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『人文学報』 第101号 (2011年3月)
(京都大学人文科学研究所)

高橋由一 〈山形市街図〉と江戸名所絵

高階絵里加*

西洋絵画の写実表現を追求した先駆者である高橋由ーは，眼に見えるものを見えるまま，あ

りのままに描こうとした画家である。 しかし，その造形的な感覚の根底には，東洋画の伝統を

引く日本の美意識があった1)。 それは端的にいって， 画家が四十歳になるまで生きていた江戸

の美的感覚であろう。これまでの研究においても， <花魁〉の浮世絵に通じる色彩感覚や2)，

静物画にあらわれた伝統的なモティーフの選択と構成ベ風景画にみられる名所絵的な場所の

選択や構図，季節感の表現などが指摘されているペ

風景画の領域では， しかしながら， 由ーは明治十四年ごろを境に地方の新道という新時代を

象徴するテーマに向かい， このような名所絵的伝統からは抜け出した， といわれる5)。 とりわ

け， 三島通庸の依頼により描いた東北の情景においては，洋画の実用的価値にもとづき地方都

市や道路の近代化事業を記録し顕彰することが目的であったために，描き方にもよりいっそう

の正確さと新しさが必要であった。

これらの東北風景については，従来の研

究により 《酢JIIにかかる常盤橋〉や 《山形

市街図〉とほぼ同じ構図の写真の存在が確

認されており，肖像画だけではなく一部の

風景画においても由ーが写真による客観性

を作図の基本においていることが明らかに

なっている6)。

なかでも 《山形市街図> [図 1]は，明

治十年代という早い時期に近代都市へと生

まれ変わった地方の町の中心部を写真その

* t.こかしなえりか 京都大学人文科学研究所

[図1] 高橋由一 {山形市街図}(山形県)
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ままに正確に描いている点で，古田亮氏が指摘するようにまさに 「都市の肖像画」といえるも

