
１ はじめに

吉田鉄郎（旧姓五島鉄郎）は明治２７年（１８９４）５月１８

日，富山県東砺波郡福野町に生まれ，逓信省の建

築家として全国各地に数多くの庁舎建築を設計

し，昭和３１年（１９５６）９月８日，東京荻窪の自宅で

亡くなった。代表作の東京中央郵便局，大阪中央

郵便局は，日本の近代建築の魁として，国内外か

ら高く評価されている。その無駄を排した，極限

まで洗練された構造体の表現はその後，逓信建築，

郵政建築の設計理念の基盤となり，丹下建三が設

計した香川県庁舎などの庁舎建築にも大きな影響

を与えたとされている。部分と全体の究極的な調

和を目指す設計手法と，隅々まで高い完成度を有

した建築をつくる姿勢は，その後，逓信建築，郵

政建築の真髄となり，小坂秀雄，薬師寺厚，内田

祥哉，高橋
てい

一らの，日本を代表する建築家に継

承されていった。逓信省を退官した後は日本大学

の教授として後進の教育に情熱を傾けた。また堪

能な語学力を活かしてドイツ語で『日本の住宅

（DAS JAPANISCHE WOHNHAUS）』注１），『日本の建

築（JAPANISCHE ARCHITEKTUR）』注２），『日本の庭

園（DER JAPANISCHE GARTEN）』注３）を出版し，日

本建築，日本文化を広く海外に紹介した。その著

書に対して，昭和２７年度日本建築学会賞が授与さ

れている。

今，建築家，吉田鉄郎が残した代表作品，東京

中央郵便局，大阪中央郵便局が，郵政民営化に伴

う不動産開発のため，取り壊しの危機にある。

東京中央郵便局は首都東京の表玄関という都市

の枢要な位置に立地しており，東京駅前広場を構

成する重要な役割を７５年以上にも亘って担ってき

た。大阪中央郵便局とともに，最高高さが３１m

であった時代の都市建築のあるべき姿，その理想

形を示した建築作品である。日本郵政株式会社が

発表した両中央郵便局の建替え計画に対して，か

けがえのない文化遺産が永く後世に継承されるよ

う，建築家，建築史家だけでなく，国会議員注４）や

多くの市民注５）が積極的に保存要望活動を展開して
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いる。日本建築学会などの団体はこれまで何度も，

保存要望書を提出し，シンポジウムを開催してい

る注６）。保存要望書において両中央郵便局は，�戦

前の日本における近代建築の中でももっとも優れ

た建築のひとつである，�日本近代の代表的建築

家・吉田鉄郎の傑作である，�駅前の景観を構成

する重要な要素になっていると評価されている。

平成２０年５月には吉田鉄郎の生誕地の富山テレビ

が特集番組を放送し注７），専門家だけでなく誰にで

も分かる形で，建築家・吉田鉄郎の遺業の今日的

意味を伝えている注８）。

２ 東京，大阪中央郵便局に代表される吉

田鉄郎の建築作品の意義

東京，大阪中央郵便局は，近代化した日本にお

いて，真に日本的なものを表現した最初の現代建

築であると評価されている。東京中央郵便局は昭

和６年（１９３１），大阪中央郵便局は昭和１４年（１９３９）

に竣工したが，同時期に建設された逓信省簡易保

険局（１９２９年），逓信省貯金局（１９３０年），旧文部省庁

舎（１９３３年）などの官庁建築はすべて様式建築で

あった。国際的に見ても，近代建築の巨匠となる

グロピウスがバウハウス（１９２６年）を，コルビュジ

エがスイス学生会館（１９３０年）を，ジャン・プルー

べがクリシーの人民の家（１９３７－１９３９年）を造った時

代で，世界中の建築家がモダニズム建築が進むべ

き方向を模索していた時期である。その中で，日

本建築，日本文化の深い理解の上に立ち，吉田鉄

郎は日本における近代建築のあり方を，世界に先

駆けて，東京，大阪中央郵便局の設計において示

したのである。

吉田鉄郎は東京中央郵便局の設計について，次

のように語っている。

「日本人の国民性の中の清らかさを求める心がある以上，
経済的，合理的に追求し，かつ清らかさを求めた建築は，
その美しさを持ちかつ日本的なのである。」注９），「鉄骨鉄筋
コンクリート構造法を利用して 窓面積を出来るだけ大き
くし，無意味な表面装飾を廃し，純白の壁面と純黒の枠を
もった大窓との対照によりて，明快にして清楚な現代建築
を求めることに苦心した。……必然的な建築要素によりて
現代的な構成美を現出している。」注１０）

