
建築家を訪ねて （11） 旧日本銀行広島支店と長野宇平治 

（はじめに） 

 広島市中区袋町にある旧日本銀行広島支店は、被爆建物で広島市指定重要文化財です。戦災によ

り広島市のデルタ市街地には 1945 年（昭和 20 年）8月 6 日以前の建築物は数少ないが、この旧日

銀広島支店は 1936年（昭和 11年）8 月に竣工し、当時の銀行建築のスタイルをそのまま残す貴重

な建築物です。外観は左右対称のルネッサンスタイルで、正面は４本の角柱イオニア式オーダーで

構成され、花崗岩のルスチカ積（目地を際立たせ石の表面を荒々しく強調したもの）の基壇や軒蛇

腹を持つ古典的な様式建築です。 

 

 

 

 

 

 そもそも戦前の銀行建築がどうして豪華絢爛な西洋古典様式なのかという素朴な疑問から今回の

旅はスタートします。明治維新により江戸から明治にかわり近代国家への歩みを始めたとき建築分

野では、大阪造幣寮、富岡製糸場、新橋・横浜間の鉄道施設などの新政府の産業施設の建設に多数

のお雇い外国人技術者が活躍し、洋風建築の移植が図られた。そして、近代国家を飾るに相応しい

本格的な様式建築の導入が急務となり、それらに即応できる日本人建築家の養成として帝国大学工

部大学校（後の帝国大学工科大学、現・東京大学工学部）を創設し、本格的な西欧建築の様式及び

技術の導入と体系的な建築教育を始めるために英国からジョサイア・コンドルを教授として招き、

1879年（明治 12 年）に第１回の卒業生、辰野金吾、片山東熊、曾禰達蔵、佐立七治郎の４名を世

に送り出した。ここに初めて我が国最初の建築家が誕生し、彼らが中心となって明治期の西洋式建

築をつくっていきます。 

 辰野金吾は工部大学校を卒業後、ヨーロッパ留学を命ぜられ、1880 年（明治 23年）イギリスに

向かい、ロンドンのキューピット建築会社に入り、のちバージスの建築事務所の見習生、同時にロ

ンドン大学及びローヤル・アカデミー・オブ・アーツで学んだ後、イタリア、フランスを回って

1883年（明治 26 年）に帰国します。帰国後すぐにコンドルに代わって工科大学の教授となり、日

本の建築教育の体制を確立し、後進の指導に励み伊東忠太、長野宇平次、武田五一、中条精一郎、

【旧日本銀行広島支店】 
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塚本靖、野口孫一、大沢三之助、関野貞、岡田時太郎らの人材を輩出しました。実務面でも活躍し

日本銀行本店（1896 年）、東京駅（1914 年）等近代国家日本を代表する建築を設計しました。 

 （銀行建築・様式建築の経緯） 

 戦前の銀行建築が石造りで近代国家の象徴であ

った様式建築にはそれなりの理由があります。古

代ギリシャの神官が農民や商工業者にお金を貸し

ていたことから、神官の居場所である神殿こそが

銀行に相応しいとされ、ギリシャ風神殿造りのデ

ザイン（ドリス式、イオニア式、コリント式建

築）を採用したことも背景にあります。現在も銀

行の本店等も超高層になっていますが、正面を飾

るエントランスには古典式のオーダーを模写した

装飾を見受けることができ歴史の名残をみること

ができます。 

辰野金吾が日本銀行本店の設計をするのは日本

人建築家による最初の国家的建築で、これから日

本人建築家の時代が始まりました。辰野金吾は設

計するにあたり岡田時太郎とともに欧米に渡って

各地の銀行を調査し、ベルギー国立銀行のファサ

ードを参考に様式建築の装飾を取入れ、本館は地

下 1階地上３階の煉瓦、石造りの大建築で、付け

柱やペディメントを巧みな古典様式を駆使し、明

治時代を代表する近代国家に相応しい本格的な銀

行建築を設計しました。 

 （洋風建築の導入） 

 西洋様式建築の導入に積極的に力を発揮した建築家としてもう一人、東宮御所（現・赤坂離宮）

を設計した片山東熊がいます。彼は 1882 年（明治 15 年）にヨーロッパに渡り、宮殿建築や室内装

飾を研究し、まさに西洋様式建築の直写として大円柱や装飾的なペディメントの使用による奈良国

立博物館（1894）・京都国立博物館（1895）を完成させました。ただそのことにより、日本の古都

に建つ建築として当時厳しい批判の対象となりました。 

【野村ビル・東京大手町】 

【日本銀行本店：東京中央区】 



 

