ち聞き給ひけるに………北の方のつまなる局、妻戸たてたりければ、「月
も見ぬにや」とおぼしけるに、うちに源氏読みて、「榊こそいみじかりけれ」「葵はしかあり」
など聞こえけり。(今鏡) 

 
 この今鏡の例は、数人で一冊の本を共有して読んでいるもので、書物の入手が容易でない時
の読書法と言える。 
 
 
 
注 
1） 『源氏物語』は、平安時代 11 世紀に成立したが、『源氏物語』の絵画化は、物語の成立と
ほぼ同時期に始まり、現存最古のもので 12 世紀前半まで遡り、その後 16 世紀から 19 世紀に
かけて、多量に制作された。絵画化は、制作時の社会背景に影響を受ける傾向にあることから、
12 世紀頃の平安期に描かれた『源氏物語絵巻』を、当時の生活に最も近いものと考え絵図を引
用した。 
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2. 菅原孝標女著『更級日記』にみる、 
人間の脳の位置が地面に近い居住形式から生まれた家具空間について 

 
2－1『更級日記』における耽読空間考 
 
 これまで平安期における書物と読書の形式について見てきた。書物には冊子と巻子の形体が
あり、床に広げたり、床に座して両手で持って読んでいたことがわかった。平安時代は、生活
が床の上で直に行われており、読書も例外ではなかった。この、人間の脳の位置が地面に近
い居住形式において、どのような空間が展開していたのか考えたい。 
 
 以下は更級日記からの引用文である。 
 
   いとくちおしく思ひ嘆かるるに、をばなる人の田舎より上りた 
  る所にわたいたれば、「いとうつくしう生ひなりけり」など、あ 
  はれがり、めづらしがりて、かへるに、「何をかたてまつらむ。 
  まめまめしき物は、まさなかりなむ。ゆかしくしたまふなる物を 
  たてまつらむ」とて、源氏の五十余巻、櫃に入りながら、在中将、 
  とほぎみ、せり河、しらら、あさうづなどいふ物語ども、一ふく 
  ろとり入れて、得てかへる心地のうれしさぞいみじきや。 
   はしるはしるわづかに見つつ、心も得ず心もとなく思ふ源氏を、 
  一の巻よりして、人もまじらず、几帳のうちにうち臥して引き出 
  でつつ見る心地、后の位も何にかはせむ。昼は日ぐらし、夜は目 
  のさめたるかぎり、灯を近くともして、これを見るよりほかのこ 
  となければ、おのづからなどは、そらにおぼえ浮かぶを、いみじ 
  きことに思ふ。(更級日記) 
 
 
 作者が、物語に夢中になっていた少女時代を回想する場面である。おばから貰った源氏五十
余巻を読むシーン「人もまじらず、几帳のうちにうち臥して引き出でつつ見る」の記述から、
几帳という家具を使って、一人で読み耽る為の空間をつくっていたことがわかる。寝転がりな
がら本を読んでいるわけだが、その行為が几帳という内部の仕切りとしての家具と結びつけて
語られているのは興味深い。また、「夜は目のさめたるかぎり、灯を近くともして」とあること
から、燈台や燭台を使って灯りをともし、夜に読み耽ることもあったようだ。 
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 平安朝貴族は寝殿を中心とした寝殿造で生活していた。寝殿造の内部空間は、土壁をめぐら
した塗籠をのぞくと、建物内部は柱のみが立ち並ぶがらんとした空間である。外部とは格子や
妻戸をもって隔て、内部は簾・障子・壁代などで仕切って生活した。菅原孝標女が、読書の為
に使っていた几帳も、この内部の仕切りとしての家具にあたる。 
 
 室町時代に入ると、寝殿造に対し、書院を中心とした書院造が誕生する。書院造の特徴は、
建具が充実し、現代和風住宅の要素が多く認められる点であり、几帳のような内部を仕切る可
動式の家具は使われなくなってくる。 
 