また吉田が愛したバッハの音楽にたとえて，

「ちょっとでも動かしたら全体がくずれてしまうといった
ような究極的な調和を保ちながらがっちりと組み合わさ
れ，しかも淡々と流れていく……構造的な美しさ。あっと
いわせるようなものでなく，きくものの心にしずかに，ま
た深くしみこんでくる類のもの。建築もやはりこうなくて
は……とつくづくおもう。」注１１）

として，全体的な調和，構造的な美しさを目指

したことが述べられている。

東京中央郵便局は完成当時から，国際的評価が

写真３ 東京中央郵便局 ○CSSF

建築家・吉田鉄郎が残したもの，未来に伝えたいもの

８２ Re ２００８・１０・No.１６０



高く，当時訪日した建築家ブルーノ・タウトは，

「日本で高い質を有する現代建築は，是が非でも日本的な
ものになろうと努めないからこそ，かえって優れた質を見
せ，また真に日本的なものである。」注１２）

と評価した。逓信省の同僚である山田守は，

「今日の建築は……必要な柱や必要な壁や必要な窓，出入
口すべてがこの建築の必要な機構たると同時に建築の底力
ある美しさを発揮する要素である。今度の局舎も大体かよ
うな機能に即した美しさを求めているようだ。外部の白色，
大きい窓は今日の明快な時代的要求に適応したもので……
清潔で愉快である。」注１２）

と述べ，逓信省の後輩にあたる小坂秀雄は，

「吉田さんの作品は，外国のどの国にも見られない，正当
な意味での純粋な日本的現代建築であると言えよう。」注１２）

と述べている。

吉田鉄郎の東京帝国大学の恩師，内田祥三氏は，

吉田の十三回忌に当たって出版された，「吉田鉄

郎建築作品集」注１３） において，次のように述べて

いる。

「吉田鉄郎君は建築物の設計をする場合に，それの環境
との調和に重きを置いた。由来，都市の建築物でも，田園
の建築物でも，その建築物一つのみとしてあるのでなく，
隣接する建物や周囲の風物と調和を保って，その美しさを
増すものであることは云うまでもないことである。然るに
近次わが国では，風致の整った歴史ある土地に新たにその
穏やかさを破るような建築物を建てたり，一様に整ってい
る土地に，地代の変化や，土地利用の都合もあるだろうけ

れども，ある程度をこえてこれを破り，独自の建物の風貌
を誇らんとするような建築物の計画があるようなことは，
誠に遺憾であると思うのだが，吉田君もまたこの点に関し
て大いなる注意をはらい，かって外務省本庁舎の新営設計
募集があった際，吉田君のような名家がこの点を強調され
たのをみて，私もこれに大賛成で，大いに意を強うしたこ
とを覚えている。」

吉田鉄郎自身も，著書『日本の建築』の結語に

おいて，以下のように述べ，日本建築における建

築とそれを取り巻く環境との関係の重要性を指摘

している。

「日本建築の最も強い特性のひとつは，建築とそれを囲
む自然との密接な結び付きである。建築は自然の中にそれ
と調和し，一体として融合するようにはめこまれる。……
日本建築は主として新鮮な素地のままの木材でつくられ，
その建築は単純明快である。構造的な建築の骨格はかくさ
れず，同時に美的な形態として使われる。装飾的要素およ
び色彩はわずかである。それで材料の質感は完全にその効
果を発揮し，建築の外も内も単純さと清潔さを反映してい
る。……住宅は日本建築の主流であり，日本的な本性をもっ
とも明確に反映している。左右対称のような純形態的なも
のではなく，家の合目的性と機能が決定的なものである。
規格化は早くから実施され，建設過程の単純化と迅速性
を目指した。しかしこのことの中には，日本人が制限され
た型の中でつつましく彼の個性を発揮するために，型に従
うことがまた表現されている。建築家の小我はそれで制限
され，日本の建築はあの落ち着いた，控えめな，倫理的な
美しさを発展させることができたのであった。
この日本建築の特性は，おそらく日本ばかりでなく，他の
国々の新しい建築にも，道を示すことができるであろう。」

