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「座敷雛形」の成立とその変遷＊

一一住意匠としての「和風」の原像一一

岡 本真理子料

rr-
1. 警誌学的特質

2. 内容的特質

結

序

日木の伝統的な住様式は，明治l時代になって，いわゆる「洋風住宅」が導入されても，未だ

「罪l:J風住宅」あるいは「和室」として活き残っている。それどころか「座敷」という言葉で包

括理解される室内意匠は，外観 ・；構法の如何に関わらず造作されており，構造 ・機能から遊離

した新しい住様式概念の中で， 「和風」が把えられている。例えば，プレ ・フアプリケーショ

ンといった現代的な住宅指定法の中で、も現実に活きていることは周知であろう。

そこで本研究では，現代につながる「座敷」の源流を具体的に切らかにすることを目的とし

て，座敷意匠を定める方法を直接記している「雛形木」を，主に書誌学的な面と内容的な而と

に分けて分析し，史料としての 「雛形木」 の古典的価値を総合的に見極め，その歴史的役割を

明らかにする。

「室内意匠に関する雛形木」＝「座敷雛形」は，室町時代以来の畳敷様を記し礼法書にその多く

を負う「畳敷様雛形」〈表－1），各種雛形の中では最も多くの史料数をもっ「棚雛形」（表ー2), 

床と書院を記した「床 ・書院雛形」（表－3），特に室内における明り障子や書院障子の組子模様

を記し，江戸時代後期から明治時代にかけて多数刊行された「建具雛形」〈表－4），欄聞の意匠

を示し，特に流行意識をあらわにした「欄間雛形」 （表－5），さらに天井について記した「天井

雛形」（表－6）の 6種に分けることができる。

* 1984年11月15日受理，住居，書誌学，江戸一明治， 日木
村 文化環境計画研究所
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技術と文明 1巻1号（2)

表－ 1 畳敷様雛形一覧

裂 ｜ 史料名 ｜ 年 イ勺
一一一一一

1 故笑記伊勢三巻合天文18年（1549)
2 小 笠原家仕附方 天文18年（1549)
3 ~ t. 上 記全 天正16年（1588)
4 畳 舗次第全 江戸時代前期＊
5 窓子見 記 ー 天和2年（1682)*
6 坐数畳敷様 党政8年（1796)
7 書院畳敷様図式 寛政12年（1800)

8 文房世fii 付扉夙 江戸時代後期＊
短冊押機 .1:P1政様 全

9 畳敷様 口 伝書 江戸時代後期＊
10 坐舗畳舗綴完 江戸時代後期＊
11 座敷畳敷様 文化7年（1810)
12 二E 匠 道 書 明治17年（1884)

表－ 2 榔雛形一覧

（竹内右兵衛門覚書〉 ｜ 室長135im~~s～
2 I四十八棚 ｜万治元年（1658)

i四 十 八相JJ I 
｜ 十分ー乃t也事I] 下 ｜万治元年(1658)

；時一l十分ーノぢわり ｜寛文13年（1673)

（貞享版図十八棚 ｜ 
十分ー乃地割下〉｜貞享2年（1臼5)

大 工 雛形 ｜ 
（四十八棚縦形） ｜貞享3年（1686)

l大 工雛形 ｜ 
｜ 新板棚t形 三 ｜享保2年（山 7)

8 I大匠手 鑑四 ｜享 保6年（1721)
g I万ひいな図回全 ｜宝腐、末年(1760)*

｜伊勢家用来荘筋門 ｜ 
｜ 口伝書 ｜明和6年(1769)

l伊勢家諸礼子立（伊執 ｜
11 ｜家用制主筋門口伝書〉｜明和8年（1771)

12 I四十八 棚 図 ｜安永7年（1778)

13 I c四十八棚之図〉 ｜ 寛延 3 年~175句～
｜ ｜寛政元年（1789)

i4 I四拾八側絵図 ｜江戸時代中 ・後期＊
i5 I工匠手鑑全 ｜文化元年（1804)
i5 I四十八棚図絵 全 ｜江戸時代後期＊

｜棚 之巻 ｜
｜ 五拾弐姿；仕様 ｜文政5年（1822)

i8 I雑工三編大工棚縦形 ｜嘉永3年（1850)
｜新選培補大匠雛形大全 ｜

19 I 1童謡数品小道具之部五 ｜嘉永4年（1851)

｜ 増補大匠雛 ~ I
20 I 新板棚雛形四 ｜慶応2年(1866)

21 I家作雛形要覧 ー ｜明治時代前期
22 I新 撰大工棚雛形全 ｜明治 9年（1876)
23 I番匠雛形l明治13年(1880)
24 I新 選 規矩階梯人 ｜明治15年（1882)
25 I新撰 棚 雛 形 全 ｜明治15年(1882)

26 1 当世品m~~： ~I 明治16年（1883)
21 I明治新選棚雛形 金 ｜明治団年（1883)
28 I諸職絵様雛形三 ｜明治18年（1885)
29 I当世番匠 雛 形 下 ｜明治19年（1886)
30 I番匠使覧全 ｜明治20年（1887)

31 I喜Y時若干雛形下 ｜明 印 刷887)

32 I新撰座敷田fE形 ｜明治34年（1901)
33 I大増補規矩階悌 人 ｜明治37年（1904)
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表－ 3 床 ・書院縦形一覧

鶴l史料名 ｜ 年 代

1 雑工三縮大工棚雛形 嘉永3年(1850)
2 家作雛形要覧ー 明治時代前期
3 番 匠 興住 形 明治13年（1880)
4 明治新撰建具雛形 明治16年（1883〕
5 諸職絵様雛形三 明治18年（1885)
6 当i:IJ番匠雛形下 明治19年（1886)
7 番匠便覧会 明治20年（1887)

8 番明治匠新秘選事雛形 下 明治20年(1887)

9 新撰座敷田ff.形 明治34年（1901)

表－ 4 建具雛形一覧

1 御障子前fr 形 江戸時代中 ・後期＊
2 建具務；fr形集 江戸時代中 ・後期＊
3 建 具 鈎t 形 嘉永5年（1852〕
4 障子絵図全 安政3年（1856)

