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『クイズでわかる近代建築１００の知識』を手にとっていただき、ありがとうございます。本書は日本ならび
に海外の近代における建築について、わかりやすく、そして楽しみながら、学ぶことを目的につくられた本で
す。西洋はもちろん、アジアやイスラム圏、あるいは建築のデザインだけではなく、土木や保存に関するテー
マも取り上げています。近代建築と言えば、モダニズムの建築家が小難しい理屈をこねくりまわしているとい
う印象を持たれている方もいるかもしれません。しかし、本書は平明な解説を心がけ、２頁という小さな単位
でさまざまなトピックを分節しているので、気軽にどこからでも読むことができるようつくられています。頁
をめくると、問いに対する答えがすぐにわかり、その下に説明が書かれています。それぞれのＱ＆Ａには、関
連してミニクイズも付され、建築のウンチクを知ることができます。また本書は、大きくもなく、部厚くもな
く、むしろかわいらしい、手にとれるサイズになっています。したがって、じっくり座って熟読する以外にも
持ち歩き、移動の途中で読んだり、寝転んで読むのもよいでしょう。
すでに先行して２００８年末に日本建築、２００９年に西洋建築のクイズ本が刊行されています。これらの
企画を手がけた彰国社の編集者、中神和彦氏が、近代建築編もつくるべく、新しく「建築史楽会」のメンバー
が集められ、
今回の本が誕生しました。彼こそが建築クイズ本の三部作を世に送り出した最大の功労者です。と
ころで、われわれにとってもクイズの問題を考えるというのは、あまり経験したことがない、おもしろい作業
でした。いわゆるひたすらしゃべり続ける講義や長文の論考ではなく、小論文という問題の形式でもありませ
ん。すでに体系的に頭に入っている建築史の知識をシャッフルし、どのようにしたらバランスよく、クイズと
いう短文の形式に落とし込むことができるか。これ自体が頭の体操です。制作の途中、東日本大震災によって
建物が大破し、東北大のメンバーは研究室や教室を失い、書籍が自由に使えないといった状態に陥るなどのア

クシデントも起き、当初の予定よりも遅れましたが、無事、なんとか刊行にたどり着くことができました。
１９８０年代ごろのポストモダンと言われる時代は過去の建築を引用するデザインが流行し、建築家も歴史
についてしばしば語ったことから、建築史への関心は高かったように思います。けれども、ポストモダンが終
わり、２０００年代に入ると、今この瞬間という現在へのこだわりが強くなり、歴史や理論への興味が急速に
失われました。しかし、建築は日々進化を続けるコンピュータとは違い、新しいものほど、常によいという工
学的なテクノロジーではありません。もしただの更新される技術だとすれば、われわれは古代のコロッセウム
やル・コルビュジエの建築など、もう見る必要はないでしょう。最新の高層ビルでも、１００年前のすぐれた
モダニズムにかなわないものはいくらでもあります。それこそが建築の醍醐味なのです。しかし、建築史の語
り方には、いろいろと工夫する余地があります。クイズという形式は現代におけるそうしたひとつの試みだと
言えるでしょう。
最後に、クイズを読んだ後、可能なものは、なるべく実物を見に出かけることをお薦めします。
２０１２年８月
「建築史楽会」幹事代表 五十嵐太郎（海外編）
会員 海外編 脇坂圭一・佐久間雄基・久保田稔男
日本編 米山勇（幹事）
・石田潤一郎・久保田稔男
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◆コールブルックデール橋は世界初のどんな橋？

◆モンテマルティーニ美術館はどんな展示手法をとっている？

◆ブルックリン橋は世界初のどんな材料を使った吊り橋？

◆綿産業都市ローウェルは一人の商人のどんな努力からはじまった？

◆フェルクリンゲンはどんな世界遺産の登録がされているか？

◆エベネザー・ハワードという田園都市の最適な人口は何人？

◆オランダにおける芸術運動デ・ステイルに参加した芸術家は誰？

◆ル・コルビュジエのシトロエン住宅は何の乗り物をヒントに計画された？

◆チャールズ＆レイ・イームズ夫妻による実験的な自邸は何住宅の先駆け？

◆ロバート・ヴェンチューリの母の家がもつデザインの意味とは？

◆工部大学校造家学科第１期卒業生のうち彰義隊のメンバーは誰？

◆戦後を代表する建築家の中で丹下健三の門下でないのは誰？

◆明治期の建築のうちゴシック様式の建物はどれ？
００選に選ばれた作品で日本人が設計した建物はどれ？

◆フランク・ロイド・ライトのライト式に関係のない建物はどれ

◆ＤＯＣＯＭＯＭＯ

◆吉田五十八は新興数寄屋の特質をどう表現したか？
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◆つくばセンタービルのサンクン・ガーデンはどこの歴史的な広場の引用？

