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Ⅰ．はじめに

本年度4月から，木工を中心とした家具デ
ザインの設計と制作に関わるプロダクトデザ
インの卒業研究を指導している（注：1）。
そこでは，家具製作研究に加え，デザイン

に重点を置き，地域の生活や伝統などに応え
る家具様式の研究を進めている。
日本では，木工家具制作は，民芸家具や手

作り家具など「モノづくり」の延長で素材と
制作の観点から吟味され，様式などデザイン
論の議論が少ない。
一方，西洋では，様式家具が各時代の建築

様式と並行する形で誕生している。
そこで，著者がワルシャワ工科大学に留学

し，教育と研究に携わったポーランドの校倉
造住居の建築様式と家具様式の研究成果を踏
まえ，家具の様式検討を行う上で，ポーラン
ドの様式家具を紹介し考察する（注：2）。

Ⅱ．アルプス山脈以北，ポーランドの校倉造
住宅の内部様式と家具

1．民家のザコパネ様式
アルプス山脈北部に位置する中部・東部

ヨーロッパには，針葉樹や広葉樹など豊富な
森林に恵まれ，樅，松，欧州とうひ，オーク
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1．（写真―1）．Koliba（コリバ）邸宅。ザコ
パネ様式の住居内部と家具。1892年建立。設計
Stanislaw Witkiewicz（ス・ヴィトケェヴィッチ）
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2．（写真―2）．Koliba（コリバ）邸宅，東側
外観。

材等による校倉造住居が多く点在する（写
真―2）。
その中でスロバキアと国境を接するポーラ

ンドのカルパチア山脈，ポドハレ地方には，
カエデ，モミジ，欧州とうひ，とりねこ，西
洋なし，オーク材，松，樅等によるザコパネ
様式の様式家具が存在する（注：3）。

2．スタニスワフ・ヴィトケェヴィッチによ
るザコパネ様式の家具様式の確立
19世紀後期に始まった，いわゆるポーラン
ドの国家様式の模索は，主に建築において導
入され，同様に芸術的な手工芸や家具の中に
も現れた。何よりもインテリアデザインと家
具デザインに顕著に見られる。
この現象は，ポーランド南東部のカルパチ

ア山脈のスロバキアと国境を接するタトラ山
麓ポドハレ地方の山岳人による手工芸と装飾
を用いた校倉造の住居やその内部様式，家具
様式に見出される（写真―1，2，3，4，
5，6，図―1を参照）。
この様式概念を確立したのは，ポーランド

のワルシャワ在住の画家で建築家，作家，芸
術批評家のスタニスワフ・ヴィトケェヴィッ
チ（1851―1915）である（写真―10参照）。
彼は，1987年からザコパネに永住し，タト

ラ山の山岳家具と装飾モチーフを基本にザコ
パネ地方のフォークをザコパネ様式と定義
し，当時のポーランドの国家様式を模索する
様式と考え，ポーランド全土の建築様式と家
具様式に適応した（注：4）。
最初に，このザコパネ様式は二つの校倉造

住居やその内部様式，家具等に実現された（写
真―1，2，3，4，5，6参照）。

3．スタニスワフ・ヴィトケェヴィッチによ
るザコパネ様式の校倉住居

3―1．Willa. Koliba（コリバ）邸宅
写真―2に見られる彼の最初の校倉住居

は，1892年―1893年に設計された。その土地
の山岳大工のM. Gasiency（ガシェニッツエ）
により建設され，木彫り職人と彫刻家のW.

Brzeg（ブジェグ）により装飾された。
この校倉住居の校木は60cm―70cmに達す

る松，樅などで建設されている（写真―2参
照）。この校倉住居のザコパネ様式の特徴は，
平面形式が長方形プランに近く，非シンメト
リーに配置され，ポドハレ地方の半破風屋根
の柿葺屋根を有している（写真―2，3を参
照）。

この住宅は，ヴイトケェヴィッチがポドハ
レ地方の建築様式を導入し，その土地固有の
校倉と工芸や家具などのフオーク芸術を応用
した住居と言える。
ザコパネ様式の特徴として，ポーチ，ヴラ