5 建具便覧前編・後編 i後前〉〉安元政治元2 年年g~~~5
6 建具便覧 il吃坤 安政 2 ~三（1855)
7 家作雛形要覧四～五 明治時代前期
8 新撰~具透雛形 明治 9年（1876〕
9 明治新刻欄間島Ir形完 明治15年(1882)

10 当世匠家雛形 明治16年（1883)
建具1捌閉鎖E形之部 四

11 明治新撰建具透雛形 明治16年(1883〕
12 明治新撰建具雛形 明治16年（1883)
13 諸 職 模 様 招Ir形 明治22年（1889)
14 新撰座敷担Ir形 明治34年（1901)
15 和漢洋建具模様雛形 明治36年（1903)

表－ 5 欄間雛形一覧

1 蘭 間 模 様 図 江戸時代中 ・後期＊
2 納l障子雛形 江戸時代中・ 後期＊
3 建具雛形集 江戸時代中 ・後期＊
4 欄 間 之 図 江戸時代中 ・後期＊
5 欄 問 図 式 享保19年（1734)
6 新 編 柏j間雛形 嘉永5年（1852)
7 建 具 掲f~ 7「長 嘉永5年（1852)

8 建具使覧 fliT編後編 i後前〉〉安元政治元2 年年g~吟64 
9 建具使！庭乾 ・坤 安政2年（1855〕
10 家作雛形要覧三 明治時代前期
11 欄 間 集金 明治時代中JVJ
12 新撰建具透雛形 明治 9年(1876)
13 明治新刻欄間雛形完 明治15年(1882)

14 当 世 匠家雛形 明治16年（1883)Ml具欄間制町長之部 四
15 新線欄問調Ir首長 全 明治16年（1883)
16 新撰明治 欄 間雛形 明治16年（1883)
17 新編欄間雛形全 明治21年（1888)
18 諸職 J模 様 雛 形 明治22年（1889)

19 座新敷撰；：！｝院欄間担fr形 明治31年（1898)

20 新絵様欄間集下 明治35年（1902〕

表－ 6 天井雛形一覧

1 1御殿向作事竪書図解 ｜江戸時代後期＊
2 I新撰座敷島ft形 l明治34年（1901)

＊印は推定



そこで明治時代末迄に記された

座敷雛形を，全国の大学 ・国公立

図書館 ・文庫 ・文書館・個人所蔵

などから，できうる限りにおいて

収集，そののベ総数90点の史料に

よって論考する。尚，木研究では

明治時代の史料では特に，江戸時

代から直接つながる形式をもつも

のとして和書に限定した。

1. 書誌学的特質

(1) 著述 ・出版年代と著述数 ・記載

量

諸史料の著述 ・出版年代につい

ては史料に明記されていないもの

もあるが， これら に つ い て 記 載

者 ・記載内容，他史料と の比較な

どを検討しおよその年代を考定

して表にしたのが表－ 1～6であ

る。

次に各種雛形ごとにその特徴を
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「座敷矧m~」の成立とその変遜（岡本）
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図－1 n放様雛形（『座数笠放線』宮内庁書陵部蔵）
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図－2 棚隊形（『四十八制』国立国会図書館蔵）
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畳敷様雛形は天文18年に記された伊勢家の礼法蓄をそのl陪矢とし，明治時代までに12史料が

みいだされる。 内容 ・年代毒事から 5類に分けることができ，党政から文化頃にその発展期をむ

かえる。特に， この時期の史料は，畳敷様雛形のみが単独で記されたものが多く，畳の敷様も

多種が記されている（凶－ 1〉。

2) 棚雛形

(1) 岡本真理子 ・ 内藤昌「位敷様~Mt形の類型一一畳敷様雛形の研究その 1 一一」 ， 『日本建築学会論文報告
集』昭和59年3月刊所収，同「丘敷様雛形の歴史的特質一一位敷様担ft形の研究その 2一一」 ；『日本建築

学会論文報告書』昭和59年8月刊所収。

(2) 阿木真理子「建築訟における “棚雛形系木”の初期版木について」； 『日木建築学会大会学術講演梗紙

集』 l昭和56年刊所JIJI.，同「棚雛形の成立過程について一一柳雛形の研究その l一一」 ，『日本建築学会論

文報告集』昭和57年8月刊所収，同 「棚指fl:形の発展 ・普及過程について一一ー棚雛形の研究その 2一一一」；

『日本建築学会論文報告集』昭和59年4月刊所収，同「棚担ft形の衰退過程について一一一棚雛形の研究そ

の3一一」， 『日本建築学会論文報告集』 l昭和59年10月刊所収。



究永15年から承応、3年までの聞

に記された『〈竹内右兵衛覚書〉』か

ら，明治37年のr大増補規矩階梯」

まで33史料ほと．が棚雛形に属し，

明快な系譜が認められる。内容か

ら 「四十八棚系－ I・II・ill・N

類本」 ・「外五十二棚系」 ・「雑銀

系－ I・II・ill類本」に分類でき

，各種雛形の中で最も多くの史料

数をもっ。明治時代なかばに特に

多数が刊行されるが，その多くは

他雛形などと混在して書かれ記載

量も少ない。一方，江戸時代前期

の史料では単独刊行のものが多く

，江戸時代後期では，複数の系に

わたる棚雛形などが記され概して

記載量も多い（図－2）。

3) 床 ・書院雛形

嘉永 3年から明治34年まで，主

として明治時代中期にまとまって

刊行され9史料がみられる。床お

よび書院雛形のみで単独刊行され

た史料は全くなく，棚雛形などと

共に記され， その系譜は棚雛形

「雑録系一 I類本」の系譜に沿う

（図－3）。

4) 建具雛形

江戸時代中期頃から明治36年ま

でに15史料が知られる。単独刊行

された史料は少なく，その多くが

欄間と共に記される。記載量は他

技術と文明 1巻l号（4)

’苛

図－ 6 天井雛形（『新選座敷雛形』京都府立総合資料館蔵）

(3) 岡本真理子 ・内藤昌「床 ・書院雛形，天井雛形の研究」 ，r近世建築の生産組織と技術」昭和59年10月，
中央公論美術出版刊所収。

(4) 岡本真理子 ・内藤畠 「建具雛形，欄間雛形の研究」； 『建築史学』昭和59年3月刊所収。
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「座敷縦形」の成立とその変遷（岡本）