 平安時代の生活の特徴は、可動式の家具を用いて空間を構成していた点であり、室町時代か
ら現代に至る「耽読空間」が建具の充実によって実現する書斎的な空間であるとすれば、平安
時代の「耽読空間」は菅原孝標女がそうしていたように、可動式の家具を自由に持ち出してつ
くる空間だったのではないか。そしてそれは、床に書物を広げて読む例からもわかるように、
人間の脳の位置が床に近い生活から生まれた空間だったのではないだろうか。 
 
 
 
  



 34 

2－２平安屏障具の研究 
 
 

 
室礼指図 
 
 ここでは、平安期の空間の構成要素として特徴的な内部空間の仕切り＝屏障具を取り上げ、
その詳細を記し、この時代特有の家具の性質を明らかにしたい。 
 
 
 
簾 
母屋ならびに廂の周囲に垂れる。竹を編み、萌黄色の絹に黒く桑の紋をそめつけたもので四方
の縁とする。上部に帽額(もこう)という絹を引き張るのが一般的。 
 
 
壁代 
表に朽木形または花鳥の模様をえがき、裏は白く磨いて光沢を出した絹七幅で作り、簾のすぐ
内側に下げる。一幅毎に表と裏とに、一本ずつ幅三寸位の絹の紐をたらす。この壁代と簾との
色彩の対比は、花やかな中に一種の静かな落ち着きをあらわす。 
 
 
引帷 
引物ともいい、間仕切り用の帷である。壁代の一種であるが、壁代より自由で、高さも広さも
使用する場所に応じてきめられる。裂地も夏冬に応じて白・青・紫・末濃・赤色、生絹・練絹
など適宜に用いることができる。 
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引帷三帖 
 
 
几帳 
土居という四角形の木の台の上に、茎という二本の丸柱をたて、手という横木を渡し、これに
帳をかけたもの。三尺のものと、四尺のものがある。手の長さは茎の倍になっている。帷(かた
びら)は四尺の几帳では長さ六尺、幅五幅であって、一幅毎に中央に野筋という長い紐二条を垂
らす。几帳の手や足は黒塗り、帳は夏は生絹に胡粉で花鳥を描き、冬は練絹に朽木形の紋様を
施す。野筋ははじめは表紅、裏濃紅であったが、後に裏は黒となった。 

   
左から 四尺几帳表、裏、手と茎と土台 
 
屏風 
 風を屏ぐ意。几帳と同様に室内に立てて隔てとし、また室内装飾とした。障子のごときもの
を六枚、四枚、二枚と番い合わせて、折りたたみ式につくられ、その一枚を「ひとひら」(「東
屋」の巻)という。このひとひらの面の大きさは幅一尺八寸二分、内縁二筋、各幅一寸一分であ
る(『るいじ』巻四の「語釈屏風」)。 
 『源氏物語』に「灯明き方に屏風をひろげて、影ほのかなるに」(紀伊の守の中川家、「空蝉」
の巻)、また「四尺の屏風をこの障子にそへて立てるが」(新築中の宇治の寝殿、「宿木」の巻)と
あり、これらの屏風はいずれも物の隔てとして使用された礼例で、「立つ」「ひろぐ」などとい
う。 
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また、「御屏風も風のいたく吹きければ、押したたみ寄せたるに」(六条院、南の御殿の寝殿、「野
分」の巻)、「屏風の袋に入れこめたる、所どころによせかけ」(二条院の西対の西廂、「東屋」の
巻)とあるように、使用しないときにはたたみ寄せ、あるいは袋に入れておかれたりした。 

  
四尺屏風二帖内 
 
 
 
 
 
 これらの屏障具は、仮設的であり、組み立て式、可動式であるという性質を持っている。様々
な種類があり、微細な空間の差異を演出するためのバリエーションとなっていると言える。組
み合わせて用いることで、より多様な空間をつくり出すことも可能であった。 
 
  



 37 

 
 
 
 
 
 

