
村野藤吾図面資料アーカイブを用いた
一連の展覧会・教育・研究事業

村野藤吾の設計研究会

京都工芸繊維大学美術工芸資料館

2015年日本建築学会賞（業績） ヒアリング



１．本事業の概要について



村野藤吾

（1891～1984年）



村野藤吾の建築に対する評価

A．国の重要文化財への指定 合計3件

①宇部市民館（1937年）→2005年指定
②世界平和記念聖堂（1953年）

→2006年に戦後の近代建築として初指定
③高島屋東京店増築部分（1952年）

→2009年に百貨店建築として初指定

B．DOCOMOMO Japan によって
日本を代表する近代建築に選ばれたもの 合計6件

①森五商店東京支店（1931年） →2003年選定
②宇部市民館（1937年） →1999年選定
③世界平和記念聖堂（1953年） →2003年選定
④都ホテル佳水園（1959年） →同上
⑤日本生命日比谷ビル・日生劇場（1963年） →2006年選定
⑥西宮トラピスチヌ修道院（1969年） →2003年選定
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宇部市民館（1937年）



宇部市民館（1937年）
中間案 1階平面図（新出資料）



第11回村野藤吾建築設計図展チラシ（2012年）



世界平和記念聖堂（1954年）



世界平和記念聖堂（1954年）



世界平和記念聖堂（ 1954年）



世界平和記念聖堂（ 1954年）
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第8回村野藤吾建築設計図展チラシ（2006年）



これまでの経緯
1992年 村野藤吾子息の漾氏から図面一式寄贈の申し入れ

1994年 断続的に図面資料が美術工芸資料館へ運び込まれる

1996～98年 同館・竹内次男助教授のもと、本格的な収蔵と整理作
業が進む

1998年 村野藤吾の設計研究会（委員長：西村征一郎教授）発足

1999年 第1回 村野藤吾建築設計図面展 を開催

以降、研究会と学生による整理を進め、約5万5千点の図面のうち4
万点が作業を終了している。

2015年4月までに計13回の展覧会を開催し、カタログの発行とシン
ポジウムを行ってきた。

研究雑誌の発行や、学会の学術論文の執筆、博士号授与など、学
術的な研究も積極的に行ってきた。



氏名 所属 氏名 所属 氏名 所属
石田潤一
郎
松隈 洋

中川 理

角田暁治

笠原一人

三宅拓也

京都工芸繊維大学大学院
教授【委員長】

京都工芸繊維大学美術工
芸資料館教授

京都工芸繊維大学大学院
教授

京都工芸繊維大学大学院
准教授

京都工芸繊維大学大学院
助教【事務局】

京都工芸繊維大学大学院
助教

安達英俊
上林 功
大平滋彦

奥藤圭造

川畑博美

神戸嘉也
小谷川勝

重森千靑
砂野秀裕
竹内次男

安達英俊建築研究所
環境デザイン研究所

竹中工務店大阪本店設
計部

住環境デザイン奥藤研
究室

鹿島建設関西支店建築
設計部
大林組建築設計部

まち・すまいづくり一級
建築士事務所
重森庭園設計研究室
砂野設計事務所

京都工芸繊維大学名誉
教授（前委員長）

豊島匡寿
豊田充広

西島業士

西村征一
郎
平井直樹
福井康人

福原和則
村野 永
山田雄祐

坂倉建築研究所

髙松建設大阪本店設
計企画部
NSM建築設計工房
京都工芸繊維大学名
誉教授（元委員長）
清水建設技術研究所

フクイアーキテクツデ
ザイン
大阪工業大学教授
MURANO design
元大林組建築設計部

【別表1】村野藤吾の設計研究会委員（2014年度現在）
氏名 所属 氏名 所属 氏名 所属

並木誠
士

京都工芸繊維大学美術
工芸資料館館長／京都
工芸繊維大学大学院教
授

松隈 洋 京都工芸繊維大学美
術工芸資料館教授

平芳幸
浩

京都工芸繊維大学美術工芸
資料館准教授

【別表2】美術工芸資料館教員（2014年度現在）



【図2】京都工芸繊維大学美術工芸資料館
村野藤吾図面資料アーカイブ 15



【図7】図面資料の整理に従事する学生
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本事業の独自性

１．日本の近代建築を代表する村野藤吾という一人の建築家

のアーカイブ構築を進めてきたこと

２．設計の実務経験のある外部委員を含めた研究会を組織す

ることによって、アーカイブの精度を高めてきたこと

３．収蔵のための整理作業と併行して、展覧会を実施し、広く社

会へと広める文化的な活動を続けてきたこと

４．それらの作業に学生を参加させることによって、大学におけ

る建築教育（歴史・設計）としての成果を上げてきたこと
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本事業の独自性