雛形に比べると概して多く，これは意匠を見せるいわばカタログ的要素が強い為，数多くの記

載が必要であったものと考えられる（図－4）。

5) 欄間雛形

江戸時代中期頃から明治31年までに19史料ほどがみられ，そのうちの半数ほどは単独刊行の

史料である。他雛形との混在による刊行は圧倒的に建具雛形が多く，これは双方共にカタロ グ

的要素が強いことと，同じく指物大工が製作したことなどによるであろう。しかし建具雛形

に比べて単独刊行が多い理由としては，欄聞には絵画的要素が強く，建具よりもさらに模様の

種類が多く作りやすいことや，透し彫りの流行，特に当時流行した遠州型模様を取り入れ易い

ことなどの点があげられよう（図ー5）。

6) 天井雛形

天井雛形では木版本の， いわゆる 雛形は明治34年に刊行された『新j銀座敷雛形」 のみであ

り，それに近い存在として本研究では江戸時代後期の 『御殿向作事堅番図解」も天井雛形に含

めた。両書共，天井雛形が記されているのはわずか数丁で、あり，天井が雛形木という形式では

発展しにくい傾向をうかがわせる（図－6）。

以上のように，各種雛形によって初見史料の年代は大きく異なるものの，江戸時代後期にそ

の大きな山をむかえ， さらに明治時代中期頃には，多くの座敷雛形が刊行される。 しかしその

多くはし、くつかの雛形がまとめて記されたり，規矩 ・木割 ・絵様などと共に記されている。内

容の上でも江戸時代の史料の焼き直し的要素が強く，史料数は多いが決して上質のものとはい

えない。

(2) 著者・ 版元と出版地域について

筆写本の中でも畳敷様雛形の崩芽j切・成立j胡に属する史料はし、ずれも礼法警に記されたもの

であり，その性格から著者名を有する。しかし，他雛形の特に公刊本では江戸時代初期には著

者名 ・版元名共に記されていないものが多い。座敷雛形の公刊本の中で最も阜く 出版者を知る

ことのできるのは棚雛形に属する，貞享2 (1685）年刊の『〈貞享版四十八柳l十分ー乃地割下〉』で，

永田長兵衛の名がみられる。この永田長兵衛は，現在も京都市下京区に存する永田文昌堂のこ

とで，慶長年間の創業といわれる。元禄13(1700）年には大工技術書である『新編拾遺大工規

矩尺集』も刊行している。さらに貞享3年には 『大工雛形（四十八棚雛形〉』を「亡コや喜右衛

門」が刊行しているが， これは寛永開業組， 須原屋茂兵衛 ・蔦屋重三郎・和泉屋市兵衛と共に

(3）前頁参照。
(4）前頁参照。
(5）題名が付されていないので，木研究では仮称を〈 〉に記した。
(6）井上和維著『録書責条覧』昭和53年， 言論社刊，なお初版本は東北大学に所蔵されている。
(7) 「大工雛形』という名称、は，他に同名の史料がある為，ここでは「凶十八棚tjfE形」という名称を付記

した。
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技術と文明 1巻1号（6)

江戸の 4大版元を形成していた「鶴屋喜右衛門」のことと考えられる。しかしこれらの雛形本

に著者名は記されておらず， 本格的に著者名 ・版元名が記されるようになったのは享保7年

(1722）の御触書で， どのような書物にも，新板のものには作者と版元の実名を記すようにと

定められてからである。版元は，江戸時代では，座敷雛形でも如実に現われているように京都

に牛耳られており，江戸はその出店というケースが多かった。そこに江戸で江戸時代中期頃か

ら大きなカを有したのが須原屋で，その本家は代々茂兵衛を称した。江戸時代中期後期の座敷

雛形の版元はすべて，須原屋あるいはこれを含むものとなっている。著者については建築書全

集的な史料では山田泰平 ・本林常将らの名がみられ，青木鉄五郎は建具や欄間などを得意とし

ていたようである。山田泰平については棚雛形の『新選増補大匠雛形大全」以外の書を知らな

いが，本林常将は， 『増補大匠雛形J の他にも幕末に多くの建築書を著わしており 3 安政3

(1856）年「新撰早引匠家雛形」，同年刊『大工日用唐尺秘伝」，安政6年刊『匠家雛形軒廻り口

伝書』，同年刊 『匠家極秘四方転柱之図』などの著者と して知られる。この他 『新編欄間雛形』

の著者大賀範園は座敷雛形以外では嘉永 3 (1850）年刊の『大工絵様雑工~jft形』 ・ 『大工秘用百

龍図式』の 2書， 嘉永7年刊『当位初心雛形』などを記している。その他に青木鉄五郎と共に

『建具便覧』を著わした大工勘右衛門や，本林常将と共に『増補大匠雛形』を記した鈴木正豊

も規矩術書を書いている。

さて，明治時代の版本では史料数も多い上，著者 ・版元が多岐にわたる。ここでは江戸時代

からの須原屋一統による出版から，福岡 ・新潟などの地方の版元が数多くみられる。これが江

戸時代後期にみられる，江戸書商と地方書商の提携とは異なり，地方の版元による独自の出版

である点が注目されよう。特に福岡における版元林斧介 ・山崎登らは建具 ・欄間 ・棚といった

座敷雛形を中心に販売していたようである。 林氏は屋号を語落堂といい，この他『大匠新雛形

大全』を明治29年に， 『明治新撰隅矩独稽古』を明治15年に刊行しており，山崎氏は明治15年

に 『新撰大工雛形』を発行している ことが知られる。さ らに座敷雛形の版元と しては大森太郎

吉 （『番匠雛形』〉 ・小林吉五郎 （『明治新刻欄間雛形』〕 ・伊藤小文司 （『諸職絵様雛形』〉 ・山田藤助（『当

世番匠雛形』〉 ・江崎規定（『新選規矩階梯』〉 ・佐々 木広吉（「番匠便覧全』〉 ・瀬山佐吉（『明治新選番匠秘

事雛形』他〉・又間（精－ii)聖堂〕安次郎（『座敷書院新撰欄間雛形』他〉 ・室直三郎（『大増補規矩階梯』〉 ・

井上勝五郎 （『諸職模様雛形』〉などがみられるが，他の建築書に関しての刊行が明らかなのは精

華堂で，明治29年刊 『新撰隅矩$jf£形』， 明治30年刊 『新撰大匠雛形大全」などの例をあげるこ

とができる。

著者についても数多く ，福岡の平原助次（『当世匠家雛形』他〉 ・上杉半八（『明治新撰建具雛形』〉・

内野清蔵（『新撰明治欄間雛形』〕が座敷雛形の諸木を記している他，東京では井上勝五郎（『諸職模

様雛形』〉 ・村田重次郎（『新撰棚雛形全』〉などの名がみられ，「諸織絵様雛形』は愛知県人により

著 ・出版されている。 この他， 中部地方では新潟の江111時規定らによる『新選規矩階梯』があ

る。また大阪では，泉幸次郎の著により又間精華堂から『新撰座敷雛形」が刊行されている。
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「座敷雛形」 の成立とその変遷（岡本）

