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特筆すべきは、いまから75年ほど前にも、神宮外苑では競技場の建
て替えをめぐり議論が起こっていたという事実だ。

それは1940年のオリンピック開催地に東京が決まった前後のこと。このとき、
IOC（国際オリンピック委員会）に提出された応募書類には、既設の明治神宮
外苑競技場を改築してオリンピックスタジアムに充てる計画案が盛り込まれて
いた。

だがこの案に、東京帝大教授で建築家の岸田日出刀が真っ向から異議を唱え
槇文彦・大野秀敏編著『新国
立競技場、何が問題か』（平
凡社）
再録されたエッセイやシンポ
ジウムは昨年のものとはい
え、そこでの問題提起はいま
なお有効だ。共著者はほか
に、元倉真琴（建築家）・古
市徹雄（建築家）・陣内秀信
（建築史）・宮台真司（社会
学）・吉良森子（建築家）・
越澤明（工学・都市計画）・
松隈洋（近代建築史・建築設
計論）・進士五十八（造園
学・環境計画）・森まゆみ
（作家）・長島孝一（建築
家・都市設計家）。

[拡大写真]

る。招致活動中より計画にかかわっていた岸田は、1936年のベルリンオリンピ
ックに派遣され、その会場施設群を視察するうち、神宮外苑がオリンピック会
場敷地としては狭すぎると気づいた。同年７月に東京でのオリンピック開催が
決定したのち、岸田は競技場調査委員会において、神宮外苑会場不可論を主

張、代替地として代々木練兵場（現在の代々木公園周辺）をあげる。これに対

し、陸軍は代々木練兵場の譲渡を拒否、大会組織委員会も神宮外苑をメインス
タジアムとする方針を堅持した。

それでも岸田は節を曲げず、新聞や雑誌などメディアも活用して世論に訴えか

けた。「競技場の改築によりスタンドが巨大な姿で立ちはだかれば、スケール

の不調和という点で外苑一帯の調和した風致美は跡形もなく損なわれる」「由

緒ある競技場を、オリンピックの16日間のために跡形もなく壊し去ることは言

語道断」といった岸田の主張は、現在の新国立競技場案をめぐる議論と驚くほど重なる。

幸いにも、岸田だけでなく、神宮外苑を管轄していた内務省神社局も強く反対した。ついには1938年

４月、土壇場になってオリンピックの主会場は駒沢に変更することで決着する。ただし、東京オリンピ
ックの開催は、その３カ月後、前年からの日中戦争の泥沼化を理由に中止が決まるのだが。

岸田は一方で、神宮外苑競技場の改築案として、《西側のメーンスタンドと敷地の高低差を活かした地

下部分を除き、観客席の地上部分はすべて木造による仮設とすることで、オリンピック終了後に撤去可
能な方法》を提案していたという（本書所収、松隈洋「今、私たちの見識と想像力が試されてい

る」）。これなど、建築家の伊東豊雄が最近発表した既存の国立競技場の改修案（「朝日新聞」2014
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年５月13日付を参照）と、発想がよく似ている。
近代建築史の研究者である松隈洋は、《岸田が守ろうとした神宮外苑の落ち着いた森の景観は、オリン
ピックのために観客席が増築されたことによって、その一部が大きく損なわれてしまった》 と書く。…
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