現在の「耽読空間」が、書院造に始まる書斎的空間であるとすれば、 
建具の充実した書斎的空間が誕生する以前の平安時代の「耽読空間」は、 

別の空間原理を持っていたはずである。 
それは「引き出す」という原理であったのではないか。 

 
寝殿を中心とした平安期の生活空間は、 

組み立て式の屏障具のバリエーションで空間をつくり出すという特有の構造を持っていた。 
すなわち、可動式の家具を「引き出す」ことで、そこに存在しなかったような 

異空間(＝耽読空間)を現出させる。 
言い換えれば、家具を引き出すことが同時に空間を引き出していた。 

 
そして、菅原孝標女が「几帳のうちにうち臥して引き出でつつ見」たように、 

この仮設的な家具を中心とした空間構造は、 
人間の脳の位置が地面に近い居住形式から生まれたものであったと思われる。 
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■全体写真



■既製品の鉄製和釘を加工したオリジナル金物

様々な色の本が、カラフルに配架される。

打ち込む

この棚は市場に流通している安価な既製品を組み合わせてつくることができる。
意匠上の特色は、棚を固定する鉄釘に集中させた。

釘は日本古来から寺社仏閣において用いられてきた和釘（角釘）を使う。
この釘の頭に十文字の切り込みを入れ、木に打ち込むことで、釘の頭部がめくれ、
花が開いたような様相となる。

その花びらのような釘の頭には、【朱・金】【瑠璃・白】【翠・薄紅】の三種類の
着色を施した。
これはウィリアム・バージェスの内装デザインから引用している。

私たちはこのオリジナル金物を用いることで、構造と装飾とが一体となった棚を
考えた。 打ち込まれ花開いた角釘

切り込みの入った角釘



18 x 300 x 910 / レッドシダー
上面・短辺小口…柿渋仕上げ
長辺 1辺…赤・緑仕上げ

18 x 300 x 910 / ホワイトファー
上面・短辺小口…柿渋仕上げ
長辺 1辺…赤・緑仕上げ

45 x 45 x 3000 / 集成材
柿渋仕上げ

105 x 105 x 3000 / 赤松
柿渋 2回塗り仕上げ

直径 7mm / 和釘
釘叩き込んだ後、着色
朱・金、瑠璃・白、翠・薄紅

25 x 5 x 1820 / ステンレス支柱
ツヤ消し加工

和釘
直径 15mm / 和釘
釘叩き込んだ後、着色
朱・金、瑠璃・白、翠・薄紅

■図面

見下げ図（S = 1/20）

キープラン（s=1/200）

正面図（S = 1/20） 側面図（S = 1/20）

渡邊大志研究室 「耽読者」三砂慶明氏のための本棚 ー 計画 A「オリジナル鋳物装飾釘を用いた本棚」

図面 S:1/20

収納冊数 : 文庫本 /1600 冊　単行本 /1200 冊　大型本 /270 冊



角釘　直径 7mm、長さ 100mm  80 本

鉄製角材　15 x 15 x 250　10 本

棚板　レッドシダー（一等材）　300 x 910 x 9　36 枚
　　　ホワイトファー　300 x 910 x 9　4 枚

水平構造材　ステンレス支柱　5 x 1820 x 15　40 本　

垂直構造材　赤松　105 x 105 x 3000　1 本
　　　　　　赤松　105 x 105 x 360　4 本
　　　　　　集成材　45 x 45 x 3000 　9 本
　
塗料代

送料

…等

本棚は木と鉄でくみ上げられ、基本的に鉄製の和釘で固定される。
部材は規格材であるため価格が抑えられた。
組み立て式となるため、部材を組み立ててから送る必要は無く、送料も安価である。

①【朱・金 /瑠璃・白 /翠・薄紅】 ②【黒】 ③【赤 /深緑】
鉄の色。
バージェスは彼がつくったどの
家具においても、同じ締め金具
を使っている。シンプルかつ頑
丈な、鉄の帯である。

和釘の小口の色。
本計画ではこの止め金物をデザインの要とする。
寺社仏閣に用いられた和釘と花を咲かせたよう
な工法を引用し、オリジナルの金物とした。
色はバージェスに習ったものである。