ほとんど，著者と出版者は同一地域に限られるのが一般であるが， 異なる例をあげると『新編

欄間雛形全』 では福島県の安斎幸太の編により，東京の鈴木（須原室）荘太郎が出版するとし、ぅ

ケースもみられる。

以上のように， 明治時代の版元は江戸時代からの書爆である須原屋の他に地方を中心に多く

の版元が開業したものと思われる。 中には 「士族」という肩書をもっ者もお り，明治になって

の政治 ・経済の変化を如実に反映している。

一方室長写本では，畳敷様雛形や棚雛形の中の礼法警には著者名の明記されているものも多L、

が， それとて江戸時代後期の畳敷様雛形のように多くの写本をもつものでは記されていないも

のも少なくない。 ただ 『四十八棚図』・『工匠手鑑全』・『棚之巻五拾弐萎棚仕様」 で，かろうじて

奥蓄により棺伝 ・筆写の人名を知ることができるにすぎない。

なお，建具 ・欄間 ・棚などのうち，筆写本による内容の独自性がうかがえるのは 『蘭間模様

図』 ・『欄間集』 ・『欄間之図』などで，他は版本諸史料と内容的にはさほど差異がない。 これ

は，建築書の相伝において，いわゆる宮 ・門 ・殴舎などの全体的な木割は重要視され，秘伝書

扱いされるものの，座敷雛形は伝統も浅く，独自の；模様 ・形式を生みだす努力よりもむしろ公

刊木を見，写すことによって，単なるカタ ログとして標準的今日的感性を得るといった程度に

しか考えていなかった為と考えられる。そこに，建築書としての技術より感性を重視した，時

代的変容過程を指摘できる。

(3) 史料の形式

横綴本である『（竹内右兵衛覚書〉』や『愚子見記』， あるいはいくつかの巻子本を除けば， 筆

写本はほとんどが美濃本大ほどの袋綴の史料である。また座敷雛形として最も早く刊行された

万治元年 『四十八棚』などもやはり美濃本大の史料である。この形がくずれるのは享保2年の

「大工雛形』であり，版本として初めて横本の形式をもっ。その大きさも美濃木の半分ほど

で，持ち運びにも便利な大きさになっている。

一方， 万治元年刊の『四十八棚十分一乃地聾I］下』は， 「新編武家t~rn~ 上」 ・ 「新編宮雛形中』 と

共に三部作と して記されたことが明らかで，座敷雛形と しては初見の，合本の形態をもっ。こ

れが次にみられるのは享保2年の「大工雛形』でこれは6部作となっている。ただし元禄12年

刊の『大工雛形』全5冊も一部が現存し， ここにおいて既に小型横木の全集形式の雛形木が刊

行されていたと考えられる。このよ うに， 他種雛形との全集形式の一部として座敷雛形が記さ

れるのは，この他『大匠手鑑』 ・「新選増補大匠雛形大全』 ・『増補大匠雛形』 ・『当世匠家雛形」

などで，あまり数としては多くない。ただし， 一冊の うちに他種雛形と共に記される例は，明

治時代を中心に多くみられる。

横本が刊行され， これがさらに簡便でより小さな横木となるのは嘉永年間である。まず嘉永

3年刊 『雑工三編大工棚雛形』， 同5年刊 『建具雛形』・『新編欄間雛形』などで，大きさはそ
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図ー7 『金々先生栄花夢』 （国立国会図書館蔵）

れまでの 小本〈約 16.5 cm×12. 0 cm）から三つ切り本（約 9.Ocm×20目 0cm〕ほどの大きさにな

る。座敷雛形ではこれ以下の小さい本はみられない。レかに持ち運びに便利とはいえ， この小

型木の形式は明治時代では『番匠雛形』にみられるだけであり， その他の横木では枕本（約

12. 0 cm×16. 5 cm）以上の大きさをもっ。縦綴の史料でも美濃本（約 27.0 cm x 20. 0 cm）ほどの

大きさのものはなく ，半紙本（約 24目 Ocm×16.5 cm〕，中本（約 20.0 cm×13. 5 cm）といった大き

さである。

さて，座敷雛形のうちでも，棚雛形や床 ・書院雛形はそれが元来座敷平面から突出した形式

を示すものであるので，それを明確に指し示すには斜投象 ・中心投象などの技法を使う方が便

利であるはずである。文政5年の筆写本である『棚之巻五拾弐妻棚仕様』に初めてその形式がみ

られる。版本で最も早くにこの形式を取り入れたのは，さ らに降って嘉永 3年刊 『新工三編大

工棚雛形』である。黄表紙などでは安永 4 (1775）年刊の『金々先生栄花夢』（図一7）に既に

「浮絵」と呼ばれるパースベクティブの手法が用い られていたとい うから，座敷雛形では80年

近くも遅れていたことになる。これはおそらく ，座敷雛形の中でもこういった手法を必要とす

るのが棚雛形と床 ・書院雛形くらいであり，このうち床 ・書院雛形は幕末から出現したのであ

るから除外すると，棚雛形では，棚の位置がどのようであるかといった立面図的要素があれば

雛形木としての必要条件は満たすので， 棚努(tl~ も普及期に至り多くの類似本が刊行された時

に，需要者の目をヲ｜く特質として用いられた為で、あろう。その証左に「雑工三編大工棚雛形」

の序で「・・・先形とかノ、リ俗に見安やうに図化して ー」とその点を売り物にしてし、る。 「四

十八棚系」本の棚雛形におL、てこの手法がみられるのは慶応2年刊 『増補大匠雛形」であり，

棚雛形と して最も古くから存する「四十パ棚系」本の史料にこの手法が用い られたのが， 「外

五十二棚系」木や「雑録系」本より遅いという点は，いささか皮肉なことである。 「増補大匠
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「座敷縦形」の成立とその変遷（岡本）