◆日本古来の様式を進化させて、石造にふさわしい様式を説いたのは？

◆分離派建築会がとったアピールの方法とは？

◆日本インターナショナル建築会の会員数はどのくらい？

◆伝統論争において、
「縄文的なるもの」という論考を発表した建築家は？

◆メタボリズムの中心人物・菊竹清訓が方法論として掲げたのは？

◆渡辺節のモットー「安く、良く、○○」の○○は何？

◆丹下健三が機能主義の教義をアレンジして発した言葉は？

◆後藤慶二の建築観を示す言葉「○○の拡充…」の○○は何？
％まで呑んでも…最後１％は…」の名言を残したのは誰？

◆黒川紀章が若尾文子を口説いた文句はどれ？

◆
「

◆東京帝室博物館コンペ当選案と現在の建物で違う箇所は？

◆現在の国会議事堂はコンペから完成まで何年くらいかかった？

◆世界平和記念聖堂を設計したのは誰？

◆現在の都庁舎が立つ新宿副都心の敷地にはもともと何があった？

◆上野の東照宮は国宝？ 重要文化財？

◆近代建築の中で重要文化財の指定を受けていないものはどれ？
◆倉敷アイビースクエアはもともと何の建物だったのか？
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◆大東亜建設記念営造計画コンペ・丹下健三案はどこを敷地として想定していた？
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◆戦前モダニズムの精鋭集団・逓信省営繕課に身を置いたことのない建築家は？
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◆お雇い外国人トーマス・ウォートルスは日本を去ったあと、何の職業に就いた？

◆立石清重は開智学校を建設する際、どうやって西洋建築の情報を得たか？
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◆国の登録有形文化財がいう通常望見できる範囲の何分の１なら届け出は不要？
◆博物館明治村の誕生にかかわった建築家は？
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◆鹿鳴館に残された和風の箇所とはどこ？
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◆第一生命館は太平洋戦争終結後、何に転用された？
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189

◆霞が関ビルに最初の超高層の座を奪われてしまった建物とは？

◆日本で初めて設置されたエレベーターはどこで採用された？

◆藤井厚二の実験住宅で行われなかった実験とは？

◆釘をつくる工場を設計したある有名な建築家とは？

◆富岡製糸場のお手本となった建物とは？

◆東京都荒川区に残る近代的都市施設は何？

◆ジョサイア・コンドルの作品でないのはどれ？

◆電柱を柱に転用したユニークな建築家の自邸は？

◆同潤会アパートは東京・横浜の何カ所に建てられた
207

◆明治宮殿のデザインで、洋と和はどんな関係になっていたか？

◆東孝光の自邸、塔の家の建築面積は何坪？
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◆鉄骨構造をいち早く手がけ、東京帝国大学でその講義を行ったのは？

◆レンガを製造していた日本煉瓦製造㈱はどんな工夫をしていた？

◆東京オリンピックとまったく関係のないスポーツ施設とは？
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91

16
ミニクイズの答え d

17

原住宅）は、アメリカ的な風土を建築の造形によっ
て表明した。１９１０年に欧州で刊行されたライト
の作品集がモダニズムに及ぼした影響は大きい。
一方、妻子を残して施主の夫人とヨーロッパを旅
行したこと、気の狂った使用人が放火して妻子を惨
殺した事件、訴訟や離婚問題、負債による留置所へ
の拘留など、その生涯は女性問題を主な原因として、
数々のスキャンダルに満ちている。日本に滞在して
帝国ホテルなどを手がけたのも、醜聞のほとぼりが
さめるのに、ちょうどいい時期だった。
ちなみに帝国ホテルのオープニングは、奇しくも
関東大震災（１９２３）とぶつかっていたが、建物
は持ちこたえた。アメリカでの不毛の時代を経て、
水上に突き出す片持ち梁が印象的な落水荘（ ）に
より、ライトは完全復帰を果たした。建築を身体の
器官のように構想し、空間と形態の連続性を求めた
有機的建築は、グッゲンハイム美術館で彫刻的なひ
＋
と続きの螺旋空間として頂点に達する。

