
京都外国語大学
ラテンアメリカ研究所

2022紀要

ISSN   2433-2259

Vol.

22

‹論文›
「病」から誕生したアステカの太陽神
―陰と陽を併せ持つ天使たち―
……………………………………………………………………嘉　幡　　　茂  　 1

異端審問と領主権をめぐるテスココ先住民貴族層の紛争
……………………………………………………………………小　林　致　広  　23

A obra “Inocência” e a introdução da literatura brasileira na Era Meiji do Japão
……………………………………………………………………久保平　　　亮  　45

感覚実践がマヤ系先住民の織物文化の連続性に与える影響
……………………………………………………………………大　倉　由布子  　67

‹研究ノート›
Rethinking Colonial Frontiers: Survivance and Residence on The Itza Maya
……………………………………………………………………白　鳥　祐　子  　93

明治・大正期における草創期のラテンアメリカ文献
̶横山源之助、永田稠、藤田敏郎のラテンアメリカ移民論̶
……………………………………………………………………辻　　　豊　治   113

メキシコ近代建築の位相
―  ルイス・バラガンの感情的建築思想と、
機能主義および地域主義との比較を通じて―
…………………………………………………………………東　　　俊一郎   127

‹書評›
アルトゥーロ・エスコバル著、北野収訳・解題
『開発との遭遇―第三世界の発明と解体』（新評論）
……………………………………………………………………中　沢　知　史   145



メキシコ近代建築の位相

─ 127 ─

〈研究ノート〉
メキシコ近代建築の位相

― ルイス・バラガンの感情的建築思想と、機能主義および地域主義との比較を通じて ―

東　　　俊一郎＊

1．はじめに

メキシコ人建築家ルイス・ラミロ・バラガン・モルフィン（1902-1988、以下「バラガン」）は、
1980年にメキシコ人として初めて「建築界のノーベル賞」とも呼ばれるプリツカー賞 1）を受賞す
るなど、土着文化とモダニズムを融合した叙情的な建築作品が国際的に認知されている。バラガ
ンおよびメキシコで活躍したドイツ人美術家マティアス・ゲーリッツ（1915-1990、以下「ゲーリッ
ツ」）は、建築が人間感情に作用する必要性を「Arquitectura Emocional（以下、感情的建築）」と
して提唱し実践した。感情的建築は、モダニズム建築における人間性の回復を目指したものであ
り、さらには建築と芸術の統合を目指す試みであった。1954年に提唱された感情的建築は、メキ
シコ近代建築史において、機能を重視し装飾的な要素は排除する機能主義から、建築に地理的文
脈を取り込む地域主義への転換期に生まれた。メキシコ革命（1910-1917）を経て、革命の理想と

キーワード
感情的建築、ルイス・バラガン、マティアス・ゲーリッツ、近代建築、メキシコ

Resumen

The “Emotional Architecture” advocated by Barragán  and Goeritz was meant to be a 

reaction against functionalism in the context of the times, but it also stated that architecture, 

like art in general, should reflect the spirit of the times, and to this end, architecture should 

have the function of working on the human emotions. The Philosophy of “Emotional 

Architecture,” which Barragán explored early in his architectural career and which Goeritz 

named in 1954, was extremely different from the “functionalism” that prevailed at the time. 

In contrast to Mexican “functionalism,” which was strongly tied to post-revolutionary political 

ideology and excluded decorative and aesthetic elements from architecture, the former’s 

conception of architecture’s role was to restore humanity, and it was extremely aesthetically 

concerned and attempted architecture as an art form. Although some consider “emotional 

architecture” to be the precursor of the “regionalism” that followed, the architectural 

expression of “emotional architecture” was more abstract and universal than that of 

“regionalist” architecture, which expressed regional characteristics in a figurative manner.

＊　メキシコ・モンテレイ大学
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近代化の実現を目指す 1920年代以降のメキシコでは、建築に合理性や経済性を重んじ、美や人間
性を排除する傾向にある機能主義が主流であったため、バラガンらの試みは極めて異質であった。
そのため、同時期の国内の建築界からのバラガンの評価は低く、後に続く建築家も限定的であっ
た。

1940年頃から、国際的な建築様式の潮流において、モダニズム建築や機能主義への批判が高まっ
ていく中で、海外の建築家、美術家や批評家がバラガンの価値を「発見」した。バラガンは、
1976年にニューヨーク近代美術館で個展を開催し、続いて、1980年にプリツカー賞を受賞したこ
とで国際的評価を高め、メキシコ国内における彼の再評価が進んだ。
バラガン研究において、感情的建築を切り口としたバラガンの建築思想の研究事例は、現時点
では極めて少ない。しかし、バラガンは、そのキャリアの早期から建築によって感情を揺さぶる
ことを重視しており、感情的建築思想について理解を深めることは、彼の作品を理解する上で重
要な意味合いを持つと考えられる。

1.1　先行研究
バラガン研究においては、彼の交友や社会背景など周囲の事象を調査・分析するアプローチと、
彼の建築作品における空間構成や建築表現を調査・分析するアプローチが一般的である。国内研
究には後者が多い。
バラガンの建築作品および思想について初めて体系的に紹介されたのは、1976年にニューヨー

ク近代美術館で開催された個展のエミリオ・アンバスによる図録だった（Ambasz 1976）。建築史
分野でバラガン研究の先駆けとなったのは、イギリス人建築史家ケネス・フランプトンで、近代
建築史の文脈における建築家バラガンの位置づけを行い、バラガン建築を、欧米から世界に伝播
したモダニズムの潮流の中で、風土や地形、土着文化とモダニズムが融合した「地域的建築」と
位置付けた（Frampton 1985）。バラガン財団およびヴィトラ・デザイン美術館による国際巡回展「ル
イス・バラガン -静かなる革命展」において出版された図録では、フェデリカ・ザンコらがバラ
ガンの全貌を、歴史的文脈、建築作品、交友関係などを紐解きながら多様な視点で整理した（Zanco 