ンダ，持ち送り，屋根の中に立つ教会堂の小
尖塔屋根，バルコニー，ヴネチア窓，破風窓
を有するアーケードのフレイズユなどに，ポ
ドハレ地方の装飾されたモチーフを有する板
装飾の中にリズムがあり，端部の木彫り装飾
が施されている。
このザコパネ様式は，ポーランド様式とし
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19世紀終わりのポーランド全土にわたり，パ
イオニア的存在であったと言える。
特に，豊かに装飾された建築ディテールの

中に特徴づけられている。すなわち，階段の
手すり，ベランダ，バルコニーなどの星型，
心臓型，十字形，ユリの花など，これらの
フォーク装飾は，タトラ山植物の数個のモ
チーフから引用した（図―1，写真―8，12
を参照）。

3―2．Dom Pod Jedlami（ドーム・ポド・
イェドラーミ）邸宅

スタニスワフ・ヴィトケェヴィッチ設計の
第2のザコパネ様式住居が1987年の春に完成
した（写真―3を参照）。
この住居も建築様式や住宅内部様式，さら

に家具デザインに至るまで，ザコパネ様式を
採用している（写真―7，9，11を参照）。
幸いにも，この住居はその当時の内部様式

などが，（写真―7，9，11）のように，そ
のまま保存されている。
平面形式は，長方形の平面プランで，校倉

造の二層から成り立ち，Koliba（コリバ）邸
宅と同様に，ポドハレ地方の民家と同じ柿葺
半破風屋根による。
この校倉住居は，ザコパネ様式の最成熟期

を迎えた形態を示している。
校倉住居への玄関は，非シメトリーに北東

隅部に配され，（写真―12）のように石造アー
チの回廊に植物による絵画モチーフがモール
ディングされている（写真―12参照）。
また，建物外部には多種多様な窓のモール

ディング装飾や欄干の手すり装飾などが見ら
れそれぞれ家具の装飾に応用された（図―
1，写真―7，9，11，15参照）。
一般的にザコパネ様式の住居は，ポドハレ

地方民家の平面形式の影響を受けており，玄
関の間を挟んで両側にはそれぞれ白と赤の間

3．（写真―3）．Dom Pod Jedlami（ドーム・
ポドイェドラーミ）邸宅。1896年。S.Witkiewicz
設計。

5．（写真―4）．肘掛椅子。1900年。設計 Stan-
islaw Witkiewicz（ス・ヴィトケェヴィッチ）

4．（図―1）．ザパネ様式の家具設計。左．食
器棚。右上．スツール。右下．テーブル。S. Wit-
kiewicz
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と呼ばれる室を持つ。そして写真―3に示す
様に正面が広いファサードをもち，山岳住居
の屋根プロホーションの原則を持ち，低い壁
と基礎を持つ（写真―3参照）。
特に，建築ディテールを眺めると，外観，

ポーチ，開口部の扉上部の閉じた半円形，長
方形の扉口，閉じた半円形の列，狭い窓，扉
と窓の額縁の装飾，ポーチ，ベランダ，バル
コニー，破風屋根などに，豊なフォーク装飾
が保存されている（写真―3参照）。
豊な装飾表現や様式表現，建築ディテール

や装飾ディテールの特徴は，ザコパネ様式の
主要な様式を構成し，家具デザインに応用さ
れた（図―1，写真―6，7，9を参照）。

4．スタニスワフ・ヴィトケェヴィッチによ
るザコパネ様式の家具
ザコパネ様式の家具デザインの様式には，

様々な様式エレメントが構成され，各時代の
様式を持つ折衷様式が含まれている。
それはポドハレ地方の家具が，山岳芸術か

ら引用された手工芸，装飾から影響を受ける
フォーク芸術の特徴を持っていると言える。
特に，主な特徴として挙げられるのは，家

具の構造的特異性と，しばしば使用された幾
何学的形態の星や十字形の装飾形態（図―1
の食器棚，テーブル，写真―8，9，11，15
を参照），様式化された植物モチーフ，植物
のつる巻き形態と心臓，バラ形装飾が挙げら
れる（写真―7，9，11，12参照）。
それに加えて，19世紀中頃にイギリスで誕

