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本研究の目的と構成

■目的

前川國男（1905～1986年）の戦前期（1928～1945年）における建築思想の形成につい

て、その歩みに沿った詳細な検討を通して明らかにし、一定の視点を提示すること。

■問題の所在

前川國男の建築家としての活動については、日本相互銀行本店、神奈川県立図書館・音

楽堂、京都会館、東京文化会館等、戦後に竣工した代表作に対する6度の日本建築学会賞

や、「近代建築の発展への貢献」を受賞理由とする初の日本建築学会大賞など、数多く

の建築賞の受賞からも明らかなように、その建築史的な評価はすでに定まっている。

しかし、その戦前期については、いまだに評価が分かれており、流動的な状態にとどまっ

ている。そこには、次のような問題点が横たわっている。

・前川國男の戦前期のコンペで試みられた方法とは何か

・前川國男の戦争協力とされる仕事や活動、言説とはどんな内容だったのか

・戦前の建築界は戦争とどのように関わっていたのか

・前川國男の建築思想にとって戦前期はどのような意味を持っていたのか
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太平洋戦争下の前川國男と所員たち。中央に前川國男

1942年暮頃 銀座商館の前川事務所にて 吉川清旧蔵資料
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前川國男と戦前期の建築界について

１．これまでの前川國男の戦前期に対する評価
・「侵略戦争への加担」をした「戦争協力者」であり、東京帝室博物館（1931年）にお

ける「抵抗精神」から、在盤谷日本文化会館（1943年）への「転向」
／宮内嘉久1981年、1990年

２．大東亜建設記念営造計画（1942年）と在盤谷日本文化会館に対する理解
・「近代建築の信条をむりやりにねじまげた苦渋の姿」／稲垣栄三1959年
・「挫折あるいは屈服していった日本の近代建築家たちの踏絵」／村松貞次郎1977年

３．井上章一『アート・キッチュ・ジャパネスク―大東亜のポストモダン』1987年
の問題提起による構図の転倒

・「日本趣味建築」は「日本ファシズム」が推し進めた建築様式ではない。
・大東亜建設記念営造計画コンペは戦争協力ではなく、「真のファシズム」から逃

避している企画である。

→これ以降、前川の戦前の姿勢は、戦争への抵抗ではなく、むしろ積極的な加担だった
のではないかとの論調が支配的になっていく。
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前川國男と戦争をめぐる現在の論点

１．戦争協力と日本回帰についての議論

・「ファシズム体制に抗し続けた非転向の建築家であったというのは神話にすぎない」

「前川國男における日本回帰の問題は、もう少し掘り下げられる必要がある」

／布野修司1996年
・「（前川の上海の仕事は）ファシズムへの抵抗どころか明確に大陸侵略に伴うプロ

ジェクトである」

「（「万国記念館」コンペの説明書に記した）こうした生き方を前川は「神妙の建
築」と呼び、それをもって「国民精神総動員」という革命に赴こうとする。（中
略）これを前川の政治的風土への屈服と受取るべきではない」／八束はじめ2005年

２．前川の戦時下の文章「覚え書」に対する両義的な評価

・「モダニズムの理論的な基盤を踏み破ってしまった」／藤森照信2002年
・「表現者の主体性を、国家権力から守ろうと必死になっている姿」／長谷川堯2008年

→前川の戦前期をめぐる評価は現在も尚大きく動き続けている。本研究では、こうした

議論を踏まえて、前川國男の戦前期の解明の一端を担うことを目的とする。
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前川國男による戦前期についての回想の言葉から

・「総力戦に協力するために、それに対応する組織をつくらなければいかんということ
で、建築士会が設計監理協会に変っていくんじゃないかな。（中略）30坪制限が出

て、木材はない釘はない、何はないということで仕事もほとんどなくなった。ある
のは国の工場とか、軍関係のものだけだ。（中略）山下（寿郎）さんが指導者原理
でどうとか、いきまいていたのを聞いているが、戦争中の建築家のそういう意識は
みんな忠君愛国だったでしょう。ぼくもそうだし、勝てるかも知れないと思ったこ
とがあるもの。最初真珠湾を攻撃したときなどね。」『建築雑誌』1968年10月号