2002）。これらの文献では、バラガンの感情的建築思想について、ゲーリッツとの関係性に触れる
際に簡単に取り上げているものの、思想内容そのものについての考察や、歴史的文脈を考慮した
比較、分析は行われていない。
バラガンの感情的建築の研究としては、ニコラス・ギルソウルは、バラガンの建築作品から特
徴的な空間を選び、訪問者の印象調査に基づいて得られた印象が、バラガンの意図していた知覚
的効果であったかについて考察を行った（Gilsoul 2009）。また、チュロー・ヨンらは、バラガン
の感情的建築について、建築空間における空間のボリューム、光、調度品が訪問者の共感覚を刺
激する装置として機能しているとした（Chuloh et al., 2021）。これらの論文は、感情的建築につい
て、建築空間における思想の実践についての検証やその効果についての分析に留まっている。
日本国内では、バラガンの建築空間の分析に関する論文が大半を締めている。大河内と廣澤は、
回遊性、スケールと素材、内向性、庭、重層性、色彩と光という 7つの要素に着目し、綿密な実
測調査に基づいてその解明を試みた（大河内・廣澤 2015）。また、バラガンの建築空間の分析を
行う上での視覚記録として、二川や斎藤によるエッセイを添えた質の高い建築写真が海外でも出
版され、広く知られている（二川 1979, 2009; 齋藤 2002）。バラガンの思想や建築史における位置
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付けについて、日本国内の研究は極めて限られるが、大津は、メキシコ近代建築における機能主
義から地域主義への変容について、バラガンと急進的機能主義者として知られるメキシコ人建築
家フアン・オゴルマン（1902-1982、以下「オゴルマン」）を対比して論じている（大津 2016）。こ
の中で、社会背景と建築の潮流について豊富な資料に基づき整理を行っているが、感情的建築に
ついては簡潔な紹介に留まっている。
以上の通り、バラガン研究において、その作品の歴史的文脈や建築空間に対する分析や評価は
進んでいる一方、バラガンの建築思想としての感情的建築を切り口にした分析は不足している。

1.2　研究の目的と手法
本論では、メキシコ近代建築史におけるバラガンの感情的建築の概要を明らかにし、その理解
を深めることを目的とする。まず、感情的建築について、その歴史的文脈と内容を整理し、続いて、
感情的建築におけるバラガンとゲーリッツの考えの違いを明らかにする。また、同時代のメキシ
コ近代建築の潮流である機能主義と地域主義について、その歴史的文脈と内容を整理し、感情的
建築と比較、考察する。
研究にあたっては、フェデリカ・ザンコ、大津などの先行研究や、バラガン、ゲーリッツ自身
の言説である『プリツカー賞受賞講演』（Barragán  1980）、『感情的建築のマニフェスト（Manifesto 

de la arquitectura emocional）』（Goeritz 1954）などの文献調査をもとに分析を進める。

2．感情的建築

2.1　感情的建築が生まれた時代背景と位置付け
1920年代以降に欧米からもたらされた機能主義建築は、1910年からのメキシコ革命から受け継
がれた理想主義と、都市に流入してきた中産階級に対して住まいを提供するという現実的な急務
に誘発され、メキシコ国内で急速かつ広範に普及した。拡大する都市の近代化を進めるため、機
能主義の経済性や合理性、新たな時代の構築を想起させる革新性が評価され、機能主義建築の建
設が官民において積極的に進められた。自らも建築家として機能主義建築を実践し、アカデミー
で西欧のモダニズムや機能主義の教えを広げたホセ・ビジャグラン・ガルシア（1901-1982）に師
事したオゴルマンらは、より急進的に機能主義を実践し、多くの公共建築の建設を推進した。彼
らは、建築の実用性や機能性を特に重視し、人間の感性や感情に関わる美的、芸術的要素を排除
する「技術建築」を推進した。メキシコでは、1930年以降、革命後の政治的イデオロギーや社会
情勢と相まって、「形態は機能に従う」とする機能主義が官民において主流であった。

1946年に発足したミゲル・アレマン政権（1946-1952）以後、第二次世界大戦の終結も契機とな
り、1960年代まで続く経済発展が始まった。機能主義建築は、当初の革命の理想や理念から外れ、
単なる流行あるいは資本主義の象徴に変容したとして、反発や批判の声が上がるようになった
（Aptilon 2008:44）。バラガンが 1930年代から実践し、1954年にゲーリッツが名付けた感情的建築
は、反機能主義の潮流に先 をつけるものであった。バラガンとゲーリッツは、感情的建築を通
じて、当時の建築が軽視あるいは否定していた人間性の回復を訴えた。
現在では国内外で認められているバラガンだが、同時代のメキシコ人建築家たちによる評価は
低かった。ビジャグランを始めとする同時代の建築家たちは、バラガンの作品に対して、演出的
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であり建築家として完全に失敗、などと厳しい評価を与えた。バラガンは、1976年にニューヨー
ク近代美術館で回顧展が開催され、1980年にプリツカー賞を受賞するまで、メキシコ国内ではほ
ぼ無名の建築家であった（大津 2016:175）。背景には、バラガンの手掛ける建築が、政治的イデオ
ロギーを反映する大規模な公共施設を対象にしていなかったこと、また、機能主義偏重の時代に、
色彩を活用した彼の建築が舞台演出的あるいは表現主義的であるとみなされたことが理由に挙げ
られる。

