
RIGHT:

URL:

CITATION:

AUTHOR(S):

ISSUE DATE:

TITLE:

<論説>京都大学キャンパス内歴史
的建造物に関する研究: 学生集会所
を事例に

河野, 康治

河野, 康治. <論説>京都大学キャンパス内歴史的建造物に関する研究: 学
生集会所を事例に. 社会システム研究 2013, 16: 153-162

2013-03-15

https://doi.org/10.14989/179951



はじめに

　京都大学創立の歴史は古く、明治 30年にまで遡る。今日までの歴史の中で数多くの歴史的建

造物が大学内に建てられた。本稿はとくに京都大学吉田キャンパス南構内に位置する学生集会所

に関する研究である。

学生集会所建設の目的

　明治 44（1911）年当時の京都大学菊池総長による集会所開場を祝う演説において、集会所建

設の意図が伺える。

　「帝国大学は綜合大学にて単独大学にあらず。綜合大学の利益は一ならず、各専門の学生

互に相交際し談話嬉遊の間に於いても諸方面の観察法を知得交換する、これ其利益の主要な

るものなり。而も従来学生集会の場所なかりし為、空しく此利益を捨てざるを得ざりしは甚

だ遺憾とせる所、本場の新築によりて庶幾くは子其欠を補ふを得ん。」1）（p 336上段）

　つまり、学生集会所建設の目的は、単独（分科）大学から総合大学へと発展した京都帝国大学

において、各専門を持つ学生、教員、学者が交流し、異なる専門を有する者との知的交流を行い、

刺激しあうことで、それぞれの分野の学問のあらたな発展に寄与することを目的として建てられ

たものである。そして学会等で使用の際、当建物を貸し切る際には貸切料を徴収しないとある。

これもすなわち学問の発展に寄与することを目的としている。

　また学生間の活発な交流のために館内での食事および飲酒も認め、またピンポン、囲碁・将棋

などの遊戯に関しても寛容な態度をとっている。

「而して歓迎送別等の宴が屢本場に於いて催さるるは余の最も望む所なれば、本場に於て飲

酒を厳禁するは現状之を許さず。」1）（p 336下段）

京都大学キャンパス内歴史的建造物に関する研究 153

京都大学キャンパス内歴史的建造物に関する研究
― 学生集会所を事例に ―

河　野　康　治



学生集会所設計者に関して

　学生集会所は、明治 44（1911）年 1月に竣工した1）。

「学生控所の新設

　 学内の集会所に充つるの目的を以って学生控所 * a新築費四十三年度予算内に組込まれ、

（治兵衛）技師監督の下に永瀬建築嘱託主として設計の任に当り、建築部直営にて工事を

行ふ。」1）（p 333下段）

　設計及び施工の監督は、建築部長としてそれまで京大の様々な建築に携わってきた山本治兵衛

である。山本は主に京都大学創成期の大学内建物の設計に関わってきた人物であり、解剖学教室

本館標本室（現・医学部図書館書庫、1901年竣工）、文学部陳列館（登録有形文化財、1914年竣

工）、土木工学教室本館（1917年竣工）などの他多数存在する。上記「学生控所の新設」による

と、学生集会所の設計は明治 43年度当初より取りかかり、明治 42（1909）年 3月から京大建築

部に勤務した建築嘱託の永瀬狂三が主担当とされている。永瀬は山本との共同設計によるものが

多い。

①　山本治兵衛

　安政元（1854）年 3月 24日、武蔵国豊島郡鈴木町に生まれ、工部等技手であった立川知方に

和様造家学・製図法を 3年の間学び、その後東京府、工部省、鉄道省に勤務し、実務経験の中で

洋風建築を学んでいった2，3）、言わば帝大出のエリートではなくたたき上げの人物である。明治

20（1887）年から文部省営繕組織のあった会計局に勤務する。この頃ちょうど山口半六・久留正

道らが中心となり営繕活動が開始された草創期にあたり、高等中学校の創立工事が一斉に開始さ
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写真 1（永瀬狂三作品集12） より）