・「大学卒業後すぐにコルビュジエの事務所に行き2年間勉強して、帰国したのが私が

23歳の時であったが、当時の日本はファシズムの抬頭期で、まことに不愉快な時代

であった。しかしこの渦中にあった当時は不幸であったが、やはりその経験は得が

たいものがあったと思っている。」『建築家』1968年秋号

7



研究の方法と一次資料について

1945年の空襲による戦災によって、前川事務所にあった原図等の資料の大半が焼失。

自宅などにあって奇跡的に残された資料には、次のようなものがある。

・前川國男個人が所有していたもの（『日誌』、蔵書類、アルバム等）

・「前川國男自邸」など一部の設計原図や写真

これらと、下記の資料などを用いて、戦前期における前川國男の建築思想の推移を追う。

・戦後に所員たちの手で整理されてまとめられた「作品目録」

・東京国立博物館や日本建築学会などに保管されている議事録や資料類

・前川國男や元所員の崎谷小三郎、大沢三郎へのインタビューの記録テープやメモ類

・元所員の吉川清（1917年生まれ）の私家版『記憶帳』1999年
・東京帝国大学工学部建築学科の卒業論文「大戦後の近代建築―ル・コルビュジエ論」

・東京帝国大学工学部建築学科の卒業設計「10キロ放送局」
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本著書の目次構成

序章

Ⅰ．ル・コルビュジエと出会う Ⅴ．ナチス・ドイツの影

父の背中と大正デモクラシー 報道技術研究会

東京帝国大学建築学科 四件の木造住宅

卒業論文にみる初心 「ナチス叢書 」のころ

セーヴル街のアトリエで

「遠く巴里からも」 Ⅵ．太平洋戦争と建築学会

「大陸」「南方」「大東亜」

Ⅱ．レーモンド事務所の時代 大東亜建築委員会

東京帝室博物館コンペ前史 南方建築指針による建築様式論

「負ければ賊軍」 大東亜建設記念営造計画コンペ

木村産業研究所 佐野利器と前川國男

コンペ連続挑戦のなかで

所員としての仕事 Ⅶ．思索と日々

綴られた「日誌」から

Ⅲ．独立後の挑戦 建築家の本棚

森永キャンデーストアー銀座売店 論考「建築の前夜」と「覚え書」

二転三転、パリ万博日本館

オリンピック東京大会会場計画 Ⅷ．自邸とバケツと

幻のオリンピック東京大会が遺したもの 自邸での試みと発見

建築事務所の経営事情 東京市忠霊塔コンペ

在盤谷日本文化会館コンペ

Ⅳ．日中戦争下の模索 太平洋戦争下の仕事について

幻の日本万博会場施設

一等当選、大連市公会堂コンペ 結びにかえて

「パンドラの箱」忠霊塔コンペ

「日満一体」の名のもとに

上海の集合住宅をてがける 9



前川國男の戦前期の仕事と言説の全体像

１．作品目録に記された戦前期の全物件数：120 （参考：戦後の物件数は約300）
＊作品の内訳（住宅、アパートなど39件、森永関係20件、戦争満州関係20件）

このうち実現したと推定できるもの ：77
何らかの資料が残っているもの ：30
本研究で取り上げているもの ：26

２．前川が、「当時自分の主張をまがりなりにも主張するたった一つの許された場所」

と位置づけて、連続挑戦をした設計競技（コンペ）

応募が確認できている数 ：21
入賞した数 ：10（内訳：1等5件、2等1件、3等2件、入選3件）

このうち資料があるもの ：16

３．前川國男による言説数（講演会、座談会の記事を含む）：40

10



前川國男の戦前のコンペ応募一覧：全21件

1928年 「ガブロニツ町役場」 ：落選＊図版なし
1929年 「ザグレツプ公共建築」 ：落選●

「名古屋市庁舎」 ：落選●
1930年 「明治製菓売店」（本郷） ：失格●
1931年 「東京帝室博物館」 ：落選●

「明治製菓銀座売店」 ：1等・実現●
1932年 「第一生命保険相互会社本館」 ：落選●
1933年 「東京水交社本館」 ：入選＊図版なし
1934年 「日本タイプライター株式会社社屋」 ：佳作＊図版なし