国際的なモダニズム建築の動きを熟知し，同時
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に日本建築の真髄にも精通していた吉田鉄郎は，

外国の真似ではない日本独自の現代建築の姿を生

み出した。それは建築を構成する基本要素である

構造体の美を追求し，建築とそれを取り巻く環境

の一体性を重視し，日本文化に固有の清純さを感

じさせる意匠であった。日本建築の特性に立脚し

た，吉田の設計は海外の建築家からも今後の現代

建築の方向性を示すものとして高く評価されたの

である。

３ 吉田鉄郎が目指した日本建築の現代的

継承―古人のあとをおわず，古人の求めたる

ところを，求め―

吉田鉄郎の日本建築に関する該博な知識はどこ

で得られたのであろうか。吉田が東京帝国大学建

築学科に学んだ時期には，関野貞助教授が日本社

寺建築を，伊東忠太教授が日本や東洋の建築史を

講義しており，基礎的な知識は在学中に得られた

ものであろう。中村達太郎教授，塚本靖教授のサ

インが残っている吉田が大正８年に提出した卒業

論文の題名は，「我国将来の住宅建築」である。

当時，卒業論文の課題は大学から指定され，全員

が同じテーマで執筆したという注１４）。卒業論文の

内容は，卒業と同時に結婚する日本女子大学に学

ぶ吉田芳枝の影響が大きいとされ，両性問題や婦

人問題に紙数を割いており，日本建築の木造建築

としての分析などは行われていない。日本建築に

関する知識や木造建築の設計手法については，逓

信省に入省してから，実践を通して学んでいった

のであろう。

吉田鉄郎は生涯，非常に多くの建物の設計をし

ており，吉田鉄郎建築作品集には１００棟以上の建

物が彼の作品として整理されている。しかしその

約３割が木造建築であることは，あまり注目され

ていない。吉田は若い頃から，鉄筋コンクリート

造の庁舎建築の設計と並行して，木造建築を途切

れることなく設計していた（表１）。

吉田の父の五島寛平，長兄の五島達二（後にて寛

平を襲名）はともに富山県福野郵便局長を勤めてお

り，吉田は逓信省に就職して間もないころ，実家

の福野郵便局舎の設計を行っている（竣工は大正１２

年）。吉田の逓信省における初期の作品，京都七

条郵便局（大正１１年竣工）や京都中央電話局新上分局

（大正１３年竣工）は，ドイツ，ハンブルグ派のシュー

マッヘルの影響を受けたものとされるが注１５），同

時期に設計を手がけていた実家の福野郵便局庁舎

は，モダニズムの住宅建築の特色を試みたような，

大きな開口部を持つ作品となっている。吉田は世

界的に起こりつつある近代建築の動きに精通して

いたとされ，その研究成果をまず，実家の設計に

おいて実践したのであろうか。５月１９日に放送さ

れた富山テレビの特集番組は，福野郵便局の自然

光を取り入れた設計を，東京中央郵便局の開放的

な建具のデザインに連続するものとして注目して

いる。実際，東京中央郵便局の設計室が逓信省営

繕課に設けられたのは大正１１年であり，福野郵便

局で試みられたことが，東京中央郵便局の設計に

影響をあたえた可能性は高い。

吉田は日本人の生活に根ざした日本住宅を日本

建築の特性を示すものとしてとらえていた。著書

『日本の住宅』は，『日本の建築』，『日本の庭園』

と密接な関係を持つ内容であるが，３部作の中で

とりわけ早い時期，昭和１０年に出版されている。

吉田は，建築と環境との調和を日本建築の特色と

し，構造体をそのまま美的表現として扱う木造建

築の特性，その優れた生産システムがもたらす建

築表現としての型，機能的合理性を持った日本の