れた時期でもあった2，3）。

　明治 21（1886）年 6月から明治 24（1889）年 12月まで京都出張を命ぜられ、第三高等中学校

創立工事の工事監理を任される。山本の経歴については「日本の大学キャンパス成立史」3） 「山

本治兵衛の建築活動と明治後期における高等教育施設の外観意匠 ― 高等教育施設の史的研究

⑷」8） に詳しい。

　山本は、明治 40（1907）年 6月“新設の京都帝国大学建築部長に就任する”が、同時に“文

部省より建築課京都出張所長心得を嘱託され（中略）関西一円の文部省所管諸工事をも担当”し、

“8月には奈良出張所長心得をも命ぜられ”、大阪、奈良、金沢の各地で大きな工事を手懸けてい

る3）。下記の写真 2～5（2012年 5月撮影）は、旧・奈良女子高等師範学校本館（現・奈良女子

大学記念館）である。山本が奈良出張所心得を命ぜられた際に手がけた（明治 42年竣工）。この
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2年後の明治 44年（1911年）に山本・永瀬によって手がけられた京都大学学生集会所の様式に

よく似た外壁のハーフティンバー形式・柱間のスタッコ、上げ下げ窓などが見られる。平成 6年

（1994年）に国指定重要文化財に指定されている。

　山本の活躍は京都大学のキャンパス創成期 * b の中でも形成期の明治 30（1897）年～明治 41

（1908）年にあたる。この時期は理工科大学、医科大学、法科大学、文科大学が開設され、その

需要に応えるべく施設を順次整備していった時期である2）（第 8章）

②　永瀬狂三

　永瀬は明治 10（1877）年 10月 23日に愛知県渥美郡田原町で生まれ、明治 39（1906）年 10月

に東京帝国大学工科大学建築学科を卒業し、横浜の下田築造合資会社へ入社するが半年ほどで辞

職し、明治 40（1907）年 5月に辰野・片岡事務所へ入所した。明治 42（1909）年 3月から京大

建築部に勤務し、大正 8（1919）年 10月死去した山本の跡を引き継いで建築部長、建築課長、

営繕課長（京大建築部は明治 40（1907）年 5月 23日に設置され、大正 8（1919）年 12月 17日

に建築課に変更、大正 9（1920）年 1月 9日に営繕課に変更3））を歴任した。永瀬の経歴に関し

ては「京都大学建築八十年のあゆみ」4）、「戦前の官庁営繕組織所属の建築家 ― 永瀬狂三と山田

七五郎 ― の研究」6）、「関西の近代建築 ― ウォートルスから村野藤吾まで ―」7） に詳しい。

　また、京都帝大の営繕業務以外には、明治 42（1907）年から大正 7（1918）年に京都帝国大学

工科大学講師、大正 9（1920）年から昭和 19（1944）年に京都高等工芸学校講師、昭和 10

（1935）年から昭和 20（1945）年に京都工学校校長を務めている。

　明治 42（1909）年から退職する昭和 4（1929）年までの永瀬の活躍の時期は、京都大学のキャ

ンパス創成期 * b の中でも拡充期 明治 42（1909）年～大正 7年（1918）年にあたる。この時期は

“大規模な煉瓦造り建築を大量にしかも段階を追って建設した。意匠的にも簡素で定型的な様式

建築から本格的な様式建築への志向があらわれ、石造を模したモルタル被覆の外壁や古典様式の
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多彩な装飾を持つ建築がつくられる”2）（第 8章）時期である。京大内での永瀬の作品について

は‘添付資料Ⅳ　京都大学キャンパスの歴史的建造物’を参照されたい。ちなみに登録有形文化

財に登録されている九州唯一の京大施設である理学部附属地球熱学研究施設は永瀬による設計の

ものである（写真 6）。また現在、京都大学のシンボルと親しまれている旧事務局本館である百

周年時計台記念館は、武田五一とともに永瀬が設計に関わっている（写真 7）。

　私見であるが、永瀬の設計志向には辰野式といわれるような煉瓦造の建物のデザインや、ゼ

ツェッシォン * cのような新しい傾向の意匠を援用する傾向があるようである。
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写真 6（永瀬狂三写真集12）） より）