のである 7)。

まっすぐな道の両側には，警察本署，師範学校，付属小学校(南山学校)，山形警察署，活版

所，南村山郡役所，勧業博物館，製糸所といった都市機能を担う主要な建物が並び，その道の

つきる一番奥には最も重要な中心機関である山形県庁がみえる。バルコニーやポーチ，ガラス

窓や鎧戸，時計台などを持つ洋風建築群は，その堂々たる外観が街を歩く人々にはっきりと見

えるように，景観の中に配置されている。

「山形の街路は広くできれいです […]県庁，裁判所，付属上級学校を備えた師範学校，警

察署の建物は，どれも立派な道路や見るからに裕福な町の雰囲気にふさわしいものですj8)。

一八七八年に山形を訪れた英国人女性のイザベラ・バードは，近代化されたばかりの山形市の

中心街をこのように評した。 そして県庁については， I山形は， ちょっとした高台のよい立地

にあり，それに加えて県庁が本通りの一番上というほかより抜きんでた位置にあるので，日本

の町としてはめずらしく引き立って見えます」とその印象を述べている9)。 ノイードが一見して

感じ取ったように， 山形の中心街は， I其結構ヤ欧米ノ屋宇二訪御シ層楼ハ崖鬼高ク聾テ峻峯

天聴ヲ刺スカ如ク j，I三層ノ煉石雲際二表立シ実ニ盛且ツ大ヲ極ムト云ベシj10)といわれた

堂々たる県庁に向かつて，いわば県庁をランドマークとしてつくられていた。

明治九年八月，置賜県，鶴岡県，山形県の三県が統一されて新しく山形県となり，三島通庸

は初代県令として鶴岡県令から新たに山形県令に任命された。同年十月山形県に着任した三島

は，さっそく県都造営の新事業に着手，山形県旅龍町旧万日寺跡に県庁と学校を新築すること

を布達した。県庁のための敷地を得た県令は大いに喜び自ら筆をとって 「縦横罫線ヲ区画シ県

庁監獄師範学校病院等其位置整然トシテ確定」 し，県庁前道路の幅も自ら指定したという l九

開明的な県令は，モニュメンタルな建造物を町のランドマークとする西洋的な都市景観の思想

を，日本の地方都市に応用したといえるだろう。

由ーの油彩作品については，従来，ほぼ同じ風景を写した写真との影響関係が指摘されてき

た。この写真を撮影したのは菊地新学という写真師である。新学は父とともに東京で写真を学

び，明治元年山形の七日町に写真館を開業した。明治八年以降は三島通庸の依頼により道路や

建物の撮影を多く引き受けている 12)。由一作品のもとになったとされる写真は明治十三年の撮

影であるといい，このことから由ーの油彩作品は明治十四年から十五年の制作であろうといわ

れている 13)。

菊地新学の写真とそれにもとづく由ーの 《山形市街図〉の構図は，ほほ、完全な一点透視図法

の構図をとっている 14)。建物，道路，人物は幾何学的遠近法における奥行き線の上に位置し，

その線の収数する先に山形県庁がある。鑑賞者は視覚的にも心理的にも画面中央奥へと導かれ

ることになるが，視線の先にある県庁そのものは，当然ながら一番奥にきわめて小さくしか描
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七日町十字路に高い櫓を組み，その上に大きな暗箱を引き上げて非常な苦心をして撮影され

たという同この写真の構図の発案者が撮影依頼主なのか，写真家なのかはわからなし、。けれど

も，中心モティーフ(この場合は山形県庁)をちょうど消失点そのものの上に置くような構図は，

西洋絵画においてもあまり例がなく一般的なものはとはいえないのではないだろうか。消失点

は画面に三次元イリュージョンをっくり出すために想定された仮の 「点」であり，本来眼に見

えない架空の点であるからこそ 「消失点」と呼ばれる。そこに何かを描いたとしても，小さす

ぎて重要なモティーフとはみなされないだろう。

しかしながら，江戸時代後期に遠近法が日本にもたらされた時，ある種の浮世絵の構図にお

いては，透視図法の奥行き線が三次元空間の幻影を生み出すよりは鑑賞者の視線を画面の奥に

まで誘導する線として機能し，この場合，消失点 (より正確には消失圏l町 に最も重要なモ

ティーフが描かれることがあった。

たとえば北斎は「富岳三十六景』のうち 《五百らかん寺さ〉ゐどう〉において，見晴台の床，

見物人の視線や子の方向を直線上に配して，消失点に位置する富士山に視線を集中させた17)。

また，北斎は同じ「富岳三十六景』の 《江戸日本橋〉においても，やはり透視図法の消失点に

江戸城を配置しており，ここでも都市のランドマークとして重要な建物に視線を導くために，

一点透視法が使われているω。日本の絵画には昔から平行遠近法が用いられてきたが，西洋の

幾何学的遠近法が導入されるにいたって，浮世絵師たちは二つの遠近法を必要に応じて使い分

け，あるいは併用したω。その際，一点透視図法は，名所絵における富士山のような重要性の

高いモティーフに視線を導く手段として， しばしば採用されたのである。今の私たちには単純

すぎるかにみえるこのような透視図法の用い方も，初めて幾何学的遠近法に接した江戸の浮世

絵師たちにとっては，きわめて新鮮な手法に思えたに違いない。

天保五年に刊行されベストセラーとなっ

た「江戸名所図会』の 《駿河町三井呉服

屈> [図 2]においても， 三井呉服屈の屈

かれていない。

舗は道の両側にほほ、左右対称に配置され，

一点透視法の消失点に向かつてゆくように

並ぶ。道を行くさまざまな人々がかもしだ

す町の賑わいは，商売の繁盛，江戸の町の

繁栄を感じさせ，とりわけ遠近法により視

線が導かれる消失点のすぐ上に富士山が描

かれていることは，おめで、たい感じをいや

がうえにも強めている。
[図 2] {駿河町三井呉服庖} cr江戸名所図会』 天

保 5年)
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このような描き方は，活気ある経済の町である駿河町を

象徴するひとつのパターンであったと考えられ，広重も

「名所江戸百景』の 《する賀てふ>[図3Jにおいて，この

構図を用いている。富士山は，江戸の都市計画の中でも重

要な役割を担っていた。 「名所江戸百景』 には西洋であれ

ば都市風景の主役となるような壮麗な建造物は描かれてい

ないこと，さらには江戸の町そのものに都市のランドマー

クの役割を果たすモニュメントが不在であることが指摘さ

れている20)。 このような江戸の町において富士山はランド

マークの役割を果たした。「駿河町」 の地名によくあらわ

れているように，江戸の人々は富士のほうに向かつて町造

りをしたのである21)。

広重の 《する賀てふ〉は，縦長の構図であることもあっ

て，富士山が画面の上半分を占めるほど大きく描かれてお

[図 3J {する賀てふ}(歌川広重
『名所江戸百景』安政3年)

