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特集 ハマのヘンテコ建築ビッグ３ （スリー） 
ジャン・ヨコハマ 

まず初めに「ヘンテコ」は私ジャン・ヨコハマ最高の褒め言葉だということをお断りして

おきます。この３つの建築物を最初に目にしたとき、正直「ヘンテコ」だなと思いました。

これは近代建築の歴史の流れの中で、本流から逸脱し、異彩を放っている…?! 最初は、

見た目の「ヘンテコ」さに引かれたのですが、調べてみると時代や背景に何か共通するも

のが見えてきました。このビッグ３、いずれも昭和の始めにつくられており、外国のマネ

ではないぞ、といったつくった人の気概も感じられます。でも想像するに、竣工当時に西

洋建築を勉強していた若い建築家達には、あまり評価されなかったのではないでしょうか。「ヘンテコ」さに

おいて３つの建物は甲乙つけがたく、順位をどうつけるか迷いましたが、年齢順とすることにしました。する

と建物の大きさ順にもなったので、自信をもってこの順位でいきましょう。 

No.３ 八聖殿 

基本情報： 

現 在  横浜市八聖殿郷土資料館 

所在地  中区本牧元町 386 

構 造  ＳＲＣ造２階・地下１階・鐘楼付 

設計者  大林組(山田守) 

竣 工  昭和８(1933)年 
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本牧の丘の急坂を登ると忽然とその建物は現れます。本牧の海が現在のように埋立

られていない時代は、断崖から海が見渡せる絶景の地だったことでしょう。交通ア

クセスの不便さもあり、横浜市民でも八聖殿の存在を知らない人が多くいます。二

階建ての大きな八角形の上部には、これも大きな鐘楼でしょうかギボシ(擬宝珠)で

しょうか、が鎮座した建物は、始めて見る誰もを「なんじゃこれは！」と驚かせる

に十分な外観をしています。 

 

創建者の安達謙蔵氏によると、八聖殿は法隆寺の夢殿を模したそうです。大きさは夢殿

の４倍ほどで、観る人を圧倒します。八角形の建物が珍しいこともあって、夢殿→八聖殿

→武道館へと連なると説く人もいるようですが、こじつけのような気もします。安達謙蔵氏

(1864-1948)は、熊本出身で元豪商にして政治家で逓信・内務大臣を務めたかたですが、

この建物は安達氏が国民の精神修養の場として建造されたそうです。 

 

なお、外国にも八角形の建造物はあります。 

世界の八角形建造物ビッグ３（年齢順） 

① 岩のドーム (エルサレム・７世紀) 宗教施設 

② アーヘンの大聖堂 ( ドイツ・８世紀) 宗教施設 

③ カステル・デル・モンテ (イタリア・１３世紀) 城塞 

 

 

 

外観でビックリして建物の中に入ると、またビックリします。かつては１階は安達氏の

別荘として使用され、２階が精神修養道場となっていました。今も、２階のホールの舞

台の上には、当時のまま、等身大の八聖人の立像が一列に並んで祀られています。八聖

人とは、左からキリスト、ソクラテス、孔子、釈迦、聖徳太子、弘法大師、親鸞、日蓮

で、その選者は安達氏と親交のあった徳富蘇峰とで選んだという説もあります。外国人

４人、日本人４人とバランスを取っている以外は、選定の基準はまるで判りません。彫

像はいずれも当時は著名な彫刻家たちにより制作されました。また、八聖人の真ん中の

鏡と頭上の模様は、肖像にできない天皇とマホメッドを暗示していると解釈されている

そうです。また、八聖人に向かって左脇の下には閉園になった花月園（鶴見）から移さ

れた聖観世音（しょうかんぜおん）像が安置されています。 

安達氏は戦後公職追放された後、失意のまま昭和２３(1948)年に郷里の熊本で８３歳で死去されました。八

聖殿は昭和１２(1937)年に安達氏から横浜市に寄贈された後、昭和４８(1973)年に「横浜市八聖殿郷土資料

安達謙蔵氏胸像 

聖観世音像 
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館」として郷土民具の展示や講堂での歴史講座などに活用されて現在に至っています。 