写真 7（永瀬狂三写真集12）） より）



京都大学音楽部交響楽団（京大オーケストラ）の創設

　現在の学生集会所は、7団体サークル（京都大学音楽部交響楽団、京大合唱団、邦楽サークル

叡風会、京都大学ギタークラブ、民族舞踏研究会、舞踏研究会、京都大学グリークラブ）が活動

を行っている。ここでは歴史的に最も古い京都大学音楽部交響楽団の歴史について取り上げる。

　当時の菊池総長の集会場開場祝演説にもあるように、学問の交流のみならず、学生が趣味・芸

術に親しむ場としても当集会所は期待されていたようである。また使用方法についてもできるだ

け学生の自主性に任せる自由な風土があったと考えられる。そして当集会所から学問・文化面に

おいて優れた実績が生まれることも期待されていたのである。

　「本場に於て成るべく趣味を饒多ならしむるは諸君の余と共に欲せらるる所。公説展覧会

出品中にて文部省が買上げたる絵画数点は向に本学に貸附せられたり、其中一二は此会場に

掲ぐべし。学内外の有志者より雑誌、図書、写真類の寄贈は必ず之あるべく、現時既に数種

の申込あり。其使用法についても十分に諸君を信用し、諸君の自由に閲覧するに任すべし。

　之を要するに本場は実に学生諸君の自由に使用すべきものなり。本場の落成については諸

君と共に深く之を喜べども、真に本場の落成を喜ぶべきは本場の実績着々現れ来る日にある

べきをしらざるべからず。」1）（p 337上段）

　当集会所開場から 6年後の大正 6（1917）年に京都大学音楽部交響楽団の前身である京都帝国

大学学友会音楽部が創立された。創立一年前の様子は七十五年史の三宅宗雄の手記に詳しい。

　「同年 11月 18日吾々 2人の合奏に共鳴者が１人出来た。それは法科学生で藤井君という

人だ。君は帝大内有志から組織されているヴァイオリン練習会なる五線会の幹事である。是

非自分もこの合奏に入りたいとのことで、学生集会所で同君のヴァイオリン、深瀬君のオー

ボ、僕のピアノで 3人合奏を始めた。

　同月 29日夜五線会の練習を学生監督舎に見聞に行く。大村恕三郎先生が教えておられる。

練習畢って集会所で初めて帝大オーケストラ成立の具体案を協議する。指揮者は大村恕三郎

先生に依頼し、僕はピアノを受持ち同時に管楽器をやる人を探す役目を仰せつかる。

……

　同年 12月 3日夜 7時より集会所にて総員十数人の帝大オーケストラが呱々の声をあげる。

ヴァイオリンとセロで 9人計り、管は 3人、……」5）（p 9）

　京都帝国大学医科大学（現・京都大学医学部）の深瀬周一と三宅宗雄が中心となり、五線会及

び声楽会と統合し、大正 6（1917）年 1月に学友会の一部に編入され、音楽部として発足した。

このときに深瀬周一が掲げたスローガンは
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・学生交響楽運動の推進