雛形』は享保2年刊『大工雛形」を再版したもので，その再版にあたり，新規の特色として取

り入れた手法と考えられる。しかしこの手法は画工の似｜］からすれば，なかなhか手数のかかる困

難な仕事であったのか，明治16年刊『当世匠家雛形」では，正投象との混合で、棚図が拙iかれて

いる。

(4) 小結

「雛形本」が不特定多数者の教書としての公刊を建て前とすると考えるならば，特にその書

誌学的発展過程は，歴史的に重要な意味を有する。それらを以下に列記して，本章の小結とし

たい。

① 中世末から近代初期にわたって著述刊行された建築和蓄における座敷雛形は，木研究に

よる調査 ・収集の作業により，のベ90種が明 らかになった。その内訳は一 一畳敷様雛形12，棚

雛形33，床 ・書院雛形9，建具雛形15，欄間雛形19，天井雛形2ーーである。

② 畳敷様雛形は，室町l時代後期から明治時代まで，途中，江戸時代中期に一日寺的な断絶状

態があるものの，概して均等に認められる。これは，いわゆる「座敷」と通称されてきた，畳

敷きの部屋を前提とする和風の室内意匠の基本的性格が，雛形木に反映した結果と考えられ，

他雛形との関連はなく，班、伝書型式で独自性が際立っている。

③棚雛形は，畳敷様雛形に次いで発達をみたもので，桃山時代に原本が推定され，以来明

治時代まで比較的全時代均等に認められる。座敷飾の中核的意、匠であったことを示すものであ

る。

④ 床 －書院雛形は，江戸時代後期になってようやく成立をみたもので，棚雛形の大衆化過

程〔「雑録系」木の成立〉に相応して，それと混成して編纂されるのが原則である。つまり床 ・書

院雛形の独自性は，畳敷様雛形・棚雛形に比べて極度に低く ，明治時代になってもそうした江

戸時代の省略形として，刊行されるのが一般である。

⑤ 建具雛形は，江戸時代中期以降に発達をみたもので？幕末から明治時代において特に著

しい出版現象が認められ，欄間雛形3 床 ・書院雛形，天井雛形との混成もあって，史料として

の独自性は概して少ない。

⑤欄間雛形は，棚雛形に次ぐ著述出版点数をもち，建具雛形にやや先行する形で，江戸時

代中期以降に発達をみている。幕末から明治時代における刊行がめだつことは， 建具雛形と同

様で，それとの混成傾向が強い。

⑦ 天井雛形は，座敷雛形中，最も発達が遅れたもので，明治時代になってようやく成立し

ているにすぎない。従って独自性も認めにくい。

③ 以上から，座敷雛形は江戸時代後期においてその盛期があったことが指摘される。天井

雛形の成立をまつならば3 明治時代においてようやく集大成で、きたものと考えられる。

⑨公刊を建て前とする雛形木は，本研究において確認できる限りにおいて，京都書離とし
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て有名な永田屋での刊行が最も古く， 須原屋一統を通じて江戸での刊行が， その大方を占め

る。享保 7 (1722）年からは， 著者名 ・版元名を明記することが定められ， 三都以外の地方で

の刊行もあとづけられる。

⑮ 地方での刊行は，江戸時代後期からで，江戸〔須原屋 ・正文堂〉，京都（勝村〉，大坂（秋田

屋 ・河内屋〉の三都に準 じ，名古屋（永楽堂〉，山形（北条〉，仙台（伊勢屋〉がめだっ。

⑪加えて明治時代には，福岡（林 ・山崎〉，新潟（江崎〉，愛知（伊藤〉での独自の刊行が新し

い傾向として指摘でき，座敷雛形の全国的普及過程を示すものと考えられる。なおまた東京鈴

木（須原屋〉と連携して， 福島（安斎〕での刊行もあった。

⑫ 室町時代から江戸時代初期にかけての雛形は，主として棟梁家に伝わる一子相伝の秘伝

書型式をもっ筆写本が主流であり，特に殿中故実の礼法書と して発達をみた畳敷様雛形で＼そ

の傾向が著しい。

⑬逆に公刊本が主流となるのは，江戸時代中期以降で，それも比較的遅くに刊行される建

具雛形・欄間雛形で極度の普及をみている。

⑭史料の形式は，秘伝書の巻子木は別と して，江戸時代前期においては美濃本大の袋綴で

まず発達をみる。次いで徐々に小型化して，江戸時代中期には横木が多くなり，さらに江戸時

代後期には携帯に便利な小本 ・三つ切木まで‘現われる。

⑮ それと関連してカタログ化の傾向もめだち，図の表現方法も工夫され，江戸時代前期ま

での正投象方式から，江戸時代中期に寸法を重点的に注記するものへと変わる。さらに江戸時

代後期では，斜投象 ・中心投象の方式も生まれ，素人向けの雛形と しての普及過程を如実に示

している。

2.内容的特質

(1〕 礼法書と建築書

座敷雛形は，主として建築書の中に記されるが，一部ではいわゆる礼法書の中でも扱われて

いる。木研究における礼法書は，畳敷様.$u~~形と棚雛形の中にみうけられる。一般に礼法書は伊

勢 ・小笠原という 2大流派に属するものが多く， 木研究における礼法書の うち，奥書などから

流派のわかるものはすべてこの両派に属する。特に畳敷様雛形では礼法蓄がその大半を占め，

最も早くに書かれたものは天文18(1549）年の年記を有する。つまり， 奥書を信ずる限りにお

いては16世紀中葉の室町時代末には畳敷様の基本的な型が決められ， 礼法書の中に記されてい

た訳で、ある。 しかし未だその初期的段階であった為，いわゆる吉凶の意識はな く， 単に殿中作

法の正統性を言及するにとどまっている。次に桃山時代から江戸時代前期に至り， ょうやく建

築警の畳敷様雛形が出現する。しかしいずれにして も畳敷様雛形では各時代における，主と

なる史料が礼法書であり，その存在なくして畳敷様雛形を語ることはできないであろう。これ

は畳敷様が，作法としての畳敷様という考え方，あるいは吉凶を伴つての敷き方とし、う考え方
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「座敷雛形」の成立とその変遷（岡本）