 

 

 

 

 

洋風建築の流行に対する反動として、伝統的な日本建築の再認識の息吹も明治 20年代になって現

れ、工科大学に新たに日本建築の講座が設けられ、同時に 1896 年（明治 29 年）には古社寺保存会

が設置され、翌年には古社寺保存法が発布されて古建築保存の体制が整います。この傾向を反映

し、明治 20年代の末になると公共建築において意識的に日本建築様式を採用する傾向も現れて、

その代表が奈良県庁舎（1895 年竣工）です。設計条件として県当局は、「奈良の地は我が国美術の

粋とも称すべき古建築の淵叢たり。世人既に似非非西洋風建築に嫌悪す。よろしく本邦建築の優点

を採るべし。」として、純然たる和風建築を要求したという。そうした中で長野宇平次が設計した和

洋折衷（屋根は日本瓦で外壁及び平面は洋風）の奈良県庁舎（移築後、現・天理いちれつ会館）が

評価されて、長野宇平次はその実施のため奈良県庁嘱託となり赴任することになります。その後明

治 29 年、奈良を離れる際に奈良公園内に建つ建物はすべからく和風を加味すべきとする建築方針

を遺していきました。それ以後長野宇平次は二度と和洋折衷の和風建築を設計することなく銀行建

築の様式建築にまい進することになります。 

長野宇平治から奈良県庁舎の仕事を引き継いだのが帝国大学工部大学後輩の関野
せ き の

貞
ただし

である。関野

は 1895年（明治 28年）に東京帝国大学工部大学造家学科を卒業、卒業論文は平等院の研究であっ

た。古社寺保存法が立案された 1896年に伊東忠太の勧めで内務省技師、奈良県技師となり奈良の

古建築を調査し、建築年代を判定していった。我が国最初の建築史家と呼ばれる所以である。建築

の実作は少ないが奈良公園の奈良国立博物館の隣に旧奈良県物産陳列所（1902 年（明治 35年）竣

工、現奈良国立博物館仏教美術資料研究センター）があり、重要文化財に指定されている。この建

築は木造桟瓦葺きで外観は和風を基調とし、正面に唐破風の車寄せを持ち入母屋造りの中央楼から

東西に翼部を延ばし、その先に宝形造りの楼を置く左右対称の構成である。平等院の鳳凰堂を彷彿

させるもので明治中期を代表する近代和風建築として高く評価されている。その後辰野金吾も教え

子に負けじと奈良公園荒池のそばに奈良ホテル（1909 年・明治 42年竣工）を和風建築として設計

します。 

【奈良国立博物館（1894年）】 【京都国立博物館（1895年）】 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