・音楽の啓蒙運動

・市民交響楽団の結成

などがあり、「京都は音楽芸術のメッカたるべし」というのが合言葉であった5）。（p 10）

　京都大学音楽部交響楽団は、大正 6（1917）年 1月の京都帝国大学学友会音楽部の結成後、大

正 6（1917）年 2月 25日（日）に当集会所で記念すべき第 1回演奏会を行って以来、定期演奏

会を大正 9（1920）年 11月 13日（土）の第 10回演奏会まで毎回当集会所 2階で開催していた5）。

その後も当楽団は、当集会所や大阪、京都に演奏舞台を移しながら順調に発展を続け、創立 95

周年目になる平成 24（2012）年 6月に第 191回定期演奏会を迎える。過去における京都大学音

楽部交響楽団の指揮者（または客演指揮者）としては E.メッテル、朝比奈隆、近衛秀麿、奥田

道昭、井上道義などがいる。

学生集会所の木造構造に関して

　ここでは、学生集会所が木造構造を持つことによる文化的側面、特に音楽芸術面への影響につ

いて検討してみたい。

　木材は、低音・中音・高音をバランスよく吸収する。低音域を反射し、高音域を程良く吸収す

るため、残響時間が平坦になりやすく、音をまろやかにする働きがある（ピアノ、バイオリン、

ギターなどの弦楽器やスピーカーなどの音響機器の部品には、木材の音響特性が活用されてい

る。）。

　一方、コンクリートは音を吸収する力が小さく、特定音域しか吸収しない。そのため反射音が

大きく、音が響きすぎ、耳ざわりに感じられることがある。遮音性能という点では確かにコンク

リートの方が木材よりも優れるが、人間に安らぎを与えると言われる高周波音（20KHzから

30KHz。自然の中の、木の葉のざわめき、水のせせらぎ、虫や鳥の声、等）までも遮断してしま

う。音楽本来のもつ芸術的意味という側面から考えると木造建築の方が適していると考えられる。

　このような理由から、ヨーロッパではコンサートホールやオペラハウスに木造のものが多い。

日本で代表的なものでは、旧東京音楽学校奏楽堂が挙げられる。日本で最も古い（明治 23年

築）木造の洋式音楽コンサートホールとして有名で、日本の近代音楽の発展に大きく寄与した建

物として知られる（下記写真 8～11参照）。昭和 62（1987）年に台東区によって上野公園内に移

築保存され、国の重要文化財に指定されている。

　奏楽堂の設計者は、当時文部省技師で、京大機器分析センター（旧三高物理学実験場）など第

三高等中学校の多くの建物の設計に関わり、営繕活動の草創期に活躍した山口半六、久留正道で

ある。のちに彼らの営繕活動は山本治兵衛に引き継がれることになる。
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おわりに

　学生集会所の設立目的は当初、文系・理系の学問交流の場、芸術活動の交流な場という位置づ

けであったが、現在も文化・芸術活動の場としての利用されている。京都大学の歴史の中でも特

に古い重要な歴史的建造物であるといえ、同時に日本の大学キャンパスの歴史を語る上でも貴重

な存在であるといえるだろう。
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注

* a  「学生控所」に関して
   　学生集会所の名称は、「学生控所」から「学生集会所」へと変更されている。上述の京都大学百年
史資料編 2第 4章の四　学生控所の新設（抄）を参考にすると、設計段階では「学生控所」とあるが、
明治 44（1911）年の竣工（落成）後の山口司会者及び菊池総長による開場祝演説時には「学生集会
場」とあり、設計時点と竣工時点で名称が変更されていることがわかる。名称変更理由についてはよ
り詳細な調査が必要とされる。

* b   京都大学百年史2） の第 8章では京都大学キャンパスと建築の歴史をわかりやすくするため、以下の
ように 7期に分けて整理している。
第Ⅰ期－第三高等中学校キャンパスの誕生－明治 20（1887）年～明治 30（1897）年
第Ⅱ期－京都帝国大学キャンパスの創成－明治 30（1897）年～大正 7年（1918）年
第Ⅲ期－京都帝国大学キャンパスの拡大と充実－大正 8（1919）年～昭和 4（1929）年
第Ⅳ期－京都帝国大学キャンパスの整備－昭和 5（1930）年～昭和 21（1946）年
第Ⅴ期－京都大学キャンパスの全面的再開発－昭和 22（1947）年～昭和 47（1972）年
第Ⅵ期－京都大学キャンパスの再編と保全－昭和 48（1973）年～昭和 60（1985）年
第Ⅶ期－京都大学キャンパスの現在と未来－昭和 61（1986）年～平成 9（1997）年

  本稿でもその考え方に従い、‘添付資料　京都大学キャンパスの歴史的建造物’ を作成した。
* c  ゼツェッシォン
  　ゼツェッシォン（分離派）の起こりは 19世紀末のオーストリア帝都ウイーンに遡る。
   　因襲的、歴史主義的な傾向が強かった美術・工芸・建築の世界で、画家のグスタフ・クリムトを中
心とするメンバー19人（芸術家・建築家・工芸家など）が 1897年 4月に新組織「オーストリア造形
芸術家連盟ゼツェッシォン」を結成したのがその始まりである。古き慣習に風穴をあけ、芸術界の活
性化を図ったその運動は、大正 9（1920）年の日本における分離派建築会の創設に大きく影響した9）。

   　学生集会所の東側に位置する楽友会館（登録有形文化財）は、日本初の近代建築運動である「分離
派建築会」を大正 9（1920）年に結成したメンバーの一人である森田慶一によって設計された。
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