５．アーカイブ構築を通して村野藤吾の研究を進め、研究雑誌

発行や学術論文執筆、博士号授与などが多数あること

６．科学研究費やポーラ美術振興財団など、公的な助成を受け

ながら、活動を続けてきたこと

７．アーカイブ構築と展覧会を通して、重要文化財に指定された

建物への資料提供や耐震や改修の検討委員会への参加な

ど、村野藤吾の建築を未来へ継承するための社会的な活動

も持続的に行ってきたこと
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他の類似事業との差異

• 日本建築学会 建築博物館（2003年設立）
• 国立近現代建築資料館（2013年設立）
• 金沢工業大学建築アーカイブス研究所（2007年設立）

• いずれも資料収集やアーカイブ整備に重点を置く
• いずれも展示施設は小規模
• 1人の建築家などをテーマとした継続的な活動ではない
• 教育プログラムに乗せた継続的な成果はない
• 一般に流通するような図録は発行していない
• 継続的な学術論文や研究誌の成果はない



【図5】日本建築学会建築博物館



【図6】国立近現代建築資料館



２．展覧会・教育活動について



開催年
度

展覧会タイトル 副題 展示作品概要
シンポジウム・パネリスト（敬
称・肩書略）

1999 年
度

村野藤吾建築設計図展 村野の代表作28作品 本多友常、石田潤一郎、竹内
次男

2000 年
度

第2回村野藤吾建築設計
図展

世界平和記念聖堂と日本ルー
テル神学大学（現ルーテル学院
大学）の2作品

内藤廣、福田晴虔、岸和郎、
松隈洋

2001 年
度

第3回村野藤吾建築設計
図展

村野藤吾とふたつのそごう
旧大阪そごう百貨店と旧読売会
館・そごう百貨店の2作品

川添 登、永田祐三、石田潤
一郎

2002 年
度

第4回村野藤吾建築設計
図展

村野藤吾の初期作品をめ
ぐって

1920年代から30年代の8作品 長谷川堯、竹原義二、石田潤
一郎

2003 年
度

第5回村野藤吾建築設計
図展

村野藤吾と建築写真
写真家多比良敏雄による村野
作品の写真とともに6作品

林昌二、石井修、竹原義二、
川道鱗太郎、石田潤一郎

2004 年
度

第6回村野藤吾建築設計
図展

村野藤吾と1940年代 1940年代の戦中戦後の23作品
を展示

太田隆信、福田晴虔、石田潤
一郎、西村征一郎

2005 年
度

第7回村野藤吾建築設計
図展

村野藤吾と公共建築 戦後の村野の公共建築10作品 高橋靗一、鈴木博之、石田潤
一郎、中川 理

2006 年
度

第8回村野藤吾建築設計
図展

文化遺産としての村野藤
吾作品

近年重要文化財や登録文化財
となったものを中心に10作品

藤森照信、堀勇良、石田潤一
郎、松隈 洋

2007 年
度

第9回村野藤吾建築設計
図展

村野藤吾・晩年の境地 1970年代から80年代の12作品 長谷川堯、神子久忠、石田潤
一郎

2008 年
度

第10回村野藤吾建築設
計図展

アンビルト・ムラノ
設計されたものの建設されな
かったアンビルト・プロジェクト18
作品

宮本佳明、福田晴虔、石田潤
一郎

2011 年
度

第11回村野藤吾建築設
計図展

新出資料に見る村野藤吾
の世界

美術工芸資料館の未整理資料
の中から12作品

青木 淳、清水重敦、石田潤
一郎

2012 年
度

第12回村野藤吾建築設
計図展

都市を形づくる村野藤吾
のファサードデザイン

ファサードデザインが特徴的な
21作品 塚本由晴、酒井一光

【表1】京都工芸繊維大学美術工芸資料館で開催した村野藤吾建築設計図展



第8回村野藤吾建築設計図展（2006年）
「文化遺産としての村野藤吾作品」



第9回村野藤吾建築設計図展（2007年）
「村野藤吾・晩年の境地」



第10回村野藤吾建築設計図展（2008年）
「アンビルト・ムラノ」



【図5】村野藤吾建築設計図展図録（第1-12）



図面資料の整理に従事する学生



展覧会の展示を準備する学生



展覧会の展示を準備する学生



展覧会のための模型を制作するする学生



展覧会のための模型を制作するする学生



飯田家納骨堂計画案（1951年設計）



中山製鋼所付属病院計画案（1937年設計）



西川商店計画案（1937年設計）



東京都庁舎計画案（1952年設計）
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展覧会・教育活動の成果