棚の色。
バージェスが好んで用いた
赤色と深緑色。
棚板の長辺一辺に 1cm幅の
着色を施す。

■規格材とDIY 工法■色彩について

18 x 300 x 910 / ランバーコア
【切断なし】
上面・短辺小口…柿渋仕上げ
長辺 1辺…赤・深緑仕上げ

45 x 45 x 3000 / 集成材
柿渋仕上げ

直径 7mm / 角釘
釘叩き込んだ後、着色
朱・金、瑠璃・白

45 x 210 x 25 / 集成材
柿渋仕上げ

25 x 5 x 1820 / ステンレス支柱（黒）
ツヤ消し加工

25 x 300 x 25 / 集成材
柿渋仕上げ

①

③

②

②

②

①

②

③



本計画では①ブロック分、
約 100cm×30cm×60cm
を作成した。

本のサイズ
モックアップ（縮尺 1/1）作成し、寸法の検討を行なった。

■モックアップの作成による、寸法の検討

文庫本
105x148

単行本
128x182-150x220

大型本
105x148-257x364

モックアップ

高さ /250mm　→　文庫本 1冊、単行本 1冊分の高さ
奥行 /300mm　→　文庫本 2冊、単行本 2冊分の幅

①250mm高（５段）

高さ /300mm　→　文庫本 1冊、単行本 1冊、大型本 1冊分の高さ
奥行 /300mm　→　文庫本 2冊、単行本 2冊、大型本 1冊分の幅

②300mm高（４ 段）

高さ /450mm　→　大型本 1冊分の高さ
奥行 /300mm　→　大型本 1冊分の幅

③450mm高（１段）









　私たちは平安時代の
家具空間が持っていた
「引き出し」の原理を内
在する本棚をつくりた
いと考えた。この本棚
は、折り畳んで収納で
き、屏風のようにパタ
パタと引き出される。
また、何枚でも継ぎ足
すことが可能であり、
好きなように配置し空
間をつくる、空間の引
き出しとしての機能を
備えた本棚である。

空
間
の

引
き
出
し
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配置例 : 居室の東側壁面に棚 8枚を連ねて使用した場合

■全体写真



渡邊大志研究室 「耽読者」三砂慶明氏のための本棚 ー 計画 B「木工による屏風式本棚」

図面 S:1/20

収納冊数 : 文庫本 1100 冊＋単行本 500 冊＋大型本 240 冊
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1830×500×15mm　 ブラックチェリー　柿渋2回塗り仕上げ

直径5mm　組紐
縁20mm　岩絵具
　　銀紅末色仕上げ　

460×300×5mm　 ナラ　柿渋1回塗り仕上げ

見下げ図

側面図正面図

460×220×5mm　 ナラ　柿渋1回塗り仕上げ
460×300×5mm　 ナラ　柿渋1回塗り仕上げ

460×220×5mm　 ナラ　柿渋1回塗り仕上げ

460×300×5mm　 ナラ　柿渋1回塗り仕上げ

縁20mm　岩絵具
　　銀紅末色仕上げ　 直径5mm　組紐

20

5

460×220×5mm　 ナラ　柿渋1回塗り仕上げ

縁20mm　岩絵具
　　鶯白緑色仕上げ　

縁20mm　岩絵具
　　鶯白緑色仕上げ　

縁20mm　岩絵具
　　銀紅末色仕上げ　

直径5mm　組紐

棚板を支える組紐の色は

光源氏の女君たちの名前から取って、

葵の上 ---------- 葵

紫の上 ---------- 紫

末摘花 ---------- 黄

朝顔の姫君 ---- 青                          の 4 色を用いる。



全体が折り畳まれている状態 本棚を開く 棚板を開く

　実寸大モックアップである。小棚板
5枚(上部)、大棚板2枚(下部)で1セッ
トの棚になる。棚は、取り外しや継ぎ
足しが簡単に行える。1枚の棚に付属
する 7枚の棚板は、紐のテンションで
支えられる。紐はブックエンドの機能
も兼ねている。棚板は好みの角度で固
定できるようにした。

小棚板×5

大棚板×2

棚×1

◀実寸大モックアップ
　本収納時のイメージ

■モックアップ