「東京市庁舎」 ：3等●
1936年 「ひのもと会館」 ：1等●

「巴里萬國博日本館」 ：1等●
「愛育研究所」 ：選外2席＊図版なし

1937年 「昭和製鋼所事務所本館」 ：1等・3等●
「日本萬國博覧会建國記念館」 ：落選●
「富士通信機製造工場」 ：落選●

1938年 「大連市公会堂」 ：1等●
1939年 「忠霊塔」 ：落選●
1940年 「満州興行銀行」 ：落選＊図版なし
1942年 「東京市忠霊塔」 ：不明●
1943年 「在盤谷日本文化会館」 ：2等●

→本研究では図版のあるもの（●印）16件全部について取り上げた
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前川國男の戦前期の建築界における主な社会的活動について

1931年1月 建築学会正会員となる

1939年3月 日本建築士会へ入会

1939年6月 日本工作文化連盟委員となる

1941年5月 建築学会第15回建築展覧会競技設計「国民住宅」審査員

1942年3月 建築連合協議会委員会第3部会（建築設計監督業務に関する事項）委員

1942年5月 建築学会第16回建築展覧会競技設計「大東亜建設記念営造計画」審査員

1942年6月 日本建築士公用団へ入団

1942年7月 建築学会「大東亜建築委員会」委員

1942年12月 戦時建築規格作成委員会委員

→1941年12月8日太平洋戦争開戦以降に、戦時体制にかかわる委員を多く務めている。
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東京帝室博物館コンペ 前川國男案 1931年
『国際建築』1931年6月号より転載
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東京帝室博物館コンペのもつ意味

１．審査員たちのねらいと思惑

・文科系委員：建物の機能を着実なものとするための「参考平面略計画案」の提示

・建築系委員：「日本趣味を基調とする東洋式」という新しい建築様式を創造するため

の様式の縛り

→両者の利害を確実なものとするために、さらに、

コンペ提出案には著作権を認めず、最終的な実施設計案の作成の権利を保有すること

２．前川國男案の特質

・ル・コルビュジエに学んだ近代建築の方法を素直な形にしてみること

・その際、博物館の館員が提示した機能的な条件にきちんと応えること

・機能を満たし、正直な空間を実現させることで、建物を「白色の背景」とすること

→まったく位相を異にする構図の中でコンペが行われたことになる
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前川國男 木村産業研究所 竣工写真 1932年
前川建築設計事務所蔵
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前川國男 大連市公会堂コンペ 1等当選案 1938年
『国際建築』1938年12月号より転載
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大東亜建築委員会（1942年4月～1943年12月）

・委員長：佐野利器

幹事：十代田三郎・平山嵩

委員：岸田日出刀・佐藤武夫・清水一・田邊泰・二見秀雄・柳井平八・山田守ら

・小委員会の組織構成

第１：建築方策

第２：都市計画、建築行政

第３：住宅

第４：建築様式（主査：岸田日出刀、委員：前川國男、丹下健三、坂倉準三、薬師寺

厚、浜口隆一）

第５：材料構造

第６：災害防止（防空耐震等）

第７：設備

第８：在来建築

→「南方建築指針」をまとめ、『建築雑誌』1943年4月号に掲載
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戦時下の建築界