風土や伝統の中に近代的感覚を取り入れた作品を多く残し
たアアルトですが、1952 年のセイナツァロの村役場では、
その 4 年前に訪れ、強い印象を受けたある場所の影響が確
認できます。その地名とは？

c

A.002
フランク・ロイド・ライト（１８６７ １- ９５９）
は、 歳で他界するまでに４００以上の実作を残し
た多作の建築家である。彼は、箱としての建築を解
体し、流動的な空間を切り開くなど、数々の独自の
デザインを生み出した。それは幼少期を中西部の草
原地帯ですごしたことと無縁ではなく、そこから広
漠として連続的な環境に溶け込むような水平性と、
内部と外部が相互貫入する空間を導いた。かくして
初期の郊外住宅地におけるプレーリー・ハウス（草

ミニクイズ

グッゲンハイム美術館

北欧フィンランドの建築家アルヴァ・アアルトは、1935
年、家具会社「アルテク」を設立し、ある素材を使った
家具デザインを世界中に広めました。それは何でしょう
か？
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スイス・レマン湖畔
イタリア・サン・ジミニアーノ
フランス・ロワール河畔
北ドイツ・ヴォルプスヴェーデ
a
b
c
d

c ガラス
d 成形合板
a 再生木材
b プラスチック成型板

アアルトの事務所内部

Q. 003

200120
19812000
196180
194160
192140
190120
18811900
-1880

ルシンキに戻り活動した。
「芸術の求める至高の目標
は、常に人間を中心点に置く自由な形態の創造であ
る」
、また「建築は生物学上の自然を原形としてと
らえなければならない」としたアアルトは、人間と
自然を建築哲学の根幹に据えた。また 年、マイレ・
グリクセンらと家具製作会社アルテク（ＡＲＴＥＫ）
を設立し、自らのデザインする家具を専売した。
独立初期には北欧古典主義の意匠が見られるが、
師と仰ぐアスプルンドの影響や、ＣＩＡＭ第 回会
議への参加を通じて機能主義へ移行した。しかし、
１９３０年代のパイミオのサナトリウム（１９３３）
以降、国際様式から離れ、ヴィラ・マイレア（ ）
に代表されるように人間と自然の総体としての風土
を中心とした建築に向かった。
セイナツァロの村役場（ ）では、盛り上げられ
た中庭を中心として、赤レンガ、木材、ガラスによ
る異なるヴォリュームとスリットを持つ建築群が、
＋
イタリア中世都市のごとく配置された。
38
W

2

I

18
ミニクイズの答え b（写真はサン・ジミニアーノ）

19

52

2012 年に 105 歳を迎えるニーマイヤーは、師であるル
シオ・コスタをはじめ、長い人生の中で多くの建築家と協
働しました。では、国際コンペで協働した近代建築の巨匠
は誰でしょうか？

d

A.003
近代建築の巨匠と称されるフィンランドの建築家
アルヴァ・アアルト（１８９８ １- ９７６）は、北
欧の厳しい気候風土と穏やかな民族性、そして他国
に統治された歴史を背景として、常に人間を中心に
据えた、モダニズムの機能主義とは路線を異にする
作品を残した。
１９２１年、ヘルシンキ工科大学を卒業したアア
ルトは、フィンランドで独立した後、第２次世界大
戦中、米国に渡りＭＩＴ教授を務めるが、のちにヘ

ミニクイズ

セイナツァロの村役場

ブラジルの建築家オスカー・ニーマイヤーの建築は、青
空を背景としてくっきりと浮かび上がる滑らかな曲線が
印象的ですが、本人はその曲線を何に触発されたものと
語っているでしょうか？