（長野宇平次と銀行建築） 

 旧日本銀行広島支店の設計者は、日本銀行本店を設計した辰野金吾の弟子の、長野宇平次（1867

年（慶応 3 年）～1937 年（昭和 12 年）です。1893 年（明治 26）帝国大学工科大学造家学科を卒

業し、木造の和洋折衷の奈良県庁建築に携わった後、しばし浪人の後、辰野金吾に呼ばれて日本銀

行建築部に入り、恩師辰野金吾工事顧問の指導の下で 16年間日本銀行門司支店、大阪支店、広島

支店（旧日銀広島支店の前の建築）、名古屋支店、京都支店、金沢支店、函館支店、小樽支店、福島

支店の古典的様式建築９件の設計監理に従事しました。まさに古典様式の正統派の銀行建築をつく

り続けた明治の建築家です。 

 建築家としての絶頂期に 1909年（明治 42年）日本初のコンペとなる台湾総督府庁舎設計競技

に当選した後、一時台湾総督府嘱託を務め、1913年（大正 2 年）自営の設計事務所を開設し、日銀

岡山支店や大倉精神文化研究所（現・横浜市大倉山記念館）等の様式建築の設計をしました。また

1917年（大正 6年）には日本建築士会（後の日本建築家協会）初代会長となり、建築家の職能確立

のために建築士法の制定をめざしました。1927年（昭和 2年）日銀本店修増築のために臨時建築部

が設けられると再び日銀技師長となり、本店修増築、広島、松江各支店等昭和に入り支店建築４件

【奈良県物産陳列所（竣工：1902年関野貞）現・奈良国立博物館仏教美術資料研究センター】 

【奈良ホテル（竣工：1909 年辰野金吾）】 



を設計しました。東京本店増築工事竣工を目前に 1937年（昭和 12 年）暮れに満７０歳で没しまし

た。 

1910年（明治 43 年）帝国議会議事堂建築が計画されるのを機に、辰野金吾を中心として「我が

国将来の建築様式をいかにすべきや」が論ぜられた。関野貞は、これからは公共建築が中心となる

ので、材料は石・煉瓦でスタイルは様式、精神は国民的精神であるから素朴な和洋折衷主義を棄て

て「新様式創造説」に向かうべきと。長野宇平次は、折衷様式あるいは日本の新様式というのは時

代錯誤で、純洋風を採用すべきと主張。伊藤忠太は、建築は材料という肉体と意匠という精神より

成り立ち、材料と意匠とは互いに影響しながら進化してゆくという自説の「進化主義」を説いた。

しかしながら西洋式、新日本式、折衷式などと議論はかみ合わず明確な結論はみいだされなかっ

た。 

長野宇平治の建築は、辰野金吾譲りの古典主義様式を継承するが、日銀岡山支店のギリシャ様

式、横浜正金銀行下関支店、同神戸支店、日本興行銀行大阪支店といったルネッサンス様式、さら

に三井銀行日本橋支店のバロック様式と多岐にわたる。壁面装飾やオーダーの柱脚において日本的

な牛頭飾りやしめ縄飾りをデフォルメして石に刻み込んでいく和洋折衷のデザインは長野の得意技

である。当時流行ったアールデコやセセッション様式に目もくれずひたすらぶれずに古典主義を基

本として固執するのである。戦前最後の銀行建築は日本銀行松江支店で、ギリシャ風のその建物は

現存し、松江大橋を行きかう人々の下駄の音を綴った小泉八雲の文章から「カラコロ工房」名で工

芸館として利用されている。幸いに中国地方には晩年の長野宇平治が関与した建築物が３件あり共

に歴史と文化の象徴として地域の人々に親しまれており、機会あれば鑑賞してもらいたい。 

長野宇平治が関与した日銀本店支店建築は以下の８件が現存 

日本銀行本店本館 1896年（明治 29 年）重要文化財 

日本銀行大阪支店 1903年（明治 36 年） 

日本銀行京都支店 1906年（明治 39 年）重要文化財、現・京都府京都文化博物館別館 

日本銀行小樽支店 1912年（明治 45 年）現・旧日本銀行小樽支店金融史料館 

日本銀行岡山支店 1922年（大正 11年）現・ルネスホール 

日本銀行広島支店 1936年（昭和 11年）広島市指定文化財 

日本銀行松江支店 1937年（昭和 12年）現・カラコロ工房 

日本銀行本店別館 1938年（昭和 13 年） 

 

 



その他日銀以外の現存する建築は以下の８件が現存 

奈良県庁舎 1895年（明治 28 年）現・（移築）天理いちれつ会館 

北海道銀行本店 1912年（明治 45 年）現・北海道中央本社ビル 

台湾総督府庁舎 1919年（大正 8年）現・中華民国総統府庁舎 

横浜正金銀行青島支店 1919年（大正 8年）現・中国銀行青島分行 

三井銀行下関支店 1919年（大正 8年）現・山口銀行別館 

三井銀行広島支店 1925年（大正 14年）現・広島アンデルセン 

六十八銀行奈良支店 1926年（大正 15 年）現・南都銀行本店 

大倉精神文化研究所 1932年（昭和 7年）現・横浜大倉山記念館 

 

 

 

 