１．建築学会

1929年3月～1945年8月までの建築学会長：

佐野利器→大熊喜邦→佐野→内田祥三→佐野→内田→内藤多仲→小林政一→内藤

２．日本学術振興会（1932年発足）

「文化の進展、産業の開発、国防の充実に資し」と目的に記された研究補助事業

その審査員である常置委員を、佐野、内田、小林が複数回務める。

また、次のような小委員会の委員長を務めている。

第14小委員会：「耐震構造」佐野 1934～40年
第32小委員会：「防空科学」内田 1938～45年
第39小委員会：「東亜建築」内藤 1940～46年
第71小委員会：「工場防空」内田 1944～46年
参加研究者総数：85名 研究費総額：412，107円→現在のおよそ12億円に相当する

●佐野利器を中心とした少数の学者が戦前期の建築界の権限のほとんどを握っていた。

因みに、前川國男事務所の1ヵ月の経費は700円、レーモンド事務所の1年間の経費は

1万円だったという。 18



前川國男『日誌』表紙と冒頭のページ
前川建築設計事務所蔵
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前川國男『日誌』（1941年3月～42年1月）に記された言葉①

・冒頭の書き出し

「資本主義社会に於ける経済的合理主義と芸術との関係に就き一応考を纏めたき希
望甚だ切なり 物質的重要性と芸術」1941年3月15日

・「国民住宅の先決問題は材料と工法の創造でなければならない。旧態依然たる木構
造に頼ってる「大量生産」は寧ろ滑稽ではないか。」8月2日

・「日本建築界新体制 甚だ結構であるけれど一体日本に建築界らしい建築界が在る
のか 先ず大切な事は建築界らしい建築界を創る事だ 建築家らしい建築家を生む
事だ」8月9日

・「日本の建築界で最大なる不幸は建築精神の行方不明である」11月12日

・「日本趣味建築 前川國男は此の種の建築と十年間の干戈を交えた」11月30日

・「ルコルビュジエに於ける建築 其の「経済性」は無意識的偽装に過ぎない」

「資本主義的建築の繁栄は在り得るも純粋建築の繁栄は在り得ない

建築を資本より開放せよ」9月10日 20



前川國男『日誌』に記された言葉②

・「機械文明の本道に建築の将来を希望し得るとすれば機械文明に人間生活建立の正道

を見出し得ると云う事だ つまり機械時代の生活が経済時代の桎梏を脱し得るか否

かにかかる 建築が僅かに今時代の支持を得るのは建築が経済的合理性に合致した

場合のみである」9月22日

・「建築新体制について

大東亜戦は史代転換の戦争にして日本は世界に対してその担当者たるの責任をもつ

今茲に世界史の形而上学的原理の上より之を見る時は自然中心の古代 神中心の中

世 人間中心の近代とに分つ事を得べし

今日近代史の終焉として茲に大東亜戦争の世界史的意義を見る時

今日本の闢く新しき史代の原理は何であるか、此の原理を真実在として生き抜かる

べき形而上学的原理は何であるか

二千年の西欧的各史代の有った諸原理の裡に形而上学的有的世界の一切がすでにつ

くされたるを見る時茲に新しき原理は無の世界に見出されねばならぬ

此の原理を中心に統一秩序をもった生活文化の相を新秩序と呼ぶ。

そして此の文化の支柱により国家の倫理が確立され国家の独立が顕彰される

かうした生活文化の確立がそれに相応しい建築の母胎である」1942年1月18日

21



前川國男自邸 1942年
前川建築設計事務所蔵
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蔵書に記された前川國男自邸のスケッチ
前川建築設計事務所蔵
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前川國男の蔵書から判明すること