2.2　ゲーリッツの感情的建築
感情的建築は、1954年にゲーリッツの『感情的建築のマニフェスト』により初めて提唱された。

ゲーリッツは、モダニズム建築が人間の感情に作用することの重要性を説き、「実験美術館エル・
エコ（Museo Experimental El Eco、1953、以下『エル・エコ』）」において実験的にその思想を実
現した。「エル・エコ」で、ゲーリッツは傾斜する壁やそびえ立つ塔で形成されるダイナミックな
空間を作り、人間の感情に高揚をもたらす建築の実践を試みた（図 1）。ゲーリッツは、その試み
を「モダニズム建築の中に、人間の心理的な感情を再び生み出すことを目的とした実験」と述べ、
その建築を「感情を主な機能とする建築の一例」と形容した（Goeritz 1954）。このプロジェクト
には、芸術顧問として参画したバラガンを始め、建築家やエンジニア、美術家、音楽家、建築学
科の学生など様々な人々が関わった。
翌年にゲーリッツが発表した『感情的建築のマニフェスト』では、当時メキシコで主流だった
機能主義建築に対して、「建築の合理的な側面を強調しすぎている」、「（人々が）建築の論理と実
用性に押しつぶされそうになっている」と述べ、「（モダニズム）建築とその近代的な手段と材料
を用いて、人々を精神的に高揚させる」ことの必要性を説いた。モダニズム建築が、古代の神殿
や中世の大聖堂のように人々に精神的な高揚、真の感動を与えることができれば、「人々は建築を
再び芸術と考えることができる」とした（Goeritz 1954）。ゲーリッツが「エル・エコ」で制作し
た「塔」という題材は、その記念碑的彫刻の社会的機能や、「視覚的祈り」としての彼の考えを表
現するもので、その後の創作活動における主要な題材の一つになった（Goeritz 1970）。ゲーリッ
ツは、人々が、本来の機能主義にもとづく「美しく、快適で、適切な家」以上のものを求めており、
建築に感情という機能を付加することで、その要求に答えることができると考えた。以下、ゲー
リッツの考える感情的建築について、（a）着想、（b）作用する対象、そして（c）引き起こされる
感情の状態について『感情的建築のマニフェスト』の言説を整理する（Goeritz 1954）。

（a）着想
ゲーリッツは、建築は「人々の精神を高揚させ、人々を感動させる」ものであるべきとし、そ
の着想を広場、ピラミッドやギリシャ神殿、大聖堂、あるいは宮殿といった、巨大なモニュメン
トや公共建築から得た。彼は、「エル・エコ」の中庭に、自立した 11メートルの作品「黄色い塔（Torre 

Amarilla）」を制作した（図 2）。外壁の外からも目を引き、際立った存在感を放つこの作品は、彫
刻と建築の中間に位置し、古代エジプトの記念碑オベリスクのようなものであった（Quesada 

2016）。
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（b）作用する対象
ゲーリッツは、公共空間における大衆（集合体としての人間）の感情に作用することを意図し
ていた。そのため、建築家は地域との関係性に気を配るよう述べた。

（c）感情の状態
ゲーリッツは、彼の感情的建築によって引き起こされる感情の状態を、「落ち着きのない動き」、

「非対称性」といった動的状態で表現した。「エル・エコ」は、大胆な空間構成で人々の精神を高
揚させることを企図し、直角に交わる壁はほとんどなく、遠近法で過度に誇張されたアプローチ
や極端に高い天井で、空間の広さや高さに抑揚をつけた（図 3）。
また、ゲーリッツは「思考より信仰を」とのスローガンを掲げ、信仰によってもたらされる感
動や陶酔を重視した（Ingersoll 2002:222）。ゲーリッツは、「人に超越的な体験を誘発する」こと
を意図し、人間の尺度を超えたスケールを持った巨大で象徴的な対象を建築に取り入れ、神の崇
高さを表現した。「エル・エコ」の中庭には、黄色に塗られた巨大な長方形の立像と蛇の抽象彫刻
という、いずれも巨大で抽象化された作品を設置した。これらの抽象的な彫刻作品は、訪れた人
の心の投影を追求するために用いられた（Goetriz 1970）。

2.3　バラガンと感情的建築
ゲーリッツと公私において交流のあったバラガンは、感情的建築を思想として提唱することは
なかったが、その言葉を自分のものとし、自身の建築作品において実践した。バラガンは、ゲーリッ
ツと出会う以前から、建築が人間感情に与える作用について強く意識していた。1934年、バラガ
ンが設計した「ニュートン邸（Casa Newton、1934）」の設計図書に保存された『現代建築の美学
についてのいくつかの原理（Algunos principios de estética de la arquitectura cntemporánea）』と
表された手書き文書の中で、「建築は、彫塑的なものであり、実用的な側面を超え、その量感によっ
て感情を引き起こすために存在する」と記した。バラガンはモダニズムを代表するフランス人建
築家ル・コルビジェ（1887-1965）の建築思想に影響を受けていたものの、コルビジェの思想に見

図 1（左）　ゲーリッツによる「エル・エコ」のドローイング（出典：eleco.unam.mx）
図 2（中央）　「エル・エコ」中庭の黄色の塔（出典：eleco.unam.mx）

図 3（右）　「エル・エコ」平面図（出典：Archivo Goeritz CENIDIAP México DF.）
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られる機能性への傾倒よりも、量塊と壁面の簡素さ、静かに交互に現れる光と影、深い感情を沸
き起こして美の概念に形を与えるモダニズム建築の可能性に傾倒した（De Michelis 2002:55）。
バラガンは、1950年代から 1960年代にかけて、かねてからの知己であったメキシコ人画家・
骨董家ヘスス・（チューチョ）・レイエス・フェレイラ（1880-1977、以下「チューチョ・レジェス」）、
ベルリンからやってきた彫刻家ゲーリッツと活発に協働した。彼らの持つ色彩や素材感覚、感性
から大いに影響を受けながら感情的建築を実践する中で、現代における建築の本質的な役割を抽
出し普遍的な形で表現するという、建築を通じた芸術活動に積極的に取り組んだ。バラガンの円
熟期には、「ペドレガル庭園分譲地（Jardines del Pedregal、1945-1952）」、「ルイス・バラガン邸（Casa 