35

フランク・ロイド・ライト
アントニオ・ガウディ
ル・コルビュジエ
ヴァルター・グロピウス
a
b
c
d

c アルプス山脈
d 植物
a ぬいぐるみ
b 女性の身体

ブラジリア
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24

W

106
ミニクイズの答え d

107

31

ヴァイセンホフ・ジードルンクは、どの組織の第２回展覧
会場として建設されたのでしょうか？

）
、つまり様
１９１７年、デ・ステイル（ De Stijl
式を意味する名を冠する芸術家グループが、 人

ヴァイセンホフ・ジードルンクに出展されたル・コルビ
ュジエのシトロエン住宅は、ある乗り物をヒントに計画
されました。それは何でしょうか？

ループは、建築家のＪ・Ｊ・Ｐ・アウト（１８９０ １９６３）をはじめ、広い分野から芸術家が参加す
るとともに、ファン・ドゥースブルフを編集者とし
て機関誌『デ・ステイル』を発行した。
新造形主義は、低地オランダに見られる堤防・運
河による水平線、教会の塔や雲間から差し込む光に
よる垂直線、穏やかな気候による鮮やかな色といっ
た要素を有し、きわめてオランダ的ともいえる。
デ・ステイルの代表作として、
アウトのカフェ・デ・
ユニ（１９２５）
、また、家具から建築へ進んだＧ・
Ｔ・リートフェルト（１８８８ １- ９６４）の青・
赤の椅子（１９１８）
、およびシュレーダー邸（ ）
がある。デ・ステイルの思想を早くに表現したリー
トフェルトは、シュレーダー邸で、陸屋根・バルコ
ニー・窓配置・可動間仕切壁に、デ・ステイルのす
べての造形言語を用いた。デ・ステイルは１９２５
年、モンドリアンが離脱し、 年、ファン・ドゥー
スブルフの死とともに終局を迎えた。
＋

ミニクイズ

b

A.047
の画家テオ・ファン・ドゥースブルフ（１８８３ １９３１）とピエト・モンドリアン（１８７２ １９４４）を中心として、オランダ・ライデンで結
成された。水平・垂直線、白・黒・グレーによる無彩色、
青・赤・黄による三原色を特徴とする造形は、自然
の事物の形態を模写することから脱却した純粋抽象
芸術理論、つまり新造形主義を共通思想とした。同グ

ル・コルビュジエのシトロエン住宅（左）。右はドミノ式の二戸建住宅

I

ノヴェンバー・グルッペ
芸術労働評議会
ドイツ工作連盟
バウハウス
a
b
c
d

c 貨物船
d 機関車
a 飛行機
b 寝台車

カフェ・デ・ユニ

2
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代表されるように、機械の持つ無駄のない機能性と
美学を用いることで、住宅も大衆に向けられ、量産
化可能であるということの表明にほかならなかった。
ドイツ工作連盟は、
へルマン・ムテジウス
（１８６１ １９２７）
、アンリ・ヴァン・ド・ヴェルド（１８６３ １９５７）が中心となって１９０７年に結成された。
建築に限らず、工芸、工業デザインについて同じ主
義主張を持つ企業家や芸術家などが結集して組織さ
れ、モダニズム建築の誕生という観点からも先駆的
な活動を展開していった。中でも代表的なものとし
て、１９１４年にケルンで開かれた展覧会と、 年
に開催した住宅展があげられる。住宅展は、ドイツ
のシュツットガルト近郊の実験住宅団地ヴァイセン
ホフ・ジードルンクを建設するもので、住宅の近代
化をテーマに、ドイツ国内外から建築家 人が招集
された。ミース・ファン・デル・ローエの全体計画
に基づき、与えられた敷地に、戸建住宅と集合住宅
を建設して近代化が表現された。

イームズは竣工 5 年後の自邸を撮影した映像作品を制作し
ています。その作品の特徴は何でしょうか？

16

27

S
a ワンショットですべて連続している
b 大量の写真を用いたズームイン・ズームアウトの
手法による
c レンズの倍率が 10 倍ごとに変化する
d 犬の視点から撮影している

b

A.048
近代建築の巨匠の一人ル・コルビュジエが、近代
建築の五原則という新しい設計理論に基づいてつく
り上げていった一連のシトロエン住宅や、その後の
サヴォワ邸の作品等は、コルビュジエ全盛期の傑作
であると同時に、モダニズムを代表する建築である。
寝台車をヒントに計画されたシトロエン住宅であ
るが、シトロエンの名はフランスの大衆車の名に由
来して付けられた。コルビュジエの有名な言葉「住
宅は住むための機械である」というアフォリズムに

ミニクイズ

シトロエンのタイプＡ

チャールズ・イームズとレイ・イームズ夫妻による実験
的な自邸ケース・スタディ・ハウス CSH#8 は、○○住
宅の先駆けとされています。それはいったい何でしょう
か？