り，大都市江戸の人々にとっての富士山の重要性がさらに強調されている。たとえ実際に駿河

町からこのように大きくは見えなかったとしても，広重をはじめとする江戸っ子たちの心の中

では，富士山は日々移り変わる大都会の生活の中で昔から変わらないよりどころとして，きわ

めて大きな存在であったに違いない22)。

由ーの 《山形市街図〉は，構図として駿河町のパターンによく似ている。《山形市街図〉の

場合，道の両側に並ぶのは，警察本署や師範学校といった都市の行政・経済機能をつかさどる

いかめしい感じの建物であり，人々の生活の声が聞こえてくるような江戸の通りとはやや異な

る雰囲気であるが，それでも由ーや写真師，さらにおそらくは山形の都市計画に携わった人々

も，どこかで江戸名所絵の風景を思い出し

ながら近代都市のイメージをっくりあげた

のではないだろうか。

広重が富士を現実にはありえないほど拡

大して描いたのとは対照的に，行政の中枢

である県庁は画面の奥に小さく描かれてい

て， 目立たないといえば目立たない。けれ

ども，江戸からの視点で見れば，ここは本

来富士山が位置するような最重要ポイント

である。小さくても，これが絵の中で一番

主要な部分だということは，見る人にもす [図4J高橋由一 {山形市街図}(山形県) 部分
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ぐにわかったに違いない [図4J。実際，現在では 《山形市街図〉 と呼ばれているこの作品の

当初の題名は， <山形県庁之図〉であった。今の私たちには山形の市街を描いたと見えるこの

絵も，制作当時はあくまで山形県庁を主題とした図として注文，制作されたのであるお)。

由ーはあくまでも写真に忠実に道路や建物を描きとった。そこに画家による誇張や改変など

は全くなし、。とはいえ，この絵において由一自身の創意が見られる要素が三つある。

そのひとつは空の描写である。長時間露光の白黒写真では，空の色や天候，時間もわからな

い。由ーはこの場面を日没少し前の夕方に設定した。水平線付近は一日の最後の光でうっすら

と茜色に染まり，上空にはまだ青い空とたなびく雲が見える。水平線近くを赤く，上のほうを

青く塗り分ける空の描き方は，広重作品をはじめとする浮世絵版画にもたびたびみられる色遣

いである。古田亮氏が 《芝浦夕陽〉を含む明治十四年以前の風景画の分析において指摘したと

おり 24)，由ーは明らかに広重をはじめとする江戸の風景版画の色彩感覚により，夕焼け空を描

いている。さらにさかのぼれば，そこには濡湘八景の 「漁村夕照」のイメージが重ねられてい

るだろう 2九それは，写真から描いた絵画においてさえ，というよりも写真から描いたからこ

そ，場面に絵画的な真実らしさを与えるために必要な演出であった。

由ーが描き加えた二番目の要素は，いうまでもなく道行く人々である。古田亮氏はこれにつ

いて，遠近法の消失点である構図上の中心に視線を集めるため，そしてこの場所を何でもない

風景から意味のあるモニュメンタルな風景へと権威付けるため，の二つの理由を指摘してい

る26)。いずれの指摘も納得が行くものであるが，私はそれに加えて， 由ーはやはりここでも浮

世絵を意識していたと考えたし、。浮世絵の風景画にほぼ必ず点景人物が描かれて場面を活気付

けているように， 由ーの大部分の風景画にも点景人物が登場する。 たとえば 《墨提桜花> (明

治十年，金万比羅宮博物館)などは， もし桜の木の下に小さく描かれた人々がいなかったら，美

しくはあってもややさびしい情景になっただろう。《山形市街図〉 においては， 描かれている

人々の多様さが面白し、。荷物を担ぎ杖をつく人，馬に乗る人物，子供を連れた女性，供の女を

従えた婦人，巡礼僧 (?)など， スケールは小さいが老若男女さまざまな立場の人聞がていね

いに描きこまれている。由ーは画面に，記録性に触れない範囲で浮世に生きるひとびとを描き

加えたといえるだろう。よく見れば，荷車をヲ|く男や警官か兵隊のような人物などこちらを向

く人もいるが，たしかに人物の多くは後ろ姿を見せ， 県庁に向かっているようにみえる。この

ような後ろ向きの人物には，東洋の山水画などに見られるように， 画中に鑑賞者の視線を誘導

する役割を果たし，同時に鑑賞者が画中人物と同じ心持を共有て、きる感情移入の効果があるm。

そのため，見ているわれわれも絵の中に入り込んで県庁に向かつて歩いているような気持ちに

なる。

由ーが独自の判断で描いた三つめの部分もまた，人間の営みを感じさせる要素である。それ

は，遠景の煙突と立ちのぼる煙である。これがどのような施設の煙突なのかはわからなし、。何
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かの工場の煙突であれば， 青木茂氏の指摘するように， 明治風物すなわち文明の象徴とみるこ