Barragán、1947-1948）」、「カプチン修道院（Capuchin Convent Chapel、1954-1963）」、「サテライト・
タワー（Torres de Satélite、1957-1958）」、「サン・クリストバル 舎（Cuadra San Cristóbal、
1966-68）」、「ヒラルディ邸（Casa Gilardi、1975-1977）」など、「メキシコの伝統から近代への生き
生きとした再解釈を成し遂げた」と評される数々の作品を手掛けた（Frampton 2002:23）。1976年、
バラガンはニューヨーク近代美術館で行われた自身の回顧展において、「私は感情的建築を信じ
る。建築がその美しさによって感動を与えることは、人類にとって非常に重要なことである」と
述べた（Ambasz 1976:8）。以下、バラガンの考える感情的建築について、（a）着想と（b）作用す
る対象、そして（c）引き起こされる感情の状態について『プリツカー賞受賞講演』をもとに整理
する（Barragán 1980）。

（a）着想
バラガンは、自身の建築作品は自伝的なものであるとし、「私が達成したすべてのことの根底に
は、幼少期と思春期を過ごした父の牧場の記憶がある。私は作品の中で、あの懐かしい時代の魔
法を、現代の生活のニーズに合わせようと常に努力してきた」と述べた。また、「個人的な過去を
詩的に認識することを郷愁とする。芸術家自身の過去は創造的な可能性の源泉であり、郷愁に基
づく内なる啓示に耳を傾けるべき」とした。
バラガンは自身の過去の記憶や郷愁に着想を得ながらも、その中から普遍的な価値を抽出し、
自らの時代にふさわしい建築を解釈して発展させなければならないと考えた。バラガンのこのよ
うな思想の背景には、彼が尊敬の念を抱いていた二人、ドイツ人作家・造園家フェルディナン・バッ
ク（1859-1952）と同郷人の壁画家ホセ・クレメンテ・オロスコ（1883-1949）の影響があると考え
られる。
バックは、自身の庭園作品の意味は「郷愁をかきたてる要素だけからなる建築を作るための大
胆不敵な努力にある」と述べた。彼は、近代性や限定された様式や時代の特徴に従うことを避け、
「地中海から生まれた形態の中から、時代や宗教、領域の限定されすぎた特徴を示すものをすべて
引き剥がし、それらの素朴な総合を作り出す」と述べた（De Michelis 2002:45）。
また、バラガンは、オロスコの中に、郷里の伝統に根ざしながらも時代の考え方に賛同をする
という、伝統と近代の理想的な結合を見た。オロスコは、「新しい世界の芸術は、古い世界の古い
伝統に基礎を置くことはできない。あらゆる民族、あらゆる時代の芸術には、人間的で普遍的な、
共通する道徳的価値があるが、それぞれの新しい一団は、その力で行動し、創造し、その作品、
公益の個別の貢献を残さなくてはならない」と断言した。オロスコとの出会いを経て、バラガン
は「各々の建築家は、自分が生きている時代にふさわしい建築を解釈して発展させなければなら
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ない」と主張するようになった（De Michelis 2002:50-51）。バラガンにとって、今日の建築の本質
的な役割は、近代生活の非人間的な側面を取り除くために、平静、親密さ、驚きといった感情を
生み出すことだった（Aldrete-Haas 2002:279）。

（b）作用する対象
バラガンは、「自伝」、「郷愁」、「記憶」という表現を用いて、過去の個人的記憶が建築の表現を

方向づけるとした。また、バラガンは、「人間のサイズに縮小された自然は、現代生活の攻撃性に
対する最も効率的な避難所に変わる」と述べ、ヒューマンスケールに合わせた空間に言及した。

（c）感情の状態
バラガンが求める感情の状態は、「静寂」、「孤独」、「静けさ」といった静的状態で表現された。「静
寂」という言葉は『プリツカー賞受賞講演』の中で特に多く登場した。例えば、噴水を「静かで
穏やかなせせらぎ」と表現し、喜びを「静かな喜び」と表現するなど、バラガンが「静寂」を重
視した傾向が見てとれる。
また、バラガンは、神との個人的な対話を行う内省的な空間を建築に取り入れた。彼は、「私は
カトリック教徒なので（中略）宗教的遺跡や、廃墟となった修道院を敬 な気持ちで訪れたこと
が何度もある。そして、人気のない回廊やひっそりとした中庭を訪れたときに感じられる静穏さ
や安堵感に、いつも深く感動する。自分の作品にもこのような印象を与えることができないもの
かと考えた」と述べた。

2.4　感情的建築の作品事例
ルイス・バラガン自邸（メキシコシティ、1947-1948）

1948年にメキシコシティに建てられたバラガン自邸は、バラガンが 1988年に死去するまで暮
らし、仕事もした住宅兼仕事場で、彼の代表作の一つである。設計図上の建物自体は 1948年に完
成したが、時間をかけて少しずつ手を加えたり、実験をしたりしながら、自身の思想の建築空間
への反映を試みた（Zanco 2002:93）。例えば、庭に面したリビングルームの十字型の格子窓は、
内部と外部の視覚的な境界をほぼ無くしながら、外光によって十字架がモニュメントのように浮
き上がり、内部にいる者に静謐な宗教的感動を呼び起こす効果を持つ（図 4）。バラガンは感情的
建築を目指したが、直感で設計することはなかった。論理と周囲の知識人との知的会話がベース
となって、魅力的な空間が生まれている（O'Leary 1995:115）。
また、チューチョ・レジェスやゲーリッツの審美眼や美的感性によって選ばれた調度品や装飾
品、絵画、彫刻などの美術作品が、建築と一体的かつ物語的に配置され、訪れる人の感覚的反応
や連想の連鎖を誘うようになっている。この建築作品には、『プリツカー賞受賞講演』で言及した
「静寂」、「魅惑」といった叙情的な雰囲気が実現され、「現代生活の攻撃性に対する最も効率的な
避難所」としての普遍的な価値が備わっている（Barragán 1980; Barragan Foundation-a 2022）。