が礼法と通じるところから，室内意匠の一要素である畳を取り扱いながらも礼法書に記された

ものであろう。 このように礼法書の中に多く畳敷様雛形が出現することを考えれば， 畳敷様

が，いわゆる機能上の問題や製作上の問題から決められたのではないということができょう。

一方棚雛形では， 主流とはいえないが礼法書に属する史料として 2書がある。最も古くから

の棚雛形の系譜の中にみられる「四十八棚系」の棚を記しており，礼法書に特有な棚も一つ示

されている。しかし棚雛形における礼法書で最も特徴的なことは，棚雛形の図の他に，棚をし

つらえる時の心得や棚飾りの方法を記している点である。特に，使用者の位階や禄の高低，貴

人を招く時に用いる棚などの説明がなされていることなど殿中作法上の原則を記している点

は，礼法書としての大きな特徴で‘あろう。しかし棚製作の為の実際の寸法指示や製作方法に

ついてはあま り記されておらず，むしろ，詳しい寸法は大工の詣伝と考えあわせるように指示

されており，たとえ同じ形式の棚雛形が記されていても，その図の示す意味は建築書における

棚雛形とは全く異なり，製作との指針としてではなく，使用上の注意を理解するにあたっての

参考図にすぎない。

ここで，多くの室内定、匠の要素の中で，畳敷様と棚のみに礼法書が出現する点について考え

るならば， まずこれらが建具 ・欄間等と異なり， 儀礼と深くかかわっていることが考えられ

る。

畳のそもそもの発生形態は，寝殿造の板敷の部屋において位階の高い人に対して敷かれた可

動の座具である。畳が，やがて中位になって敷き詰められ，床面のほとんどを占めるよ うにな

っても，未だ一般ではJ阪の上に直接座する状態であった。従って，その発生段階から畳は儀礼

と深い関係があった訳である。

一方棚は，その発生等についてはさらに厨子棚などの可動の棚についての考察や， 『君台観

左右帳記』を始めとする街l飾記の分析も必要であろうが，ひとまず，棚に物を飾る時の置き合

わせの作法として棚が礼法の中で問題にされているのは当然のことといえよう。

これらに比べ， 建具 ・欄間などは， その形式性よりも流行や個人の好みによって， 決めら

れ，作法等の制限を全く受けない。その為，庶民の生活が世かになる江戸時代中期後期に発展

し，かつ建築書のみにみられたと考えられる。

(2) 寸法体系の変容

座敷雛形の中で，個々のな匠のcJコに寸法記入がなされているのは棚雛形のみである。

まず，棚雛形の初見史料である「（竹内右兵衛覚書〉』 では，棚図そのものに詳しい寸法の記入

はない。しかし 「違棚之~Jr.弁図」としみ一項が「初j之図」の前に設けられている点が注目さ

れる。ここでは特に詳しい棚木制が述べられており， 「メンOツ」 「柱。ツワリ」といった，

そもそもは広聞の木割に準拠した用語がみられる。さらにそれらの木割の横には，例えば「柱

六ツワリ」に朱で「七分」と注をしており，相）j図が柱太さ四寸二分，つまり『匠明殿屋集』でい

11 
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う古法の木割で‘書かれていることが切らかである。その為，各棚図では詳しい寸法記入を必要

としなかった訳で，特に必要とする場合のみを記したものと考えられる。

次いで万治元年刊の『四十八棚』では寸法の記載は全くない。しかしながら，同年に刊行さ

れている「四十八棚十分ー乃地割下』，さらに寛文13年刊の 『新編四十八棚雛形十分ーノぢわり』で

は，文字通り十分のーの縮尺で、書かれた意味で，図からそのまま「分一」で寸法をとることが

できるとしみ意味であろう。実際に寸法にあたってみれば， 「四十八棚』も題筆には明記され

ていないが十分のーで捕かれていることは明らかである。

このように十分のーの縮尺で、図が拙かれていたものが，享保2年の「大工雛形』において史

料の形式も異なり， 小型の横木となって図の縮尺も『四十八棚』に比べると上下左右の関係が

歪になる。そこで版本史料としては初めて史料の図中に寸法が記入される。大方においては同

程度の寸法が記入されているが， 「界風棚」や「藤棚」では大きく寸法の異なる部分もある。

しかし，未だ寸法体系としては大きく異なるとは考えられない。これを裏付けるように，享保

6年刊の「大匠手鑑』の後書きには「寸法常のごとく」としみ記載がみられ，一般に棚寸法に

常識的な寸法があったと考えられると共に，全体としては『匠明殿屋集』の流れをくむ木割が用

いられていたことをうかがわせる。

しかし嘉永3年刊行された『雑工三編大工棚雛形』では，その下巻の始めに「座敷向略木

割」としみ木割が提示されている。三畳 ・ 四畳 ・ 六畳 ・ 八畳 ・ 拾畳についてそれそ~;h,畳一畳当

たりの乗率が定まっており，畳の枚数に乗率をかけることによって，各々の広さの部屋の柱大

いさを算出する。さらに拾畳の聞の乗率のあとに「余モ可右順」と記され，さらに広い部屋へ

の応用も示唆している。各部材については，「床柱竹之子商之高サ」から「附書院障子」まで

26項目にわたって記されている。つまり，外観についての木割は全く記されておらず，いわゆ

る室内のみを設計する｜時に用いられる木割で，外観の如何にかかわらず，座敷として整えたい

部屋にだけ用いることのできる簡便な木割であると いうことができる （図－8）。

間各木割については明治時代の史料である『工匠雑記』の「第拾八章 寸法篇」にも記されて

いる。そこでは，三畳 ・四畳半 ・六畳 ・八畳 ・十畳の広さについて乗率が示され， 「竹ノ子面

高サ」から「膝長押ノ勢」まで28項目にわたって記されている。特に『来ffi工三編大工棚雛形』

(8）木割等の寸法に関する先学の研究として，伊藤要太郎著『木割の研究 －武家雛形考』昭和44年，私家
版，同『匠明五巻考』昭和46年，鹿島出版会刊，内藤畠「雑工三編大工棚雛形座敷向田各木割」， 『日本建
築学会関東支部研究報告』昭和34年2月刊所収，同「甲良家の住宅木割書について」 ；『白木建築学会関
東支部研究報告』昭和35年2月刊所収，など同氏による一連の木割警に関する論文，中川｜武「住宅木割
告における絶対寸法について」 ；『日本建築学会大会学術講演梗概集』昭和49年刊所収，中川武 ・河津俊
司「住宅木割書の研究その 1～4」， 『日本建築学会大会学術講演梗概集』昭和55～58年刊所収，渡辺保
忠・望月敬生「原本『大工規矩尺集』の復原的研究」 ，『日本建築学会大会学術講演梗概集』昭和56～58