住宅の特質を指摘して，日本建築の特性が現代建

築として普遍性を有したものだと認識してい

た注１６）。

建築家・吉田鉄郎が残したもの，未来に伝えたいもの

８４ Re ２００８・１０・No.１６０



吉田の住宅作品は，特に奇をてらったものでは

なく，定石どおりと言ってもよく，欄間などの装

飾的なものをそぎ落とす一方，生活面での近代化

を目指したものとされる。作品の中でとりわけ規

模が大きく，本格的な邸宅建築である馬場氏牛込

邸は，昭和２年５月に着工しているが，同年１１月

には東京中央郵便局も着工しており，東京中央郵

便局の無駄をそぎ落とした設計手法が，馬場氏牛

込邸の設計案に影響を与えていたと考えられる。

馬場氏牛込邸は個人的に依頼を受けた設計である

が，製図を担当した５名の内，廉川，沢，飯田の

３名は，東京中央郵便局の製図担当者としても名

を連ねている。昭和１１年３月着工し，１４年３月に

竣工した大阪中央郵便局の製図担当にも廉川，飯

田の名前がある。沢寅吉にあっては吉田が逓信省

を退官した後に手がけた，北陸銀行新潟支店（昭

和２５年着工）の製図と監督を担当しており，設計チ

ーフの吉田鉄郎だけでなく，担当者にとっても日

本住宅の設計と現代的な庁舎建築の設計が，密接

に関係するものとして理解され，実践されていた

のではないだろうか。

吉田鉄郎の建築作品は，構造体自身による構成

美とともに，軒の扱いについて日本建築の影響を

受けていると考えられる。降雨量の多い日本の風

土において，深い軒の出は建物の外壁を保護し，

室内の居住性を高めるのに効果があるが，同時に

意匠的にも非常に重要な要素となっている。吉田

が設計した庁舎建築においては，パラペットの位

置に設けられた小庇状の軒が，日本建築の深い軒

がつくる緊張感に相当する効果を表現している。

小庇の出の寸法や見附寸法は，作品ごとにいろい

ろ工夫が繰り返されているが，いずれの作品にお

いても小庇はシャープな水平線を形作り，外壁面

を引き締めている。吉田が設計した本格的な庁舎

建築で軒が付いていないものは大阪東郵便局ぐら

１８９４年（明治２７）５月１８日 富山県東砺波郡福野町に生まれ

る。旧姓，五島鉄朗。

１９１９年（大正８）７月１０日 東京帝国大学建築学科卒業 卒

業論文「我国将来の住宅建築」

１９１９年（大正８）７月１５日 吉田芳枝と結婚

１９１９年（大正８）７月１７日 逓信省経理局営繕課勤務

１９２０年（大正９）３月から

１９２１年（大正１０）３月 結核のため 休職，茅ヶ崎にて療養

１９２２年（大正１１）１月 旧東京中央郵便局焼失。逓信省営繕

課に中央郵便局設計室設置。吉田２８歳

（１９２２年（大正１１） 京都七条郵便局 鉄骨煉瓦造３階，３，１００�）

１９２３年（大正１２） 富山県，福野郵便局（実家） 木造２階

（１９２４年（大正１３） 京都中央電話局新上分局 RC造４階，

１，９３７�）

１９２４年（大正１３） 逓信次官官舎 木造２階，５１９�

１９２６年（大正１５） 朽木義男邸 木造２階，２０４�

１９２６年（大正１５） 検見川無線送信所官舎１，２，３号 木

造１階

１９２８年（昭和３） 馬場氏牛込邸 木造２階，１，０６７�

１９２８年（昭和３） 馬場氏那須山荘 木造２階，２３１�

１９２９年（昭和４） 山田氏邸増築 木造２階，１２９�

１９２９年（昭和４） 川越郵便局 木造２階，９７６�

１９３１年（昭和６） 鎌倉電信中継所官舎 木造２階

１９３１年（昭和６） 東京中央郵便局 SRC造５階，３６，４７９�

１９３１年（昭和６） 稚内郵便局 木造２階，１，３５６�

１９３４年（昭和９） 福島電話中継所官舎 木造１階