ともできる28)。いずれにせよこれによって， 画面には夕刻の穏やかな風が吹き，人々がまだ働

いている気配がわかるのである。そしてここにはおそらく， 司馬江漢 《三国之景〉の遠景に見

える今戸瓦焼きの煙の記憶がこだましているだろう。

大久保純一氏によれば，江戸名所絵の作画姿勢は，名所を表すモティーフ，気象現象や季節

の表現，点景人物などで画面を構成するものである却)。 由ーが煙突と夕焼け空と点景人物を描

き加えたのは，写真を見るその眼に浮世絵の風景を見慣れた眼が重なっていたからであろう。

芳賀徹氏が 《常盤橋〉は 《両国橋図》を受け継ぐものであると指摘したように30)，たとえ写真

を用いる場合であっても，由ーは江戸の美意識に支えられた絵画世界を創りあげたといえるの

ではないだろうか。

[付記 ふたつの県庁]

「高橋由ーと三島通庸』所収の尾埼尚文氏の詳細な解説31)， および「没後一00年 高橋由

一展』 図録の解説によれば， 由ーがこの作品を描いたのは明治十四一十五年ごろと考えられて

いる。その根拠として，明治十三年頃の同構図の菊地新学の写真⑤が挙げられていることを前

述したが，そこにはまた参考図として県庁の建物のみを写した 「菊地新学撮影 山形県庁」の

写真③も掲載されている32)。

明治期の山形県庁舎を撮った写真は他にもいくつか存在する (1表 山形県庁の写真」を参照)33)。

これらの写真に写された県庁舎を比べてみると，少なくとも二種類の 「県庁舎」の姿が残され

ていることに気づく 。とりわけ明らかなのは，建物の三層目の形と門の形状の違いである。三

層目に関しては， 時計台になっている建物と， 観音聞きの窓(二層日の真ん中にある窓と同様の

形状)になっている建物が存在する。門に関しては，錬鉄製の漏酒な門と，木の柵状の門が存

在するω。

写真に写っている県庁舎は，三つのタイプに分けることができる。すなわち

-三層目が窓で門が木の柵(タイプ A)

・三層目が時計台で門が木の柵(タイプ B)

・三層目が時計台で門が錬鉄(タイプ C)

の三種類である。

「山形県史』の口絵写真②と，r山形県勝観撮影』に含まれる写真①は三層目が窓で門が木

の柵のタイプ Aの県庁舎である。この二つの写真は同じものと考えられ，先述の「没後 100

年高橋由一展』掲載の 「菊地新学撮影 山形県庁」の写真③も同じもののようである。「明
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表 山形県庁の写真 (pp.32 -34参照)

写真 ニ層目・門の形 タイプ 「山形燃鹿」 看板 電柱 写真の記述 出 典

『山形県勝観撮影』明治十四，五写真

① 窓 ・木の柵 A 有 (看板 1) 無 「懸藤」 B九二七 cr和漢図書分類目録下』

宮内庁書陵部，昭和 28，p.1150) 