• 展覧会を通じて村野藤吾の全体から細部に
至るまでのデザインの魅力を伝える。

• 建築の「創造の現場」を社会に伝える。
• 展覧会開催がアーカイブの整備を促進する。
• 展覧会開催が新たな資料発掘をもたらす。
• 教育プログラムに乗せた展覧会企画・準備。
• 学生への建築資料を通じた建築史教育。



３．研究活動について



設計図面の整理校訂

• 村野事務所においては設計図書は必ずしも
整理の上、保存されてはいなかった。

• しばしばエスキスから実施図面、現場での
現寸図までが順不同に納められていた。

• 別の建物の図面が紛れ込んでいる場合も。



設計変更の一例（「親栄会住宅」計画）



• 草案から一次案、二次案を経て実施案、竣工
後の増改築図に至る図面の流れの確定

• ⇒【設計のプロセス】研究への展開



展覧会の企画
• 展覧会で設定したテーマ

– 第3回：2001年：村野藤吾とふたつのそごう
– 第4回：2002年：村野藤吾の初期作品をめぐって
– 第5回：2003年：村野藤吾と建築写真
– 第6回：2004年：村野藤吾と1940年代
– 第7回：2005年：村野藤吾と公共建築
– 第8回：2006年：文化遺産としての村野藤吾作品
– 第9回：2007年：村野藤吾・晩年の境地
– 第10回：2008年：アンビルト・ムラノ
– 第11回：2011年：新出資料に見る村野藤吾の世界
– 第12回：2012年：都市を形づくる村野藤吾のファサードデザイン
– 第13回：2014年：村野藤吾の住宅デザイン



アーカイブ構築から展覧会の企画へ

• 年代、ビルディングタイプごとの特質の把握
• 作品相互の比較分析
• 未発表・非実現作品の発掘
• 村野藤吾の言論活動の精査

⇒テーマ設定

⇒出展作品の選出



出展作品についての調査成果の発表

図録の刊行
⇒論文形式での作品解説

⇒建設経緯の解明

⇒クライアントの調査研究

⇒元所員、施工担当者らへのインタビュー

⇒竣工パンフレット、新聞記事等の収集分析

⇒家具調度、スタディモデル等の参考出展物の

分析



『村野藤吾研究』の刊行

• つちかわれてきた研究成果の発表
• 展覧会という発信方法になじまない知見

–著述、作品掲載雑誌などに関する書誌学的調査
– インタビュー記録
–地域史、クライアントの個人史など歴史的文脈の
解明



【図6】『村野藤吾研究』（第1～3号）



『村野藤吾研究』第1号

• 2010年4月刊行
• 72頁
• 未発表作品5点についての論考

–三重海軍航空隊施設群（1944年）
–日本聖公会大阪聖ヤコブ教会（1939年）
–静岡歌舞伎座（1940年）
–合屋小児科病院（1928年）
–夙川小学校講堂（1951年）



『村野藤吾研究』第2号

• 2011年3月刊行
• 112頁
• 研究ノート（史料・基礎データの紹介）

–建築経済に関する著述の解題
–作品パンフレット46点の解題
–戦前期に雑誌に掲載された作品29点についての
調査報告



『村野藤吾研究』第3号
• 2014年3月刊行
• 92頁
• 住宅作品についての論考

–武智鉄二邸（1934年）
–川崎航空機工業岐阜工場社宅（1939年）
–湯浅譲邸（建設されたかどうか不明）
–村野藤吾自邸（1940年）
–工藤友恵邸（1954年）
–高知県知事公舎（1963年）
–近鉄学園前住宅地および野村不動産港南台住宅
地における建売住宅（1960･62･68年／1973年）



執筆者 博士論文タイトル 提出年月 主査教員

福原和則 村野藤吾の設計プロセスに関する研究 2007年3月 竹内次男

角田暁治 村野藤吾の晩年の作品における設計の特質に関する研究 2013年9月 石田潤一郎

【表3】京都工芸繊維大学 村野藤吾図面資料アーカイブを用いた博士論文
執筆者 論文タイトル 掲載誌名 査読 巻号 学会名 掲載年月

Kazunori FUKUHARA
（福原和則）

Research on the Design Intention of 
Tohgo Murano on the design process 
of Morigo-Building