108
ミニクイズの答え c

109

c 環境共生住宅
d プレファブ住宅
a SOHO 住宅
b 木造３階建て住宅

CSH #8
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下の「広島平和会館」を伊勢神宮と比較しながら最
大限に評価する。こうして、「丹下健三＝伊勢＝伝統」
のイメージが読者に示されたのである。
一 方、 同 誌 １ ９ ５ ６ 年 ７ 月 号 に は 白 井 晟 一
（１９０５ - ）の「松井田町役場」が掲載されるが、
それに先立って岩田知夫（川添登）が「伝統と民衆
の発見をめざして――白井晟一の作品にかくされた
現代的意義」を論じ、
「
『伝統』を現代史的な、ある
いは世界史的な立場から見なおすことによって、伝
統を民族の枠からひろげ、現代の危機に対処しよう
と」した闘士として、白井を高く評価。さらにその
次号では白井自身が「縄文的なるもの」を発表する。
このように、
「白井 丹下」
「縄文 弥生」といっ
た構図を中心に展開された一連のジャーナリス
ティックな論議が、伝統論争であった。
ところで、
ミニクイズの答えはｄ。
ｂの八田利也は、
『現代建築愚作論』
（１９６１）の著者で、
実は磯崎新、
伊藤ていじ、川上秀光の共同ペンネーム。
140
ミニクイズの答え d

141

vs

Y
黒川紀章
磯崎新
槇文彦
大高正人
a
b
c
d

a

A.064
今日一般に「伝統論争」と称される一連の論議は、
『新建築』
１９５５年１月号に端を発したものである。
同号では、まず巻頭に「伊勢神宮の内宮・正殿及び
宝殿」が掲載され、それとセットで丹下健三の論文
「近代建築をいかに理解するか――伝統の創造のた
めに」がはじまる。さらに、それを受けるかたちで
丹下作品が紹介される。そしてその後に、編集長の
川添登（１９２６ - ）が岩田知夫のペンネームで
書いた作家論「丹下健三の日本的性格」が続き、丹

次の建築家のうち、メタボリズムのメンバーでなかったの
は誰でしょうか？

vs

ミニクイズ

松井田町役場

1960 年に結成されたグループ「メタボリズム」は建築や
都市を新陳代謝するものととらえ、その言説や作品は、
世界中に影響を与えました。その中心人物の一人、菊竹
清訓が方法論として掲げたのは？

83

c か・かた・かたち
d ち・ちか・ちから
a け・けん・けんちく
b す・すが・すがた

菊竹清訓自邸（スカイハウス）
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積極的に促進させようというものである。
メタボリズムの理論が建築作品に反映された例
と し て は、黒 川 紀 章 の タ カ ラ ビ ュ ー テ ィ リ オ ン
（１９７０）
、中銀カプセルタワービル（ ）
、大高
正人の新宿ターミナル再開発計画（ ）
、坂出市人
工土地計画（１９６８ - ）などがあげられるが、
もっとも早くからメタボリズムの方法論に感応して
いたのは、
菊竹清訓（１９２８ ２- ０１１）であろう。
メタボリズムの結成より早くに、自邸「スカイハ
ウス」
（１９５８）で「とりかえ」のシステムを実
践していた菊竹清訓は、
京都国際会館コンペ案
（ ）
、
ホテル東光園（ ）
、多数の海上都市プロジェクト
などを経て、１９６９（昭和 ）年に『代謝建築論』
を発表している。ここで菊竹は、物理学者・武谷三
男の三段階論―人間の認識は現象論的段階、実体論
的段階、本質論的段階の三段階を経て発展する―に
刺激を受け、それぞれを「かたち」
「かた」
「か」と
するデザイン論を展開した。
63

Y

142
ミニクイズの答え b

143

60

72

武田五一
アレクサンダー・ネルソン・ハンセル
ジェームズ・ガーディナー
ウィリアム・メレル・ヴォーリズ
ａ
ｂ
ｃ
ｄ

85

44

渡辺節と同時期に関西で活躍した建築家で、
「寝室と台所が
あれば家はできるが、居間がなければホームはできない」と
述べたのは誰でしょうか？

c

A.065

35

「メタボリズム」は、１９６０（昭和 ）年５月、
東京産経ホールで開かれた世界デザイン会議を契機
に結成された。メンバーは建築評論家の川添登を中
心に、建築家の菊竹清訓、黒川紀章、大高正人、槇
文彦、
デザイナーの栄久庵憲司、
粟津潔といった面々
で、会議の後に浅田孝が名誉会長として加わった。
彼らに共通した問題意識は、
「これから」のあるべ
き姿を具体的に形態や空間、
イメージなどで提案し、
人間社会の環境変化を「新陳代謝」というかたちで

ミニクイズ

中銀カプセルタワービル

渡辺節（1884-1967）は大正・昭和戦前期に大阪を中心に
活躍した建築家で、彼が設計した綿業会館（1931）は先
ごろ重要文化財に指定されました。彼のモットーは「安
く、良く、○○」ですが、何でしょうか？

64

ｃ 渋く
ｄ 明るく
ａ 早く
ｂ 強く

綿業会館
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