カプチン修道院（メキシコシティ、1953-1960）
カプチン修道院は、バラガンの代表的な建築作品の一つであり、彼の宗教的信念に加え、教会
建築や宗教美術への深い関心が存分に発揮された。この建築は、既存のコロニアル建築とその付
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属施設の改修、新しい礼拝堂の建設、敷地後方への増築など、数々の工程を経て完成した。バラ
ガンは、屋外空間に美しい中庭を作るため、既存の平面計画を改良した。外部空間である中庭は、
外の世界を遮断する高い外壁で仕切られている。外壁によって切り取られた青空と植えられた
ブーゲンビリアの緑葉とピンクの花が強いコントラストを生み、水盤が安らぎを添える。
内部空間は、礼拝堂の長方形の身廊に 2つの壁を鋭角に接合したプリズム状の三角柱を配置し、
側廊と主廊が祭壇に向かって収束するダイナミックな視覚的効果を作り出した（図 5）。バラガン
は、細部のこだわりを求め、建設中も設計変更を繰り返し、完成には 6年以上を要した。
チューチョ・レジェスは黄色の十字架、祭壇、修道服や食器のデザインや選定に加わり、ゲーリッ
ツは祭壇背後の金色のパネルや琥珀色のステンドグラスをデザインした。琥珀色のステンドグラ
スを通して入射する光は、訪問者に深い宗教的感動を呼び起こす。カプチン修道院の完成により、
バラガンは視覚芸術の調和を追求することになったとされる（Barragan Foundation-b 2022）。

サテライト・タワー（メキシコシティ、1957-1958）
サテライト・タワーの建設は、1950年代、当時のミゲル・アレマン大統領の働きかけのもと、

拡大するメキシコシティの衛星都市建設という公共事業の一環で行われた。1957年、都市計画を
担当した建築家・都市計画家マリオ・パニは、近代化を象徴する幹線道路を計画し、その中心に
都市の新たな芸術的要素を作り出すため、バラガンにモニュメントのデザインを依頼し、翌年落
成した。バラガンはゲーリッツとチューチョをこのプロジェクトに引き入れ、近代的な幹線道路
の一部を構成する一群の塔を共同で構想した（Lampugnani 2002:157）。鉄筋コンクリート造で作
られた高さ 30メートルから 50メートルの 5本の二等辺三角柱の塔は、バラガンとゲーリッツが
ともに訪れたイタリア、サン・ジミニャーノ（San Gimignano）の塔に着想を得ていると言われ
ている。この塔は、幹線道路からの見る場所によって、記念碑のようにも巨大な建物のようにも
その印象を変える（図 6）。「視覚的祈り」が表現されたサテライト・タワーは、近代の建築と都

図 4（左）　ルイス・バラガン自邸
図 5（中央）　カプチン修道院
図 6（右）　サテライト・タワー

（図 4-6 出典：Barragan Foundation）
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市開発、芸術と建築の融合、モダニティとモダニズムを象徴する重要な作品となった 2）（Barragan 

Foundation-c 2022）。

2.5　感情的建築におけるバラガンとゲーリッツの比較
ゲーリッツとバラガンの提唱する感情的建築思想は、その時代背景から機能主義への反発とい
う意味を持ちながら、建築においても一般の芸術と同様にその時代の精神を反映させるべきであ
り、そのためには、建築が人間の心理や精神へ働きかける機能を持つべきとする考えにおいて共
鳴していた。また、両者ともに建築表現における宗教的精神性を重要な要素とした。両者の感情
的建築思想には相違点もあり、ゲーリッツの場合、建築の着想は古代神殿などの巨大建築やモニュ
メントから得られ、建築が作用する対象は大衆であり、引き起こされる感情の状態は高揚感など
の動的状態であった。バラガンの場合、建築の着想は過去の思い出や修道院から得られ、建築が
作用する対象は個人であり、引き起こされる感情の状態は、静寂や安堵感などの静的状態であっ
た。
感情的建築思想はゲーリッツが 1954年に『感情的建築のマニフェスト』において提唱したが、

バラガンは、その以前からも建築が感情に作用することを意図した創作活動を行っていた。多数
の建築家や美術家との国際的かつ横断的な交流を持っていたバラガンの制作活動における視座
は、単に機能を提供するだけの建築や、一部の政治的イデオロギーに沿った一時代的な建築を手
掛けるのではなく、時代の精神を反映した普遍的な価値を持つ建築の創造を目指していたと推察
される。その建築は、絵画、彫刻、そして詩などの様々な芸術要素が一体的に統合されている。
バラガンは、ゲーリッツの名付けた感情的建築が、近代建築史あるいは近代美術史の文脈に残り
うる概念であると考え、ゲーリッツとの協働を積極的に行ったのではないかと考えられる。

3．機能主義

3.1　国際的な機能主義建築の潮流
建築における機能主義とは、建物はその目的や機能のみに基づいて設計されるべきという原則
に基づいている。機能主義、合理主義にもとづくモダニズム建築の潮流は、第一次世界大戦
（1910-1917）において特に大きな被害を受けたヨーロッパを中心に、人々のためにより良い社会
を新たに構築する必要性に触発され、都市の復興及び近代化を目指す中で広く受け入れられた。
この潮流は、西欧を模範とする国々に広がった。モダニズムは、建築が持つべき機能と効率、形
態の合理性を重視し、国や地域など特定の場所に関わらず均一で合理的な建築空間を生み出した。
モダニズムでは、鉄筋コンクリートや鉄といった新しい建築素材と、それらを用いた新しい工
法の出現によって、空間を効率的に生み出す柱・梁や壁などの構造的要素が、装飾などの美的要
素よりも重視された。構造に関わらない要素は、建築を形作る本質として扱われず、美術、伝統
工芸や地域的な美的感覚など、人間的感性に関わる要素は二次的なものとして扱われた。建築家
ル・コルビジェによる、機能美の追求を端的に表す「住宅とは住むための機械である」との一節や、
ドイツ人建築家ミース・ファン・デル・ローエ（1886-1969）による、華美な装飾の排除を意味す
る「少ないほうが豊かである」との一節は広く知られている。
国際的な運動あるいは潮流としてのモダニズム建築の誕生と普及には、コルビジェなど主に西
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欧 の 建 築 家 が 1928 年 に 設 立 し た「 近 代 建 築 国 際 会 議（CIAM、Congrès International 