◎八聖殿に関する詳しい内容は「アーカイブ」ページに収納されている「謎の八聖殿と歴史講座」（仲間・施設の記事、2016

年 11月 20日掲載）の記事をご参照ください。 

No.２ 大倉精神文化研究所 

基本情報： 

現 在  横浜市大倉山記念館 

所在地  港北区大倉山 706 

構 造  ＲＳＣ造３階 

設計者  長野宇平治 

竣 工  昭和７(1932)年 

市指定文化財(平成３年１１月) 

 

八聖殿と同様に、急坂を登った丘の頂上にある大倉

山記念館ですが、こちらは東急大倉山駅からすぐ近くの場所に

あり、観梅の名所でもあることから、八聖殿に比べれば格段に

知名度は高いと思います。 

 

大倉精神文化研究所は「東西両洋における精神文化および地域

における歴史・文化に関する科学的研究および普及活動を行

い、国民の知性および道義の高揚を図ることにより、心豊かな

国民生活の実現に資し、もって日本文化の振興および世界の文

化の進展に寄与する」目的で設立されました。設立者は佐賀県

出身の実業家(紙問屋)で後に東洋大学学長を務めた大倉邦彦氏

(1882-1971)です。 

 

建物は研究所の本館として長野宇平治氏(1867-1937)の設計に

より創建されました。設計者本人が「プレ・ヘレニック様式」

と命名したこの建物もかなり「ヘンテコ」です。流行の古典主

義建築が求めた古代ギリシャ建築よりさらに古い、クレタやミ

ケーネ文明の様式を取り入れたそうです。長野氏は過去にこの

様式の建築をしておらず、この建物が長野氏最後の作品となっ

たため、世界中でただ一つのプレ・ヘレニック様式となりまし

た。それでも「様式」と呼ぶのでしょうか？ プレ・ヘレニッ

ク様式の柱は下が細くなっていて、正面玄関の柱がそうなって

いるとの説明文がありましたので、今度行かれた時にはよく見

てください。 

 なお、開所式での大倉氏の挨拶ではこの建物に関する言葉は一切聞かれなかったそうで、設立者の大倉氏

がこの建物をどう思っていたのかは、謎のままです。 

玄関を入ると荘厳な雰囲気、階段がホールへの

扉へと 

吹き抜けの上部には獅子と鷲、黄色いステンドグラス

がお洒落 
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大倉山という地名の誕生 

記念館のある舌状台地上からは弥生時代の遺跡が見つかっ

ています。元々この地域は太尾（ふとお）と呼ばれていまし

た。舌状台地が太い尾のように伸びる地形が地名の由来のよ

うです。 

 大正１５(1926)年に東京横浜電鉄(現、東急東横線)が開通

すると、「太尾駅」として開業します。昭和７(1932)年に大

倉精神文化研究所がこの地に建設され、同時期に渋谷－桜木

町間を開通させた東急は駅名を「大倉山駅」に変更します。

「大倉山」の地名の誕生です。 ただし、「太尾町」から「大

倉山」への町名変更はすっと後の平成１９(2007)年になって

からです。 

 

←これがプレ・ヘレニックのデザインとか 

 

 

 

 

 

 

 

 

日本精神文化曼荼羅図  

ここにも八聖殿の八聖人にも匹敵する豪華メンバーが描かれてい

ます。大倉氏が創案し、仏教学者の辻善之助氏と選定、日本画家

の井村芳外が描いた約２.４ｍ四方の大きな絵が今も図書館閲覧室

に掲げられています。 

 聖徳太子を中心に、右上から時計回りに空海(弘法大師)、栄西 

親鸞、日蓮、北畠親房、道元、法然、菅原道真、西澄です。曼荼

羅の四隅には持国天、増長天、広目天、毘沙門天です。 (アンダ

ーラインは八聖人のメンバーでもある) 