我が国の近代建築の歩みは、工部大学校でコンドルから学んだ日本人建築家の第１期生の辰野金

吾、片山東熊、曾根達蔵、佐立七治郎の４名であり、彼らが我が国最初の建築家として本格的な洋

風建築を建設するようになった。西洋様式建築（古典主義）の模写から始まり、その後輩長野宇平

次、桜木小太郎、武田五一と続き、日本的要素を装飾にデフォルメした折衷主義へと引き継がれて

いき、大蔵省臨時議院建築局の大熊喜邦、渡辺福三や吉武東里らが設計した国会議事堂（1911 年

（昭和 11 年）竣工）で終わるのである。一方で 1923年（大正 12 年）の関東大震災を境に、「如何

にして最も強固に最も便益ある建築物を最も廉価に作り得るべきかの問題解決が日本の建築家の主

要なる職務でなければならぬ。」という佐野利器の「構造主義」や野田俊彦の「建築に装飾は不必要

であり、虚偽な美（装飾）を取り去った無装飾の真の美こそが近代建築の主題にほかならない。」と

いう「建築非芸術論」が台頭してくるのである。 

ニューヨーク株式の大暴落を受け世界的な大恐慌の中で、我が国も 1931年（昭和 6年）戦前に

おける最も深刻な経済危機にみまわれ、南京事件・第一次山東出兵と大陸侵略を始め、1938年（昭

和 13 年）戦時下との理由で様式建築の銀行建築は禁止された。これ以後装飾性豊かな様式建築は

建てられることなく、日本の様式建築は消滅した。 

【三井銀行広島支店（現・アンデルセン）】 【六十八銀行奈良支店（現・南都銀行本店）】 



（近代建築から現代建築への流れ） 

1930年代（昭和 10年前後）伊藤忠太、佐野利器、武田五一らが審査員を務めた設計競技では、

軍国主義の世相を背景に様式規定に日本趣味が盛り込まれ、鉄筋コンクリート造の洋式建築に和風

の屋根をかけたデザインが選ばれた。今に残る軍人会館（現・九段会館）、名古屋市庁舎、愛知県庁

舎、静岡県庁舎、大礼記念京都美術館（現・京都市美術館）、東京帝室博物館（現・東京国立博物館

本館）、歌舞伎座などである。ただ軍からドイツ・イタリアのように造形規制は行われなかった。む

しろ当時の権威ある建築家達が伝統的な日本趣味にこだわった結果で、戦後は日本ファシズムに加

担したとして非難された。 

建築家の世代別特色 

生年代 建築家名 建築的特色等 

1850年代 片山東熊、辰野金吾、曾根達蔵、妻木頼黄 西洋古典様式の模倣 

1860年代 伊東忠太、長野宇平治、中条精一郎、関野貞、横河民輔 折衷主義様式、アジア様式折衷主義 

1870年代 桜木小太郎、武田五一、大熊喜邦、田辺淳吉 折衷主義様式、アールヌーボ、セセッシ

ョン 

1880年代 大江慎太郎、岡田信一郎、渡辺仁、藤井厚二 折衷主義様式 

1890年代 村野藤吾、吉田鉄郎、吉田五十八、山田守、堀口捨巳 表現主義、合理主義 

1900年代 山口文象、坂倉準三、谷口吉郎、前川国男、吉村順三 ル・コルビュジェ、グロピウス、バウハ

ウスの影響 

1910年代 小坂秀雄、丹下健三、大江宏 工業生産、機能主義、経済主義 

我が国の様式建築の歴史は青銅器文化と同じように短く、永い歴史の光芒の如く輝いてやがてそ

の存在すらも忘れられると危惧したのが、建築史家の村松貞次郎（1924年～1997 年）である。 

「様式建築のディテールを見れば建築が語りかけてくる。様式が話しかけの糸口となりその装飾

は見るもの視点を定め、心地良い緊張感を生む。今日の無原則的、惰性的な建築では視線の定めよ

うがないと嘆くのである。その原因は建築家が建築をつくらなくなった、苦労をしなくなったと。

東京駅の工事監理を担った辰野金吾事務所の松本興作は、杉の四分板を並べて作った一坪程のパネ

ルを数十枚作らせて、1/20 の図面を原寸に拡大し作図して外壁の柱型などを施工したという。現在

の建築の企画から設計、生産に至るプロセスが工業化、省力化、安く早くの経済優先、装飾のない

機能主義がはびこり、軽く、薄く、透明な建築をコンピュータに任せて作っているようでは建築家

の存在価値がない。この風潮を脱するためには、様式の習得、それの自分なりの解釈、あるいは厳

密性の追求に匹敵する苦労を惜しんではいけない。今の建築界に建築家の手の痕、物づくりの実感

を再び呼び戻す努力が必要であると。」新建築 1977 年「日本近代建築史再考 虚構の崩壊」の中で

述べている。 



様式建築を訪ねて想うには確かに明治・大正・昭和の様式建築は、長い時間その土地に生き延び

て地域の歴史と文化を語る貴重な存在なっていることである。市民の愛着と存在価値から重要文化

財になったりして将来的にも壊されることなく延命することであろう。様式建築をつくった先人へ

の想いをはせながら、建築に触れる手触りの感触を楽しむのも建築を訪ねる旅の喜びである。 