d'Architecture Moderne）」の果たした役割が大きい。CIAMは、モダニズム建築共通の原則を世
界に広めることを目的とし、1959年までに各国で 11回の会議を開催し討論を重ねた。1932年には、
ニューヨーク近代美術館（MOMA）で CIAMの建築家らの作品を紹介した「近代建築展」が開催
された。同展の図録「インターナショナル・スタイル」も大きな反響を呼び、インターナショナル・
スタイル（国際様式）建築という呼び方も一般的になった。

3.2　メキシコ国内の機能主義
1920年代に入ると、メキシコの建築家とエンジニアは、建築における現代性の概念を、コルビ
ジェが著した『建築をめざして（Vers une architecture）』（1923）などを始めとする国内外の出版
物や、広がりつつあったコンクリートの使用を通じて受け入れていった（Aptilon 2008:39）。西欧
のモダニズムが機能主義（Funcionalismo）としてメキシコへ伝わり始めると、メキシコでも革命
後の理想社会にふさわしい近代建築思想の体系化や理論化が試みられるようになった。ホセ・ビ
ジャグラン・ガルシアは当時建築を教える国内唯一の教育機関であったサン・カルロス建築学校
で、1924年から 1935年にかけて機能主義の基本原理を実践と結びつけ、新しい設計方法論を教
えた。メキシコにおける機能主義は、ビジャグランの教えを起源とし、第一世代の教え子でオゴ
ルマン、フアン・レガレッタ（1902-1934）らが、単なる機能主義建築の設計にとどまらず、政治
思想と結びついた社会的プロジェクトとして実践していった。オゴルマンらは、機能主義の推進
において、コルビジェら西欧の機能主義よりも急進的であり、建築は何よりも実用的な仕事で、
純粋に機能的であるべきであり、いかなる美的要素も回避しなければいけないと考えた 3）。

1930年代には、ラサロ・カルデナス政権（1934-1940）が、農地改革や労働者向けの政策を推し
進めるなど社会主義的な傾向を強めた。その中で、急速に拡大する都市のインフラ施設を緊急か
つ大量に整備するために、経済性および合理性に加え新しい時代を象徴する革新性を持つ機能主
義建築の公共施設建設を進めた。オゴルマンは公教育省建築局の局長に就任し、1932年から 1935

年にかけて 53校の学校の新設、改修をした（図 7）。また、フアン・レガレッタは、費用、機能、
効率を重視した「最小限の費用で最大限の有効性」を持つ「労働者用集合住宅」（Conjuntos 

Habitacionales para Trabajadores、1932－1934）の計画を行った（図 8）（Noelle 2002:32）。
民間部門においても、主に商業的理由を背景に機能主義的なモダニズム建築が広く中産階級に
まで広がった。1930年代前半から 1940年代前半にかけて、人口の流入が急激に進んだ首都メキ
シコシティでは、低価格で近代的な集合住宅の建設が奨励された。富裕層はカリフォルニア・コ
ロニアルやアール・デコといった装飾性の高い建築様式を引き続き好んだものの、進歩的な芸術
家、知識人、政治家は、社会主義に近い政治的・社会的理想と結びついた機能主義的なモダニズ
ム建築を好んだ。そして、都市に流入した大部分の中産階級は、富裕層や進歩的な人々の嗜好や
流行に憧れを抱きつつも、手に入る現実的な範囲で住まいを選択することになった。そのような
層の多くは、装飾を控え、質素で合理的なイメージを取り入れてはいるものの、その外観も内装
も機能主義建築の定石には従っていない商業的な「機能主義」住宅を受け入れた。モダニズム建
築は、より広い社会層に受け入れられた一方で、商業建築として収益性の高いビジネスへと変貌
していった。
建築家の多くは、自らも起業家として集合住宅開発、販売を手掛けた。メキシコシティでは、
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人口密度の高い都市条件や、中産階級を惹きつけて賃貸収入を得るための経済性を重視する中で、
商業的な色合いが強い機能主義建築が多く建設された。機能主義的な集合住宅を手掛けた最も重
要な建築家として、バラガンやエンリケ・デル・モラル（1905-1987）が挙げられる。彼らが提案
した建築は、機能主義の背景の理論や思想には従っているものの、商業的側面も大いに指摘され
る。
バラガンは、1936年以降、約 25棟の集合住宅を設計、建設し、有能な事業家としての手腕を
発揮した。1940年に建築家から不動産投機に転向し、投機の一環としての建設に関わることになっ
た（Ugarte 1985:93）。この時期の商業的側面が優先された集合住宅作品は、バラガン研究や企画
展などにおいて、省略あるいはごく簡単に触れられる程度であることが多い（図 9）（Aptilon 

2008:42）。
以上の通り、メキシコにおける機能主義の急速かつ広範な普及は、1910年の革命から受け継が
れた深い理想主義と、都市に流入してきた中産階級に対して住まいを提供するという現実的な急
務に誘発されたものであった。『メキシコの新しい建築（The New Architecture en Mexico）』
1937）の著者でありジャーナリストのエスター・ボーン（出没年不明）は、1937年にメキシコシ
ティを訪れた際、都市が近代建築で埋まる様子に驚かされ、その数は北アメリカのどの都市に比
べても突出していると綴った。数十年の間、足早に機能主義やモダニズムを消費し尽くしてしまっ
た建築家たちの多くは、革命時とは異なる種類の緊急性、今度は彼らのルーツを再発見する衝動
に直面することとなり、機能主義からは背を向けていくことになった（Aptilon 2008; Leal 