「山形県庁(明治 10年竣 山形県(編纂)r山形県史 第四巻

② M M " " 工)菊地新学撮影 ・山形 近現代編上』巌南堂書庖， 昭和 59，
県立図書館蔵」 口絵と解説。

③ M M " " 
「参考図菊地新学撮影 『没後一00年 局橋由一展』神奈川

山形県庁」 県立近代美術館， 1994， p.241，参考図

④ 窓 ・木の柵 A (ワ) 無
「明治初年の山形県庁別 後藤嘉一編『写真集明治 ・大正 ・昭

官衛街J[菊地新学写真]和山形」国書刊行会，昭和 54，p. 6 

「菊地新学撮影(複製)J 『没後 100年局橋由一展」神奈川県立

⑤ M M " " 山形県庁前 (七日町)撮 近代美術館， 1994， p.71，図版「資

影年不詳 63J 

「山形県庁JIこの建物は

10年に旅館町に完成し
『明治の日本 宮内庁書陵部所蔵写真」

⑥ 窓 ・木の柵 A 有(看板 1) 無 たJI県の御用写真師菊

地新学の撮影によると思
吉川弘文館，平成 12，p.32 

われる」

⑦ 窓 ・木の柵 A 有(看板 2) 無 「山形県Z臆」
平田元吉 『三島通庸」東京，明治 31，

口絵

⑧ 窓 ・木の柵 A (ワ) 無 「山形県系臆」
野口保興編 『地理写真帖内国之部第弐

峡」東洋社，明治 33，C頁数なし)

「県庁舎(明治四十一年
(財)文化財建造物保存技術協会(著

作編集)r重要文化財山形県旧県庁及

⑨ 窓 ・木の柵 A 有 (看板 2) 無
撮影写真)JI明治十一年

び県会議事堂保存修理報告書3 史料
(一八七八)十一月完成

の新庁舎」
編」山形県発行。 平成 7年 12月， 口

絵と解説

「十年十月工を竣へ同十

一月三 日開庁式を行へ
関時護『花の山形名勝記』有斐堂書

⑩ 時計台 ・木の柵 B 有 (看板 2) 有 りJI近頃旧師範学校の
庖，明治 34，p.62 

時計を其前頭に掲げ行人

の便利に供せりJ

「其の大時斗は去年師範

⑪ 時計台 ・木の柵 B 有(看板 2) 有
学校改築のとき之を移せ 菊地清 『山形名勝記』明治 34，口絵お

しもの又一層の壮観を添 よび p.4
へたり」

⑫ 時計台 ・木の柵 B 有 (看板 2) 有
「最初の山形県庁JI明治 後藤嘉一編『写真集明治 ・大正 ・昭

十一年三月」 和山形」国書刊行会，昭和 54，p. 8 

「電燈っく 明治 [...J

⑬ 時計台 ・木の柵 B 有 (看板 2) 有 三十三年五月，山形市に 向上，p.112 
[...J電燈がついた」

山形市史編さん委員会 ・山形市史編集

⑭ 時計台 ・錬鉄 C 無 有 「明治初期の山形県庁」 委員会 『山形市史 別巻 2 生活 ・文

化編』山形市，昭和 51，p.112 

『東北御巡幸記念、 山形県写真帖』山

⑬ 時計台 ・錬鉄 C 無 有 「山形県系臆」
形県 明治十四写真， B八 六三

cr和漢図書分類目録下」宮内庁書陵

部，昭和 28，p. 1169) 