１９３５年（昭和１０）『日本の住宅』をドイツ，ヴァスムート社

から出版。

１９３５年（昭和１０） 大阪中央郵便局梅田分室 木造２階

１９３６年（昭和１１） 逓信省大手町分室 木造２階

１９３７年（昭和１２）頃 上田氏邸 木造２階，３０７�

１９３７年（昭和１２） 馬場清彦邸 木造２階，３３３�

１９３７年（昭和１２） 旧逓信博物館事務室増築 木造２階，３２４�

１９３７年（昭和１２） 三浦氏邸 木造２階，２５３�（実施設計案

のみで実現せず）

１９３８年（昭和１３） 寿原氏邸客間増築 木造１階，５０�

１９３９年（昭和１４） 日本発送電株式会社本社 木造２階，

１，１６６�

１９３９年（昭和１４） 大阪中央郵便局 SRC造７階，２５，５６５�

１９４０年（昭和１５） 東京鉄道郵便局 木造２階，９３３�

１９４０年（昭和１５） 馬場氏熱海別邸 木造２階，１０４�

１９４３年（昭和１８） 高等海員養成所大阪分校 木造２階

１９４３年（昭和１８） 高等海員養成所官舎 木造１階，９６�，７３�

１９４３年（昭和１８） 燈台寮男子部 木造２階，１，４０３�

１９４３年（昭和１８） 燈台寮女子部 木造２階，７３３�

１９４４年（昭和１９） 門司郵便局大里分室 木造１階，２，１１６�

１９４７年（昭和２２） 明石逓信診療所 木造２階，２，２０５�

１９４７年（昭和２２） 松田電気事務所 木造２階

１９４８年（昭和２３） 小住宅試案 木造２階，８３� （主婦之友

社，明日の住宅）

１９４９年（昭和２４） 大宮御所謁見所 木造１階，１０６�

１９５１年（昭和２６） 北陸銀行新潟支店 RC３階，５７１�

１９５２年（昭和２７） 北陸銀行代々木寮 木造２階，３９６�

１９５２年（昭和２７）『日本の建築』をドイツ，ヴァスムート社

から出版。

１９５６年（昭和３１） 逝去

１９５７年（昭和３２）『日本の庭園』をドイツ，ヴァスムート社

から出版。

表１ 吉田鉄郎の住宅設計と庁舎設計の関わりについて

建築家・吉田鉄郎が残したもの，未来に伝えたいもの
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いであり，晩年に手がけた外務省庁舎指名設計案，

東京都庁舎指名委託設計案まで，外壁最上部の軒

の意匠は殆どすべての建物の設計に踏襲されてい

る。また昭和１８年に完成した高等海員養成所大阪

分校の完成写真からは，日本の伝統的木造建築の

軒の意匠が，吉田により一旦，鉄筋コンクリート造

の庁舎建築における庇のデザインに昇華され，そ

れが再度，新しい木造建築の軒のラインのデザイ

ンとして創造されたことを感じることができる。

晩年の作品，北陸銀行新潟支店の設計について，

吉田鉄郎は次のように述べている。そこでは，彼

の日本建築に関する理解と現代建築におけるその

適用について，端的に語られている。

「日本の建築では，平面図ができ，柱の位置がきまると，
ごく自然な構造法を基礎として，きわめて必然的な，きわ
めて普遍的な，だが，きわめて洗練された家の姿がほとん
ど自動的にできあがる仕組みになっている。コンクリート
の家でも，このやり方が可能ではないだろうか。こんなこ
とは誰でも考えていることだろうが，私は以前からそれを
考えていたので，久しぶりにこの銀行をやる場合も，その
考えを基礎にしてやってみた。柱割りをしてから，柱の真
に梁をかけ，その梁の真に壁をつけるというふうに…。し
たがって階段室のまがった梁までも，内からも外からもみ
えるわけだ。結果はペレエをまずくまねたようなものに
なってしまったかもしれないけれど，この方向でくりかえ
してやってみたい気がする。」注１７）