教会の内部を思わせるホール 

大倉邦彦氏 座禅修行の様子 

大倉山公園の梅林 
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凡人の私にはまったく理解不能。安達謙蔵氏と大倉邦彦氏をお呼びして、同時インタビューしたかった。 

 

戦後、精神文化研究所はＧＨＱにより活動停止を命ぜられ解散させられます。昭和２０年に大倉氏はＡ級戦

犯の容疑で巣鴨プリズンに収監されますが、２年後に無罪釈放されて昭和２７年には活動に復帰します。 大

倉氏の死後の昭和５６(1981)年に土地を横浜市が買い取り、建物は寄贈を受けて、昭和５９(1984)年に「横

浜市大倉山記念館」として開設、イベントや文化活動の拠点として活用されています。 

 

No.１ 神奈川県庁本庁舎 

基本情報： 

 所在地  中区日本大通１ 

 構 造  ＲＳＣ造５階・地下１階・塔屋９階 

 設 計  神奈川県庁(原案：小尾嘉郎) 

 竣 工  昭和３(1928)年 

 愛 称  キングの塔 

 国登録文化財(平成８年１２月) 

 

横浜が誇る「横浜三塔」のキングを「ヘンテ

コ」とは何だとお叱りを受けそうですが、改め

て見直してみてもやっぱり「ヘンテコ」です。洋風建築の上に何故か

和風の塔が乗っているのです。塔の高さもやたらに高くて、見る角度

によっては極めてバランスが悪いのです。ところがこの後、洋風建築

に和物が乗るという発想の建築物が各地に出現することになります。

神奈川県庁舎はその先陣をきったのです。これらの建築物を総じて

「帝冠様式」と一般には呼ばれていますが、私の尊敬する某先生が

「帝冠様式なんて様式はない」とおっしゃるので、私も使いません。

確かに様式はおかしいかも知れません。言うなら帝冠主義でしょう

か。 

発想が似た主な建築 

  ① 名古屋市役所(1930 年竣工) 

  ② 京都市美術館(1930 年竣工) 

  ③ 九段会館(1930 年竣工) 

  ④ 愛知県庁舎(1931年竣工) 

 

どうもこの発想は当時の全国のお役人に好まれたようです。西洋に対

する劣等感の裏返しのようのような気もしますし、それとも西洋なん

かには負けないぞとの意気込みとも感じられます。 

なお、帝冠様式を軍国主義と結びつける考え方もあるようですが、

日本軍の建造物には採用されていないので、多分、当時の流行りと考

えた方が良さそうです。 

１階にある陶製の照明 
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県庁内部の装飾は当時の技術の粋を集めているので、ぜひ

ボランティアガイドさんにそれぞれの説明をしてもらいな

がら、見学されることをお勧めします。 県庁舎は平日８:

３０～１７:１５の間は誰でも入館でき、資料展示室の見

学と屋上に出ることができます。屋上は絶好のお奨め無料

観光スポットで、横浜港を一望できます。従来は第３日曜

日が庁舎の公開日で、資料展示室と屋上だけでなく知事室

や旧貴賓室、旧議場などを見学できましたが、現在は工事

の関係で中止されています。なお、不定期で公開すること

があるので、ホームページなどでチェックしてみては如何

でしょうか。 

現代も頑張るビッグ３ 

 昭和の始めに建設され、戦争へと向かう時代も見つめてきたハマのヘンテコ建築ビッグ３たちも、８０年以

上の年月を経て、現在の平和な時代でそれぞれ頑張っています。皆さんも時々は彼らに逢いに行ってあげて

ください。もう二度と新しい「ヘンテコ」な建築物が出現するような時代にならないことを願いつつ。 

 

県庁の屋上からの眺め 