生したジョン・ラスキンとその弟子のウイリ
アム・モリスの工芸運動等に影響され，家具
や手工芸に影響を受けた（写真―13）。
また，ヨーロッパ全土で流行したアール・

ヌーボー，ゼツッエション，隣国ドイツで流
布したビーダー・マイヤ様式等の影響から，
家具の背もたれや脚部の曲線が示され，折衷

6．左上．（図―2）．Sgabello．イタリアのル
ネサンス椅子。フロレンス。7．右上．（写真―
5）．S. Witkiewicz 設計の椅子。

9．（写真―7）．Dom Pod Jedlami 邸宅内の食器
棚設計。S. Witkiewicz（ス・ヴィトケェヴィッチ）

8．（写真―6）．S.Witkiewicz 設計のザコパネ
様式の椅子，テーブル，スツール。
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様式の特徴を持つ（写真―4，6，7，11）。
更に，西洋様式家具の復興としてルネサン

ス回帰のイタリア16世紀のフロレンスで栄え
た Sgabello（スガベロ）のスツールがザコパ
ネ様式のスツールに見られる（図―2）。

4―1．Koliba（コリバ）邸宅の家具デザイ
ン

スタニスワフ・ヴィトケェヴィッチによる
最初のザコパネ様式家具は，Koliba（コリバ）
邸宅にある食器棚や吊り棚である。それは，
1886年に出版された「Styl Zakopianski, Pokoj

ja-dalny, Ciesielstwo，ザコパネ様式の食堂，
大工技術」のテキストから実現された食器棚
である（写真―8参照）。
所謂，当時のウイリアム・モリスの工芸運

動に影響され，「ものづくり」の職人の手に
よる家具デザインや制作を目指した家具作品
と言える（図―1，写真―5，6，8参照）。
具体的には，徹底した当時の時代に即した

様式を求めており，ポドハレ地方の伝統的な
フォーク芸術の中に様式を求めたと言える
（写真―1，4，5，6，8を参照）。
（写真―8）の食器棚について述べると，

上部の木彫り装飾，中段の棚の食器棚の用途
と物書き用途の引き出しテーブルとして代用
される台，さらに最下部の扉付き収納部分。
一方，最上段頂部には，この地方の植物モ

チーフのモールディング装飾が施されている
（写真―9）。
それらは，ポドハレ地方の手工芸と各建築

ディテールの家具デザインの応用事例であ
る。
特に，最下段の収納扉に示された装飾モ

チーフを有する収納扉には，この住居の扉口
の植物モチーフがそのまま反映されている。
この様に，この邸宅の家具様式は，建築ディ

テールや内部様式の家具への直接の応用事例

10．（写真―8）koliba 邸宅内食器棚。S. Wit-
kiewicz 1893年―1894年。民家のフオーク芸術
を生かした装飾を有する。

11．（写真―9）．DomPod Jedlami 邸宅内の食
器棚。1896年―1897年。設計 S. Witkiewicz
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を立証している（写真―1，8参照）。
このザコパネ様式の植物・幾何学形態の木

彫りモールディングを実践したのは，ヴィト
ケェヴィッチの弟子で家具デザイナーのW.

Brzegであり，彼はこの邸宅のベッドのデザ
インと装飾を発展させた（写真―14，15）。

4―2．Dom Pod Jedlami 邸宅の家具デザ
イン

1886年に出版されたザコパネ様式のテキス
トを基本として，その理論を具現化させたの
が，この邸宅の住居内部様式と家具様式であ
る（写真―3，7，9，11）。
まず，食器棚について述べると，Koliba（コ

リバ）邸宅の食器棚をさらに装飾性を帯びる
形にしたもので，上部には木彫りの動物の熊
の表現と多彩な木彫り植物モチーフの多様な
特徴が挙げられる（写真―9）。
食器棚下部の収納扉には，さらに山岳植物

モチーフの装飾が見られ，タトラ山のポドハ
レ地方の装飾をパターン化したものである。
それは，この邸宅の回廊階段に見られる薄

彫りレリーフの木製装飾モチーフが建物外部
に使用され（写真―12），この同じものが，
食器棚，吊り棚，椅子の背もたれ等に使用さ
ている。彼はこの邸宅サロンと食堂の家具に
ついて邸宅の建築外部の装飾ディテールを応
用し，家具の装飾性と建築ディテールの様式
統一を表現している（写真―11，12）。
椅子やテーブル，食器棚の他に，彼は多く