吉田鉄郎が他界する直前に原稿を纏め，死後出

版された『スウェーデンの建築家』注１８）の後書きに

は，日本建築を現代の建築に継承する姿勢につい

て，次の言葉がある。

「こころみに日本建築をみても，それは徹頭徹尾，経済
的，合理的であり，かつ，きわめて近代的である。こうい
う建築を今日実現すれば，世界の人々は驚くであろう。も
ちろん，日本住宅は木造である。しかし，そこまでまねる
必要は少しもない。芭蕉もいっているように，古人のあと
をおわず，古人の求めたるところを，求めればよいであろ
う。次ぎにおこる問題は，こういうきりつめた建築におい
て，はたして，美が表現されるかという問題である。
しかしそれは，すこしも案ずるに及ばない。わが国には
古来，清らかさという特殊な美の概念があり，かつ，それ

はおそらく，きりつめたものに密接につながっているのだ
ろう。
もっとも合理的な，もっとも経済的な，かつ，清らかな
建築は，きわめて日本的である。……かかる建築が創造さ
れれば，日本人の価値も，おのずから高められるであろう。」

吉田はモダニズム建築の考え方を学ぶと同時

に，日本建築の研究成果を自分が手がける住宅設

計に活かし，その成果をさらに逓信省の庁舎設計

に反映させていった。またその逆に，鉄筋コンク

リート造の庁舎において実践した合理的な設計手

法を木造住宅の設計に応用した。そしてその繰り

返しにより吉田の設計は完成度を高めていった。

吉田鉄郎は生涯の最期に述べている。日本建築

が具備する合理性と清純さは，世界に，歴史に，

通用する普遍的な建築のつくり方につながると。

古人のあとをおわず，古人の求めたるところを，

求める。東京駅前，大阪駅前という都市の玄関に

位置し，日本の都市の「顔」でありつづけてきた

東京中央郵便局庁舎と大阪中央郵便局庁舎。日本

の近代史を伝えるかけがえのない証人であり，昭

和初期の建築技術や芸術的叡智が込められている

二つの中央郵便局の帰趨が，心配されている今，

私たちは，吉田鉄郎が目指したことを，改めて深

く理解し，今後につなげていくべきであろう。

（参考文献，注）

注１）吉田鉄郎著，近江榮監修，向井覚，大川三雄，

田所辰之介共訳，建築家・吉田鉄郎の『日本の

住宅』，２００２年６月，鹿島出版会 SD選書２３７，

原著はDas Japanische Wohnhaus，ドイツ，

ヴァスムート社，１９３５年

注２）吉田鉄郎著，薬師寺厚訳，伊藤ていじ注解，建

築家・吉田鉄郎の『日本の建築』，２００３年１０月，

鹿島出版会 SD選書２３８，原著は Japanische Ar-

chitektur，ドイツ，ヴァスムート社，１９５２年

注３）吉田鉄郎著，近江榮監修，大川三雄，田所辰之

助訳，建築家・吉田鉄郎の『日本の庭園』，鹿

島出版会 SD選書２３９，原著はDer Japanische

Garten，ドイツ，ヴァスムート社，１９５７年

建築家・吉田鉄郎が残したもの，未来に伝えたいもの
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注４）東京中央郵便局の保存を求める国会議員の数は