年刊所収，などがみられる。
(9) 蓬左文庫所蔵。茶表紙 ・袋綴 ・美濃本大（26.6cm×19. Ocm〕l冊の筆写本で，奥書等ーはなく記載年
代等は不明である。しかし，最終了に「後編目次」があることから，前 ・後2fffi完で，さらにコンタリ
ート， レンガについての記載により，明治時代の史料と考えられる。
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＠ 

＠ 

｜ 日一一」
図－8 座敷向略木書lj（『雑工三編大工棚雛形』より図化，アノレフアベッドは寸法指示のある部位〕

における「四畳」から， 今日的な広きである「四畳半」の座敷が示されている点が注目され

る。さらに指示項目としては『雑工三編大工棚雛形』の略木割に比べ， 「凡帳面」と 「膝長押
（蛾）

ノ勢」の 2項が増え，さ らに 「在壁長押」がある時とない時の内法長押の成の違いも加えてい

る。この点， 『工匠雑記』の室内意匠はいわゆる書院造の形式を踏襲している訳で， 竹の子面

などの数寄屋風の意匠とはいささか趣を異にする。しかし，ここで示された室内意匠要素のす

べてを一時に盛り込む座敷を考えるより も，いくつかの要素を取り 出して適宜室内を整えたと

考える方が妥当であろう。それは『雑工三編大工棚雛形』の木割の後に記された「 其席ーに

応じ格好見合ベし ・」でも知られ，それぞれ自由に工夫を凝らすにあたっての指針として略

木割が提示されていると考えて よかろう。

さて明治時代になると 『新撰棚雛形全』では，一定の縮尺で記されていないにもかかわら

ず，寸法記入も全くない。ここにおいて棚雛形は木割書としての用を失い，棚図を示す単なる

カタログと化すのである。

このように幾多の寸法上の変遷を辿りながら出版された棚雛形に比べ，他の雛形では全く寸

法が記されていない。建物の木割と共に寸法が決定される畳敷様を除けば非常に不可解なこと

である。しかしながら，雛形それぞれの特性を考えるならば次のように理解できょう。

まず建具 ・欄間では， その寸法は柱聞や内法高で決定され，微細な寸法は必要としなし、。

『欄間図式』において，その彫り方が記されているのみで，他史料では図柄が指し示されてい

るにすぎない。それらの雛形本は，彫り様を教えるのでなく「遠州型」を始めとする流行の欄

間意匠，あるいは建具意匠を示すカタログとなっている。次に床 ・書院や天井についても，そ

れぞれ特別な木剖を用いず，室内の木割に準じて仕様が決められるのである。

つまり，個々の雛形として寸法を定める必要のないものは常に外観を主として建物全体の木

13 
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図－ 9 建具と欄間意匠の統一例

割の中で扱われ， F匠明殿屋集』から『新編武家雛形』 ・Ir数寄屋工法集』に記されるように，そ

の時代に適合する形での寸法体系が整えられ，ょうやく幕末で室内意匠専ーに「略木割」が出

現したのである。

この「｜略木割」の考え方は，必要な座敷にだけ用いることができることから，現代の住宅に

おし、て，外観が鉄骨造や鉄筋コンクリート造となっても和室を設けるといった時に用いる手段

と全く同じである。外観まですべてが和風の住宅を作ることが資金その他の関係で不可能であ

っても，座敷を一つだけ設けておきたいとする考え方が，この略木割をして，既に幕末におし、

て匹胎していた訳で，その我が国住宅史上の歴史的意義は，極めて大きいものと判断される。

(3〕 雛形相互の関係

本研究で論じた 6種の各種雛形は，室内意匠を記しているという点でそれぞれにつながりは

あるが，特に中でも強い関係にあったのは建具雛形と欄間雛形， また棚雛形と床 ・書院雛形で

ある。

まず建具と欄聞は，たとえ書名には建具あるいは欄間としか名を冠していないと しても，建

具 ・欄聞の双方が記載されている場合が非常に多く，建具雛形では15史料のうち 9史料に，欄

間雛形では19史料のうちの 9史料に，建具 ・欄間が共に書かれてし、る。これは，建具と欄間が

共に指物大工によって作られていたことや，共にカタログ的要素が強く，木割などの寸法意識

がないことなどの共通点がある為と考えられる。

また，建具意匠と欄間意匠に共通の図柄を使うこともある。「抽象基」の模様では澗代” ・

帥欄聞の意匠は， 「抽象型」 「具象型」 ・「遠州型」・「古代模様型」 ・「混在型」の 5つに大別される。注
(4）参照。
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“J公皮菱H ・“吹き寄せ”・“菱つなぎ”

などが双方に使われる。一方具象的な

模様についても， 建具のl隈や帯の部分

に 「具象型」 の模様を用いることによ

り統ーを計ってお り，特に“踊府i".