自宅に保管され、焼失を免れた蔵書類は100冊あり、そこに記されたメモやスケッチか

ら、戦前期の前川の思想圏が読み取れる。ことに、『日誌』への書き写しと併行する

1941年以降の読書が、前川の思想形成に決定的な意味を持っていたと思われる。

その中心となったのが、「京都学派」の書物である。中扉に記入された前川の署名から、

これらが1941年2月から1942年4月にかけて集中的に読まれたことがわかる。

・高坂正顕『歴史的世界―現象学的試論』1940年10月15日7刷岩波書店

・田辺 元『哲学と科学との間』 1941年6月20日岩波書店

・高坂正顕『象徴的人間』 1941年8月30日弘文堂

・木村素衛『表現愛』 1940年12月20日2刷岩波書店

・高山岩男『西田哲学』 1941年7月10日12刷岩波書店

・三木清『哲学ノート』 1941年11月20日河出書房

・木村素衛『形成的自覚』 1942年2月20日再版弘文堂

・西谷啓治『世界観と国家観』 1942年2月20日3版弘文堂

・高坂正顕『歴史哲学と政治哲学』 1942年2月20日5版弘文堂

→前川が「建築の前夜」（1942年5月）を記し、「大東亜建築委員会」に参加した時期

に重なる。 24



在盤谷日本文化会館コンペ 2等 前川國男案 1943年
『新建築』1944年1月号より転載

25



前川國男の戦前における建築思想の到達点

在盤谷日本文化会館コンペ（1943年）で獲得した方法と視点

大東亜建築委員会や大東亜建設記念営造計画コンペで盛んに議論されていた、日本の伝

統の「形」からの引用による性急な造形表現ではなく、日本建築の特徴である「空間構

成」に注目し、そこに、新しい方法論の可能性を発見する。

「建築が本来空間構成の芸術である事の根源に遡行して日本的空間と西欧的空間との「あり方」の相

違にまで徹底する事に依ってのみ、真に日本建築伝統の継承者としての日本文化会館の意匠に参じ

得るであろう。日本絵画のもつ空白が描かれた事物に対して「意味なき他者」であり得ぬ様に日本

的建築の内部空間は常にその外部空間と暖かき血脈を通わして飽くまで「孤立せる個」を抹殺せん

とする美しき日本建築精神のみちびきによって此の文化会館意匠のよすがとしたい」

「本案に於ては各館の内部空間のみならず、その外部空間即ち各建築配置によって敷地内に作り出さ

れる建築外的空間、更に之等の建築外的空間がその敷地の外部に有つ環境的空間を常に緊張せる見

えざる糸に結ばれたるが如き全体的空間構成を完成せんことにつとめた。此の一途ことは日本の建

築が以て新しき世界の建築秩序に主導的立場を採り得る唯一根源の原理と信じて已まない。

かくして敷地内に布置されたる何れの建物も何れの庭も広場も野外劇場も相互に緊密なる相関の上

に不幸なる「孤独」を抹殺し得るものと考えられる。」

／前川國男「計画説明・計画要旨」『新建築』1944年1月号
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神奈川県立図書館・音楽堂 1954年 前川國男のスケッチ
前川建築設計事務所蔵
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京都会館 1960年 前川國男のスケッチ
前川建築設計事務所蔵
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埼玉県立博物館 1971年 前川國男のスケッチ
前川建築設計事務所蔵
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熊本県立美術館 1976年 前川國男のスケッチ
前川建築設計事務所蔵
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結論：前川國男の戦前期における建築思想の形成とその意味

１．前川國男の戦前期の建築思想の到達点：近代建築への確信と見えていた目標

・近代建築を成り立たせる前提条件である近代構造を確立すること

・近代建築に用いられる確かな工業化素材を開発すること

・それらを組み合わせて建築の経済合理的な構築システムを整えること

・日本の伝統的な建築の空間構成から、近代建築のエッセンスを抽出すること

・これらによって、はじめて、日本の気候風土に適合し、普遍性を持った日本独自の

近代建築を創造することができること

２．前川國男の戦後期へのつながり

・木造組立住宅プレモス（1946年）←戦時下の「国民住宅」批判からの実践

・日本相互銀行本店（1952年）に代表される「テクニカル・アプローチ」

←森永キャンデーストアー銀座売店（1935年）以来の問題意識からの実践

・神奈川県立図書館・音楽堂（1954年）で結実する「一筆書き」の空間構成

←自邸（1942年）、在盤谷日本文化会館（1943年）からの思考の深化

＊戦前期は「転向」や「挫折」ではなく、戦後に開花する方法論の核心部分をなしている。
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