１５０名を超えている。２００７年１２月１３日，第１６８国

会，衆議院決算行政監視委員会における民主党

の河村たかし議員の質問に対し，文化庁は「東

京中央郵便局は重要文化財に値する」と答えて

いる。２００８年５月２７日，超党派の国会議員によ

る「東京中央郵便局庁舎を国指定重要文化財と

し，首都東京の顔として将来世代のために，永

く保存・活用を進める国会議員の会」主催によ

る検討会において，衆議院法制局から国土交通

省などに対して「建築基準法の一部改正骨子案」

が説明された。この建築基準法改正（案）は日本

郵政株式会社が東京中央郵便局を保存するため

に必要としていた容積率移転に関する法律上の

対応策を示すものであり，重要文化財に指定さ

れた建物の移転容積率のボーナスを提案したも

のである。中央郵便局を重要文化財に指定して

容積率のボーナスを受け，その容積を移転する

ことは，所有者の同意があれば実現性がある。

注５）東京中央郵便局を重要文化財にする会

http : //www０１２．upp.so-net.ne.jp/hauptpostamt

/index.html

注６）日本建築学会は，東京・大阪中央郵便局庁舎の

建築的価値を説明するため，２００６年５月２６日に

日本郵政株式会社，西川善文代表取締役社長あ

てに，２００５年７月２６日に生田正治日本郵政公社

総裁および麻生太郎総務大臣あてに，２００５年８

月３日に關 淳一大阪市長あてに「東京中央郵

便局庁舎・大阪中央郵便局庁舎保存要望書」を

提出している。２００８年６月１９日にも，再度，川

茂夫郵便局株式会社会長，寺阪元之郵便局株式

会社社長に，保存要望書が送られている。また

日本建築学会は日本建築家協会やDOCO

MOMO Japan との共催で，２００６年７月，２００７年

８月，２００７年１０月に３回，東京・大阪中央郵便局

舎の保存を訴える公開シンポジウムを開催し

た。２００８年６月３０日には，日本建築学会主催で

「日本における近代建築の原点―吉田鉄郎の作

品を通して―」が開催され，東京中央郵便局，

大阪中央郵便局に代表される吉田鉄郎の建築作

品の日本近代建築史における意義が議論された。

注７）２００８年５月１９日，吉田鉄郎の生誕地の富山テレ

ビ局が特集番組「平凡なるもの～建築家 吉田

鉄郎物語～」を放映した。東京・大阪中央郵便

局は，これまで建築の専門家には高く評価され

るものの，素人にはかかりにくいとされること

が多く，保存運動が社会的に広がっていくこと

を難しくしていた。しかし今回の富山テレビの

番組は，吉田の建築作品を紹介すると同時に，

吉田の人物像を浮かび上がらせ，一般の人の目

線で吉田の作品を見つめることにより，誰にで

も分かるように吉田鉄郎の建築の価値を紹介す

ることに成功している。番組取材の中で，吉田

鉄郎の著書『日本の建築』，『日本の住宅』，『日

本の庭園』を出版したドイツ，ヴァスムート社

を訪問し，５０年前に，吉田が送った原稿を発見

するなど，学術的な成果もあった。番組は，冷

静な目で，吉田の建築作品，建築家としての真

摯な人柄を伝え，太平洋戦争前後の厳しい状況

下においても，完成度の高い仕事を目指した真

剣な生き様が伝えられており，見る人の心に強

く訴えるものがある。

注８）両中央郵便局の建築学的な価値は，藤岡洋保東

京工業大学大学院教授により，学術的に明快に

論じられている。

注９）吉田鉄郎，『スウェーデンの建築家』あとが

き，１９５７年，彰国社。向井覚，内田祥哉編，「建

築家・吉田鉄郎の手紙」，１９６９年１０月１０日，鹿

島出版会。

注１０）向井覚「建築家吉田鉄郎とその周辺」，昭和５６

年５月２５日，相模書房に掲載されている，吉田

鉄郎「東京中央郵便局新庁舎」昭和８年１０月の

記事より。

注１１）樋口清，「建築」吉田さんの言葉，１９６８．１０。

上記，文献１０より引用。

注１２）向井覚「建築家吉田鉄郎とその周辺」，昭和５６

年５月２５日，相模書房。山田守，小坂秀雄の言説

も向井覚「建築家吉田鉄郎とその周辺」による。

注１３）吉田鉄郎建築作品集刊行会編，「吉田鉄郎建築

作品集」，１９６８年５月１０日，東海大学出版会

注１４）向井覚「建築家吉田鉄郎とその周辺」，昭和５６

年５月２５日，相模書房

注１５）前掲書

注１６）吉田鉄郎著，薬師寺厚訳，伊藤ていじ注解，建

築家・吉田鉄郎の『日本の建築』，２００３年１０月，

鹿島出版会 SD選書２３８，の結語による。原著は

Japanische Architektur，ドイツ，ヴァスムー

ト社，１９５２年

注１７）吉田鉄郎，新建築，１９５２年７月号に掲載された

記事。「吉田鉄郎建築作品集」より。

注１８）吉田鉄郎，『スウェーデンの建築家』，１９５７年，

彰国社
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