⑩ 時計台 ・錬鉄 C 無 有 「山形県Z臆」
『山形県名勝誌」山形県系臆印刷 ・発行，

明治 41，口絵

⑪ 時計台 ・錬鉄 C 無 (7) 有
「明治末ごろの県庁前通 後藤嘉一編『写真集明治 ・大正 ・昭

りの雪景」 和山形」国書刊行会，昭和 54，p.22 

25 



人文学報

治の日本一一宮内庁書陵部所蔵写真

一一J(吉川弘文館，平成 12年)所収の写真

⑥もタイプ Aであり， I菊地新学の撮影に

よると思われる」とのキャプションがつい

ている。またこのタイプ Aの県庁舎は，

明治 33年刊行の 『地理写真帖国内之部第

弐峡』所収の写真⑧，そして平成七年に刊

行された 『重要文化財山形県旧県庁者及び

県会議事堂保存修理報告書 3 史料篇』

(以下 『修理報告書』とする)の口絵写真⑨と

も一致する。この写真⑨には「明治四十一

年撮影」のキャプションがついている。こ

の写真⑧と⑨に関しては， 門住に取り付け

られた「山形廊臨」の看板の文字が写真①，

②，③，⑥とは異なり，周囲の木の高さも

違う。もう一つ Aタイプの県庁の写真と

して，明治三十一年刊行の平田元吉 『三島

通唐』の口絵写真⑦がある35)。

由ーの油彩画，そのもとになったとされ

る新学の写真④⑤，そして「明治十四年六

月三日御届」と書き入れのある長谷川竹葉

筆の錦絵 〈山形県新築之図~ [図5Jに描

かれた県庁舎36にまた，明治十一年七月刊

行の「山形地誌堤要』の挿絵 「山形l思慮之

園J[図 6Jは，いずれもこのタイプAに

属する37)。明治十九年十一月十六日の 『絵

入朝野新聞附録』には， 日本各地の社寺，

橋。水源など十図の版画が掲載されており，

そのなかに含まれている 山形県庁も Aタ

イプである[図 7J泊)。

しかしながら，r写真集 明治 ・大正 ・

昭和 山形』所収の「最初の山型県庁」の

写真⑫は，門は木の柵であるが三層目は時

[図 5J長谷川竹葉 {山形県新築之図} (錦絵明

治 14年) 部分

[図 6J I山形県庁之図」 荒井太四郎編輯 『山形県

地誌堤要J(明治 11年 7月) 部分

[図 7J I山形県庁Jr絵入朝野新聞付録J(明治 19

年 11月 16日) 部分
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計台である。また， 同書所収の写真⑬は，電燈開通時 (山形市に電気が送電されるのは明治三十三

年3町の県庁前での配電工事を写しているが，時計台と木製の門がみえる 40)。 さらに， いずれ

も明治三十四年刊行の「花之山形名勝記』および「山形名勝記』所収の写真⑩および⑪も同様

である。これらをタイプ Bとする。

タイプ Cの県庁舎には， 宮内庁所蔵の「東北御巡幸記念 山形県写真帖』に含まれている

写真⑮， r山形市史 別巻 2 生活・文化編』所収の写真⑭，写真⑮ときわめて近い「山形県

名勝誌』 の口絵写真⑮などがある41)0 r山形県名勝誌』 は山形県庁が明治四十一年に発行した

本であることから，明治四十一年現在の県庁の姿として写真⑮は信恵性が高いと思われる。ま

た， r写真集明治・大正・昭和 山形』のなかの 「県庁前通りの雪景明治末年頃」 という

説明書きのある写真⑪は，電柱と電線がみえるので明治三十年代以降の写真であろうが，奥に

見える県庁舎の門は錬鉄製のようにみえる。三層目が残念ながら雪にかすんでよくわからない

のだが，拡大するとうっすらと丸い形が見えるので，おそらく 時計台であろう。とすればこれ

もタイプ Cである。

三島通庸による急速な都市近代化の事業として県庁舎が落成され，その記念式典が催された

のは， 明治十年十一月三日であった。この落成年月日は， r山形県史J，r山形市史』をはじめ，

その他多くの資料に記載されている 日付である42)。 この日に行われた式典における祝辞の数々

をみると，県庁は 「其結構洋風ニ模造シ煉化三層高ク雲際ニ聾へ」などさまざまに描写されて

いる43)。残念ながら，祝辞という性格上かあまり具体的な描写はなく， 時計台への言及もない

が， I門ノ錬鉄ハ燦 トシテ朝陽ニ映シ」 の一文がある叫)。 この庁舎の図面類は発見されていな

。
)
 

5
 

4
 、

T
L
V
 

明治十年十一月竣工の最初の県庁舎は，そもそもどのような姿だったのであろう? 現在い

くつかの資料に記述されているように紛， 三層目が時計台または時計塔の建物であったとすれ

ば，タイプ Aのもの cr山形県地誌堤要j，r山形県勝観撮影j，r山型県史j，r修理報告書』の写真や，

菊地新学の写真，そして白ーや長谷川竹葉が描いた県庁舎)は，なぜ三層目 も門も形状が異なってい

るのだろうか? また， 時計台を持つてはいるが門が木の柵である県庁舎の写真 (タイプ Bの

もの)は， どのように説明されるのだろうか? 時計については， 明治三十四年に刊行された

山形の案内書である「花之山形名勝記』には，I近頃， 旧師範学校の時計を其前頭に掲げ， 行

人の便利に供せり」とあり47)， r山形名勝記』には， I大時斗は去年師範学校改築のとき之を移

せしもの又一層の壮観を添えたり」とある48)。たしかに，明治十一年九月 に竣工 した師範学校

は，明治三十四年七月 に県庁前通りから六日町へ新築移転している49)。そして残された師範学

校の写真を見ると，創立当時の師範学校には時計塔があったが，新築移転後の建物には時計は

ついていなし、。「写真集 やまがた 100年』所収の写真⑬と同じ写真の説明文には 「電灯がつ

き， 時計もはめ込まれた県庁舎 (明治 34年) […]師範学校からの“お下り"の時計が設置さ
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れている」 とあるω。では山形県庁には明治三十三年以前は別の時計がついていたのだろうか，

それとも三層目は別の状態だったのだろうか?