Menegus 2017）。

3.3　機能主義建築と感情的建築
第一次世界大戦後に西欧で生まれた機能主義、合理主義にもとづくモダニズム建築の潮流は、

1920年代以降にメキシコにも伝播し、革命後の政治的イデオロギーに強く紐付きながらより急進
的なメキシコの機能主義として実践された。その中で、建築の装飾性や美的要素は排除されるだ
けでなく、反革命的とすらみなされた。また、人口の流入が劇的に進んだメキシコシティなどの
都市部では、それらの中産階級に対して住宅を提供するという必要性から、より経済的側面を重
視する「機能主義」住宅の建設が進んだ。
感情的建築は、当時主流であったメキシコ近代建築史における機能主義の中で異質な存在で
あった。感情的建築の役割は、人間性の回復であり、審美的な関心が極めて高く、芸術としての
建築を試みていた一方、メキシコの機能主義建築の役割は、革命の達成や経済合理性の追求であ
り、装飾性や美的要素は排除された。
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4．地域主義

4.1　国際的な地域主義建築の潮流
1940年代以降、国際的に画一的なスタイルを提唱するモダニズム建築に対し、モダニズム建築
に地理的文脈を取り入れた地域主義建築が、ラテンアメリカやアジア諸国で広がった。モダニズ
ム建築による近代化は、建築から美術や装飾を排除し、場所や個人に関係なく画一的に作ること
で、地域社会や個人のアイデンティティの欠如という問題を生んだ。地域主義建築では、地域の
歴史や文化が反映された美術や装飾がモダニズム建築に取り入れられた。
これらの潮流は、建築史家ケネス・フランプトン（1930-）の論文『現代建築史（Modern 

Architecture）』（1985）4）により調査、分析され、批判的地域主義という語が広まった。フランプ
トンの考える批判的地域主義建築は、ヴァナキュラー建築（土着的建築）とは異なり、モダニズ
ム建築が持つ普遍的・進歩的特質を取り入れると同時に、地理、気候、光の価値など地域の場所
性や風土性を引き出し融合する建築である。

4.2　メキシコ国内の地域主義建築の潮流
メキシコにおける地域主義の主な潮流は、造形的統合とメキシコ地域主義に大別される。造形
的統合建築は、1930年代の機能主義建築を通して政治的イデオロギーを社会に伝達することを目
的とした。一方、メキシコ地域主義建築は、民間資本による個人の自由なアイデンティティの表
現を許し、1960年代以降の多様な建築表現へとつながった。

造形的統合
造形的統合建築は、機能主義建築の表面に、メキシコを題材とした絵画や彫刻などの造形美術
を表現し、それらを一体的、統合的に表現するものだった（大津 2008:12）。1930年代の機能主義
は美的、芸術的要素を排除したが、1940年代になると美術と建築の融合を訴える声が美術家と建
築家の双方から上がった。壁画運動を牽引した美術家ディエゴ・リベラ（1886-1957）は、真の壁
画とは、建築とそれを利用する人間社会を結びつけるものであると述べた。（Torres 2016:8）。
メキシコシティ南部のメキシコ国立自治大学キャンパス（1950-1954）は、造形的統合建築の代
表的な事例である。建築家マリオ・パニらが手掛けたマスタープランでは、モンテ・アルバンや

図 7（左）　メルチョール・オカンポ小学校（出典：Archivo DACPAI-INBA）
図 8（中央）　労働者用集合住宅（出典：Museo Archivo de la Fotografía）
図 9（右）　メキシコ公園通りの住宅（出典：Barragan Foundation）
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テオティワカンといったメキシコ古代都市の都市計画を反映し、キャンパスをグリッド上の広大
な広場と建物群によって構成した。主要な建築物では、建築家と美術家が協働し、メキシコの機
能主義建築と古代美術の壁画の融合が試みられた。オゴルマンは、機能主義建築の中央図書館
（1950-1956）を、色石を敷き詰めた壁画の外壁で覆うことで「建築に見られる合理主義を打ち消し、
人々に受け入れられる外観」を実現した（De la Rosa 2019）。
この中央図書館は、後年に伝統と前衛の融合、造形的な概念と建築の融合の事例として高い評
価を受けたものの、壁画運動を牽引した美術家の一人シケイロス（1896- 1974）は、「伝統文化の
皮をかぶっただけの表層的建築だ」と強く批判した（Torres 2016:12）。ディエゴ・リベラは、「造
形的統合は、平等で階級差別のない社会において実現するものである」と述べ、現実社会におけ
る造形的統合の達成は不可能とし、断念を表明した（図 10）（Torres 2016:19）。

メキシコ地域主義
メキシコ地域主義建築の特徴として、メキシコ人建築史家・建築家エンリケ・デ・アンダ（1950-）
は、「地域主義は、大地に根を下ろす空間の特性を捉え、地域に対応した伝統の造形をつくり出し、
建築の理論とその作品に、審美的な価値と独創性を与えるものである」としている（De Anda 

2014:221）。メキシコ地域主義建築を、初期、中期、後期に分けて整理する。
a．初期（1940年代）：　民間プロジェクトや富裕層向け住宅での導入
ドイツ出身の建築家マックス・チェット（1903-1980）は、メキシコの伝統的建築工法や素材を
活用した地域的建築の可能性を模索した。バラガンと「ペドレガル庭園分譲地」の住宅と庭園の
設計で協働し、敷地の火山岩や植生の自然風景に調和した住宅建設を行った。ペドレガル庭園の
彼の自邸はその代表作品となった（図 11）。建築家マヌエル・パラ（1911-1997）は、コロニアル
建築の廃材を活用し、独創的な地域的建築を建設した。1940年代以降、都心において次々と取り
壊される植民地様式の建築の古材（窓、木の柱や梁、煙突など）を用いて、サン・アンヘルやコ
ヨアカンなどの高級住宅地に数多くの邸宅を建設した。パラは、古材を使用して場所の記憶を回
復する手法により住宅建築に歴史・文化的アイデンティティを表現した。
b．中期（1960年代）：オリンピックにおけるアイデンティティの海外への発信