のインテリア装備を設計しており，ここに特
筆される作品について述べる（写真―11）。
すなわち，この邸宅のサロンの壁付暖炉で

ある。全体構成は，上部の台形と下部の正方
形による構成であり，当地の陶器作品として
この地方の山岳地の植物モチーフを多用して
いる。植物の花，茎，つる巻き等を多用。
いわゆる，当時のヨーロッパ全土のアー

12．（写 真―10）．Stanislaw Witkiewicz（1851―
1915）画家，芸術批評家，作家，建築家，建築
と家具におけるザコパネ様式の創始者。

13．（写真―11）．Dom Pod Jedlami 邸宅内暖炉。
1898年設計。S. witkiewicz.
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ル・ヌーボーの影響が見られ，植物曲線の使
用が類似点と言える（写真―11参照）。
ヴイトケェヴィッチは，デザイン思想の中

でオーストリアのチロル・ウイーン地方の山
岳建築と民家，家具等に影響を受け，山岳地
特有の風土と様式を明確にデザインに表現し
ている。
このサロン室の壁付暖炉とテーブル，椅子

は，インテリア様式と家具様式が統一されて
デザインされている。
椅子については，足の曲線と先細りのモー

デイングや植物モチーフを多用し，さらに脊
もたれの曲線使用などは，アールヌーボと同
じ特徴を持つ（写真―6，11，参照）。
一方，この家具様式を Oblegorek（オブレ

ゴレック）邸宅の椅子にも応用されている（写
真―4，13参照）。
それは椅子の革張りが座面に施され，背も

たれには木彫り装飾が見られ，椅子脚部はル
ネサンスの先細りモールディングが施されて
いる（図―1，写真―4，13，16参照）。

Ⅲ．まとめ・考察

以上に，ポーランド山岳地方の校倉住居と
内部様式や家具等について，その土地固有の
風土に根差したフオーク芸術の家具への応用
例について述べた。すなわち，住居や家具の
装飾に対する，幾何学的形態や自然形態の植
物形態による多様な家具デザインの装飾性に
ついて論じてきた。
ポーランドの画家，建築家，芸術批評家の

一人が，当時の生活に根差した国家様式を家
具や住居，建築に対し求め，地方の風土と伝
統から家具等の装飾性を求めたのは意義深
い。
今日の日本における，家具デザインの一方

向性として，装飾性に限定した捉え方である
が，ひとつの様式の吟味として意義がある。

14．（写真―12）．Dom Pod Jedlami（ドームポ
ドイェドラーミ）邸宅の階段回廊の彫刻装飾。
この地域の植物装飾モチーフが建築や家具など
の装飾デザインに使用された。木製薄彫りレリー
フの植物モチーフ。

15．（写真―13）Oblegorek 邸宅の食堂椅子。革
張りと植物モチーフによる木彫り装飾が施され
この地方のフォーク芸術が応用されたザコパ様
式家具。設計 Sanislaw Witkiewicz．1900年。
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今後そのフオークとアール・ヌーボー，ゼ
ツェションなど様式融合の事例を参考に，新
しい家具様式の確立を検討したい。
今後の家具デザインや制作を，機能や経済

のみならず，新しい装飾によるデザイン教育
の可能性について検討を加えたい。

Ⅳ．注

1）2009年度4月より家政学部住居学専攻の
卒業研究の非常勤講師。

2）文部省ユネスコ留学生課よりポーランド
政府給費留学生としてワルシャワ工科大
学建築学部大学院博士課程に留学し，そ
の後ワルシャワ工科大学建築学部講師と
して研究を行った研究成果の資料であ
る。

3）ポーランドを始め東欧には針葉樹による
校倉造住居が多く存在し，豊富な木材を
利用したフォーク家具とヨーロッパの様
式家具の影響を受けた独創的家具が生産
されている。

4）19世紀終わりには，ヨーロッパの近代建
築運動や工芸運動と連動する形で東欧ナ
ショナリズムが生まれポーランド独自の
国家様式の建築と家具様式の模索が行わ
れた。
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