さらに， r修理報告書』の口絵写真⑨のキャプションに 「明治十一年(一八七八)十一月完成

の県庁舎である」とあり 51)，錦絵 《山形県新築之図〉内上部の巻物を模した中に書かれた一文

にも， I県庁は山形市街の中央にして北緯三十八度十五分，東経零度三十六分にあり， 明治十

一年県令三島公に新築さる処なり 」とあるのは，何を根拠とした新築年なのだろうか?52) 

つまり，これらの本と写真の記述がすべて正 しいとすると，いくつかの点で矛盾が生 じてく

ることになる。 とりわけ， I三島文書」の祝辞にある 「門ノ錬鉄ハ燦トシテ……」の一文は吹

竣工時に近い明治十年代の写真や絵画のほほ、すべてに錬鉄ではなく木の柵状の門の姿がみいだ

せることから，謎として残る。

この問題については「山形新聞』など未調査の史料もあるため，今の段階で結論は出せない

が，時計台および錬鉄の門は最初の落成時からあったのか，そしてさまざまな絵画や写真にお

ける県庁の姿はどのように矛盾なく説明しうるのかという点について，今後調査を進めてゆき

fこし、。
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形県内の新しい建物や道路，橋などを中心に撮影した建物および景観写真を集めたものであるが，

前者は巡幸を記念した献上品にふさわしく布張りの漏酒な装丁であり，天皇の山形巡幸時の御休
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『山形県新地誌』有斐堂，明治 25(頁数なし)0I本件土木事業Jr山形新聞』明治 16年 11月 17

日。丸山光太郎 『土木県令・三島通庸』栃木出版文化協会，昭和 54，p.83など。

43) 註(10)前掲 「三島文書県庁建築・学校教育関係書類J，p.283。

44) 同前， p.285。

45) 石田潤一郎 『近代日本の府県庁舎に関する建築史的研究J[石田潤一郎J， 1987， p.48。石田
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46) Iロマネスク風の新県庁舎は(…)時計塔が目立ちJ，I県庁は同 [明治]十年四月着工，二層

の上に大時計台を設け， 十一月三日竣工したJ(註 (42)前掲 『山形市史 別巻 2 生活・文化
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作になるのであろう」 とあり (同p.15)， ここから由ーの油彩作品の制作年も明治 12年6月以

降とする事ができる。 同書の図版 28は山形大学付属郷土博物館所蔵の， 由ーの油彩画ときわめ
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て近い構図の石版画であるが，描かれている県庁が小さく見えにくいためか，三層日が時計台で

はなく窓である点についての言及はない。
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要
ヒエ，
目

明治期の洋画家である高橋由ーの油彩作品については，近年，その革新性のみならず，江戸美術

とのつながりにみられるような伝統的側面も研究されてきている。 由ーの風景画のなかでも，明

治 14-5年ζ ろの制作とされる 〈山形市街図》は，同構図の写真との影響関係から，従来，伝統

的風景表現を脱した写実的絵画とみなされてきた。本小論では， この {山形市街図》が，写真に

もとつ、きながらも，遠近法の消失点に中心モティーフを置く独特の手法において，江戸名所絵の

伝統を踏襲していることを指摘する。 また，写真にはない空の表現や点景人物の加筆などの点に

おいても， 広重のような江戸の浮世絵風景版画の描き方とのつながりが見られることを考察する。

キーワード 近代洋画，写実的風景，江戸名所絵，絵画と写真，遠近法

Summary 

In recent years， it has been pointed out by several scholars that the oil paintings by 

Takahashi Yuichi， one of the predecessors of Western-style painting in the Meiji era of 

]apan， have several traditional aspects as well as a visual radicality. Among his 

landscape paintings， the View 01 Yamagata City was probably painted after the 

photograph of the same composition and has been considered as a realistic painting 

devoid of any traditional elements. Despite its close relationship to the photograph， this 

paper reconsiders the View 01 Yamagata City as a landscape painted within the tradition 

of the Famous Views of Yedo， showing the same style which set the major motif on the 

vanishing point of perspective. Moreover， the expression of the sunset sky and the 

existence of small-scale people， which do not appear in the photograph are also 

reminiscent of landscape prints by Ukiyo-e painters such as Hiroshige. 
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