1968年のメキシコシティオリンピックは、経済的な成長に裏打ちされた自信を背景に、自国の
アイデンティティを海外へ発信する好機となった。その中で、先史時代を思わせる大規模な建築
や、土着的色彩を用いた建築といった地域主義建築がつくられた。建築家リカルド・レゴレッタ
は「ホテル・カミノ・レアル（Hotel Camino Real、1968）」にて、メキシコの伝統的な民芸品や
植民地時代の記憶を、視覚的にインパクトのある色彩やシュールレアリスム的形状に読み替え、
メキシコの文化的アイデンティティを建築で表現した（図 12）。建築は、機能主義の抑圧から徐々
に自由になり、地域性、場所性、歴史性、装飾性などの要素が再び見直されていった（五十嵐・
菅野 2022:247）。
c．後期（1970年代）：機能主義からの開放と多様性の開花

1970年代は、地域主義建築の様々な実験や探求が、多様な建築を生み出した。アグスティン・
エルナンデス（1924-2022）、テオドロ・ゴンザレス・デ・レオン（1926-2016）、アブラハム・サブ
ルドフスキー（1924-2003）などの建築家が、先スペイン期もしくは植民地期の伝統に着想を得て、
広場、中庭、重厚なボリュームを持つ雄大なロマン主義的な地域主義建築を建設した。
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4.3　地域主義建築と感情的建築
1940年代以降、国際的に画一的なスタイルを提唱するモダニズム建築に対し、モダニズム建築
に地理的文脈を取り入れた地域主義建築が、ラテンアメリカやアジア諸国で広がった。メキシコ
国内においても、機能主義建築を通して政治的イデオロギーを社会に伝達することを目的とした
造形的統合と、民間資本による個人の自由なアイデンティティの表現を許し、1970年代以降の多
様な建築表現へとつながったメキシコ地域主義が展開された。
造形的統合は、機能主義建築の表面に、メキシコという地域に根ざした絵画や彫刻などの造形
美術による表現を用いて、それらを一体的、統合的に表現するものであり、その役割は、政治的
イデオロギーの伝達であった。メキシコ地域主義は、機能主義の持つイデオロギーからは距離を
置きながら、モダニズム建築にメキシコ特有の地理的文脈や先スペイン期、植民地期の文化的要
素を取り入れた。
メキシコにおける地域主義について、メキシコ人建築史家ルイス・ノエジェ（1944-）は「現在、
地域主義として知られる潮流の先駆者として、バラガンが認められる。この潮流は、地域的なも
ののうちに、経済面と文化面における固有の問題を見出している。また、国際様式のように非人
間的で標準化された建築に異議を申し立てている」と述べている。しかし、バラガンによる感情
的建築は、メキシコ人であるバラガン自身の記憶や郷愁に着想を得ているものの、その上で表現
されるものはメキシコ人に限らず現代人の感情に作用するよう抽象化されていた。バラガンは、
自身の建築作品を「一地方のみ通用するのではなく、世界的でなければいけない」と述べている（直
原 1980:133）。

5．結論

バラガンが建築家としてのキャリアの初期から模索し、1954年にゲーリッツが名付けた感情的
建築は、当時メキシコで主流だった機能主義の中で極めて異質であった。革命後の政治的イデオ
ロギーに強く紐付き、建築の装飾性や美的要素が排除されたメキシコの機能主義に対して、感情
的建築の考える建築の役割は人間性の回復であり、審美的な関心が極めて高く、芸術としての建
築を試みていた。また、感情的建築を後に続く地域主義建築の先 と捉える論があるものの、感
情的建築における建築表現は、その地域性を具象的に表現した地域主義建築に比べ、より抽象化

図 10（左）　メキシコ国立自治大学中央図書館
図 11（中央）　チェット自邸

図 12（右）　ホテル・カミノ・レアル
（図 10-12　出典：Houses in Mexico）
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され普遍的な色合いを濃くしていた。
これらの比較から、感情的建築が、単に機能だけを提供する建築や、一部の政治的イデオロギー
や地域性に沿った一時代的な建築からは一線を画し、感情的建築において、時代の精神を反映し
た普遍的な価値を持つ建築の創造を目指していたことが浮き彫りになった。バラガンの感情的建
築が遺憾なく実践された「ルイス・バラガン自邸」は、近代生活の非人間的な攻撃性から避難し
た現代の人々に対して、静寂、安らぎなどの感情を呼び起こさせることを企図している。伝統と
モダニズムの融合を超え、建築を通じた芸術表現として普遍的な価値を評価されたからこそ、人
類共通の財産として近代建築史、近代美術史の文脈において輝ける功績を残したのだと考えられ
る。

註釈

１） プリツカー賞 （The Pritzker Architecture Prize）は 1979年、ハイアット財団が創設した国際賞。
毎年、建築家の中から優れた業績をあげた者に授与され、「建築界のノーベル賞」とも称される。

２） サテライト・タワーは、1968年開催のメキシコシティオリンピックの宣伝に使用され、国際的
に広く知られた。しかし、バラガンとゲーリッツの間でこのプロジェクトの作家性をめぐり激し
く長い対立が生じ、1970年以降、二人の友情と仕事上での連携が途絶えた。

３） ホセ・ビジャグラン・ガルシアは、文部大臣ホセ・バスコンセロスに起用され、メキシコ革命後
に文部省に設立された建設局の一員となった。建設局での 10年間に建てられた彼の建物は、機
能性を最大限に実現するため装飾を排除し簡素に作られ、革命後の建築の模範となった（Aptilon 

2008:38, 41）。
４） 1980年代初頭は、モダニズムへの反動によりポストモダニズムが全盛の頃であった。
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