“松” ・“竹” などの鹿事の柄や“！駿

馬” ・“波千鳥”などが好んで、使われた

ようである （図－ 9）。

棚と床・ 書院においては，座敷飾の

主要素として概して一括して述べられ

ることが多く ，作りつけられる位置も

近いせいもあ り，不即不離の関係にあ

るといえよう。 しかし棚は，その意匠

の変化の多さから，独立して雛形木と

して刊行されるものが多いが，床 ・ 千~｛：

院においてはすべての史料について棚

と共に拙かれている。床 ・書院雛形

は，その初見史料である「刺工三編大

工棚雛形』 以来，その再刊再編の形で

しか記されず，新しい意匠は求め得な

図－10 京都角屋 ・桧m:の間

図－11 金沢成巽閑・群青の間

い。また図についても，床 ・棚 ・書院を明確に区分できないような融合形， あるいはちんくぐ

り，窓等によって空間をつなぐことにより， 相互の一体化を計っている。特に， この一体化現

象は床 ・棚 ・書院のもつ大きな特質としてもよかろう。

さてここで，実際の遺構について室内意匠の統一例をみてみるこ とにする。 これらの一体化

現象を最も如実に表わしているのは，京都の角屋であろう。

角屋は， 揚屋という特殊な事情もあり，各々の部屋が意匠による区分をされている。例えば

「網代の間」 ・「扇の間」 ・「桧垣の間」（図－10）といった具合である。これらの部屋では天井ま

でもが意匠の統ーの一端を担っている。しかし一般家庭では，天井まで含めての統一は少なか

ろう。また，床 ・棚・ 書院に関しても，数寄屋風の，いわゆる知的遊戯の要素をもった意匠を

重ん じ 書院造における厳格さを嫌い，それらを一体化して新しい空間を生み出している。こ

れは，金沢成巽閣「群青の間」 （図－11〕などにもみられる。

このように江戸時代末の室内意匠では，個々の要素を独自に大切にする書院造の手法から，

相互の融合， 意匠の統ーなどによって，新しい座敷釘Iiの手法をみいだしているのである。

15 
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(4) 小結

前章での書誌学的考察に加えて， 本主主では座敷雛形を最終的に総括して，その内容的特質を

明らかにしてきた。 これらを次に列記して小結とする。

①座敷雛形のうちで，先駆的な畳敷様雛形と棚雛形には， 礼法書の中に記されるものがあ

る。畳敷様雛形では，全12史料の うち10史料が礼法書で，その中には全時代を通 じて全く 同じ

傾向の内容が記されるのではなく ，吉凶意識が生まれたり，新しく， 「諸礼家」 と称する人々

の記した畳敷様が付加されるなど変化がみられ，さ らに礼法書から建築審の方に影響を与える

とい う様相もみられる。

一方棚雛形では，全33警のうちの 2書が礼法警に分類される史料で， 礼法書特有の棚が一例

示されているが，他は「四十八棚系」 の棚で占められている。ただし棚の飾 り方や，棚を作る

にあたっての心得などが多く記され，棚製作については大工の書伝と考え合わせるようにとし

ている点から，棚図は， 建築蓄においては作る為の資料であったものが，礼法書では棚飾りな

どを学ぶ為の付図として用いられている と理解される。このように，礼法書と建築書は同じ図

を記していても，木質的に異った性格をもっ。

②座敷雛形を建築技術書として限定する際には，いわゆる木割書からの影響を，その出発

点としている。従って，棚雛形は『匠明股屋集』 ・『新編武家雛形』の系譜を継いで， その「内

作り」の一部として扱われ， 江戸時代前期において「十分之一」の「分一」 として記され，

当世風の木割が一般化する。

③ カタログ化の度合が高まると， 「座敷向略木割」が外観よりも内観重視の意識をうけて

成立し，これを前提にして棚雛形，床 ・書院雛形，建具雛形 ・欄間雛形 ・天井雛形が， 寸法問

題を離れて完全に型見本と化す。

④建具雛形と欄間雛形は，共にカタログ的要素が強いことや，共に指物大工によって作ら

れることなどから，同一史料に混成していたり，建具と欄聞に同一意匠を用いる ことなどが行

jつれる。

床 ・書院雛形と棚雛形では，中世以来の座敷飾要素と して共に重要な位置を占める。作りつ

けられる位置が近いことなどから，床・棚・ 書院を窓 ・ちんくぐり ・柱を切り取る，などによ

って一体化し その融合形として示される ことが多い。

⑤ その結果，明治時代も30年代になると，ょうやく座敷意匠の総合化意識が高まり，明治

34 (1901）年 『新撰座敷雛形』が確立する。 この段階で， 和書における和風住宅の座敷雛形は

は，完結したものと考定される。

結

いわゆる礼法に重きをおいた，雛形木の初源的存在である畳敷様雛形の隆盛とは別に，江戸

時代中 ・後期において「座敷普請」が発展 ・普及し，幕府の家作制限令も，外観だけでなく内
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観，すなわち座敷普請についても言及している。建具 ・欄間縦形等が普及した事実は，それを

傍証している訳である。

この家作制限令は明治維新時に失効するが，江戸時代に潜在した， 「座敷普請」は社会的に

公認されて顕在化する傾向を強める。明治16年までの建具雛形における意匠の複雑化，欄間雛

形では手聞をかけ技巧を凝らした意匠がそれを物語る。一時期，復古的な様相を呈して江戸時

代の古典的傾向に戻るが，一方において，建具 ・欄間意匠の統一，棚雛形の古典「四十八棚系」

の衰退に代わり，床 ・棚 ・書院を融合させた形式での「雑録系」の発展などがみられる。さら

に天井雛形の成立等が，建築的作為として座敷の空間要素を一体化する傾向を顕著にする。

明治時代の住宅遺構調査は，未だ充分ではないが，建具 ・欄間鍬形に象徴される座敷普請の

非常な発達は，建築書においても『座敷書院新撰欄間制i形』〈明治31年一1898），『新撰座敷雛形』

〈明治34年一1901）と，直接その名を冠する雛形本が出現することでも知られる。

中世以来，多くの建築書が住宅を問題にしてきたが， ここにおいてようやく個々の室内構成

要素だけでなく ， 「座敷」全体に視座を据えた建築書が確立した訳で、ある。すなわち，今日に

直結する座敷意匠が，伝統逃産として初めて全望できる時代になったと判断され，そこに「和

風」の古典的住意匠の完成をみる。

The Process of Formation and Change in Architectural 

Manuals “Zashiki-Hinagata" 

- the source of "W afil" in interior design一一一

by 

Maril王oOKAMOTO 

(b叫.of Cult叩 ・alEnvironment and Design) 

In this pap巴rarchitectural manuals, known as“Hinagata-Bon" published from the 17th 

to 19th C., are discussed to clarify th巴 originof the interior cl巴signof the traditional 

Japanese house and its arrangement. 
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