Proceedings Ⅰ 有 Kyoto 2006
International 
Confernce on 
EAAC

2006年12月

福原和則・竹内次
男・船越暉由

日本生命日比谷ビルにおける村野
藤吾の設計過程に関する研究

日本建築学会計画系論
文集 有 第615号 日本建築学会 2007年5月

角田暁治・福原和
則・竹内次男

西山記念会館における村野藤吾の
設計過程に関する研究

日本建築学会計画系論
文集 有 第627号 日本建築学会 2008年5月

竹内次男・福原和
則・石田潤一郎

京都工芸繊維大学美術工芸資料館
が所蔵する村野藤吾の設計図面

DOCOMOMO Japan 2008 
研究発表会論文集

有
DOCOMOMO 
Japan 2008年5月

角田暁治
谷村美術館における村野藤吾の設
計プロセスと空間表現

DOCOMOMO Japan 2008 
研究発表会論文集

有
DOCOMOMO 
Japan 2008年5月

平井直樹・石田潤
一郎・笠原一人

村野藤吾設計の三重海軍航空隊施
設群について

日本建築学会近畿支部
研究報告集

無
第49号計
画系

日本建築学会近
畿支部

2009年

笠原一人
村野藤吾設計「日本聖公会大阪聖
ヤコブ教会」について

日本建築学会近畿支部
研究報告集

無
第49号計
画系

日本建築学会近
畿支部

2009年

笠原一人
村野藤吾設計「静岡歌舞伎座」につ
いて

日本建築学会学術講演
梗概集

無
F-2建築歴
史意匠

日本建築学会 2009年

平井直樹・石田潤
一郎・笠原一人

村野藤吾設計による「海軍将校倶
楽部」の建設・移築経緯

日本建築学会近畿支部
研究報告集

無
第51号計
画系

日本建築学会近
畿支部

2011年

角田暁治・福原和
則・石田潤一郎

平面の検討過程から見る松寿荘の
特質について

日本建築学会計画系論
文集

有 第679号 日本建築学会 2012年

Akira KAKUDA（角田
暁治）

A Study on the Design Features 
Characterizing the Later Three Works 
by Togo Murano

Conference Proceedings 有
International 
Conference on 
EAAC

2012年

笠原一人
『デザイン』誌にみる村野藤吾の
1930年欧米旅行

日本建築学会大会学術
講演梗概集

無
建築歴史・
意匠

日本建築学会 2013 年

角田暁治・福原和
則・石田潤一郎

立面の検討過程から見る松寿荘の
特質について

日本建築学会計画系論
文集

有 第692号 日本建築学会 2013年10月

【表4】学会等発表論文業績



執筆者 修士論文タイトル 提出年度 主査教員

桑原年弘
村野藤吾作品に見られる『和風』の展開に関する研究：松寿荘における設計手法をめぐっ
て

1996年度 西 村 征 一
郎

森本順子 村野藤吾・住宅作品の平面構成に関する基礎的考察 1997年度 西 村 征 一
郎

西澤智恵
子

村野藤吾にみる改修手法の基礎的考察：大阪そごう百貨店の場合を中心として 1997年度 日向 進

近藤 努 村野藤吾の内部空間に関する一考察：劇場建築のアプローチ空間を巡って 1997年度 西 村 征 一
郎

内田雅章 昭和初期・大型商業建築の設計に関する研究：村野藤吾の”大阪・十合百貨店”をめぐって 1998年度 西 村 征 一
郎

藤原芳寿 村野藤吾のホテル建築に関する基礎的研究：新高輪プリンスホテルをめぐって 1999年度 西 村 征 一
郎

松野 淳 建築家・村野藤吾の教会建築に関する一考察：世界平和記念聖堂をめぐって 1999年度 西 村 征 一
郎

安江佳周 美術館建築の設計に関する考察：村野藤吾の小規模美術館をめぐって 1999年度 西 村 征 一
郎

中村智美 村野藤吾の建築における有機性に関する一考察 2001年度 西 村 征 一
郎

鍵山昌信
村野藤吾のデザイン原理に関する研究：修道院建築の空間デザイン原理とその伝統的推
移から

2002年度 西 村 征 一
郎

藤原宗久
良

村野藤吾の設計手法に関する一考察：西山記念会館をめぐって 2003年度 船越暉由

奥山智子 建築写真家多比良敏雄と村野藤吾の建築 2003年度 西 村 征 一
郎

福山邦亮 村野藤吾の旅行写真から見る建築思想についての研究 2003年度 西 村 征 一
郎

豊島匡寿 村野藤吾の言説に見られる設計思想の推移についての基礎的研究 2004年度 西 村 征 一
郎

村野 永 建築家村野藤吾の私的文章に関する基礎的研究 2007年度 竹内次男

本嶋正太 1960年代～80年代における村野藤吾の住宅作品に関する研究 2013年度 石田潤一
郎

【表2】京都工芸繊維大学 村野藤吾図面資料アーカイブを用いた修士論文



村野アーカイブによる研究の意義

• 建築家研究での新しい視点と方法
–設計過程の解明

• 「創造の現場」を明らかにする

–アンビルト、未発表作品の解明
• 既成の知識を刷新する

–施主、事務所員、建設会社担当者など周囲との
関係の解明

• 建築作品を取り巻く世界を明確にする
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