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時 下ます ます ご清祥 の こ ととお慶び 申 し上 げます。

つ とす る、
本 会 は、2 0 世 紀 の建築遺産 の価値 を認 め、そ の保存 を訴 えるこ とを 目的 の ‐
l l l 際的 な 非 政 府 組 織 D O C O M O M O ( D O c u m e n t a t i O n a n d C o n s e w a t i o n O f b u i l d i n g s , s i t e s

and neighbOrhood8 0f MOdern MOvement:モ
ダン ・ムープ メン トに関わる建物 と環境形
成 の記録調査および保存のための組織)の 日本支部です。
さて、貴社におかれま して大阪市 中央区心斎橋筋 に所在す る大丸心斎橋店本館 を建て替
える計画を進めてお られ るよ し、新聞等 の報道で聞き及んでお ります。
本会は大丸心斎橋店本館を、そ の建築史的な重要性によって、2003年 に 日本を代表する
歴 史的に価値 のある近代建築 100選 の一つ として選出いた してお ります。以 下に詳述 いた
します ように、大丸心斎橋店本館は、傑出 した意匠を有する歴史的建造物 として重要である
モ ダン大阪Jを
とともに、御堂筋 の景観 を形成する枢要な要素であ り、また昭和戦前期 の 「
代表する建築物 として地域 の歴史を語る上で欠 くことのできな い文化的資産であるといえ
ます。ぜひ とも、この貴重な建築物 の保存を進 めていただ きます よう、お願い申 し上げる次
第であ ります。
1)意 匠的価値
現在 の大丸心斎橋店本館の建設は 1921年 (大正 lo)に 第 1期 工事 として心斎橋筋に面
した南側 の部分か ら開始され、1925年 (大正 14)の 第 2期 、 1932年 (昭和 7)の 第 3期
工事を経て、1933年 (昭不
Π8)の 第 4期 工事で主要部分は竣 上 し 翌 1934年の大宝寺通 り
側増築で外観が完成 します。 この間、 1933年 には梅田 ・心斎橋FH5の
地 下鉄の開通を迎え、
1937年 (昭和 12)に は御堂筋が難波まで全通 します。
1945年 (昭和 20)の 大阪大空襲で 5階 以 上が損壊 し、47年 にこの補修をおこない、1954
年以降、7、8階 部分 の増築 が進められ 、さらに 1965年か ら74年 までの間に外周の余地部
分へ の増築 がおこなわれて、現在 の姿 とな ります。被災 と増改築を経ているとはいえ、主要
街路か ら見る立面は当初の意匠をよく継承 してお り、4階 以 ドについては、テラコ ッタをは
じめとしてオ リジナルの材料 の多 くが保たれてい ます。
室内意匠 においては吹抜 の閉鎖など多少 の改変はあるものの、1階 か ら 3階 までについ
ては、玄関ホールのステン ドグラス、1階 および 3階 天丼、階段室 エ レベー ターホール ま

わ りなどにはどこされた装飾 がよく保存 されています。
様式 としては、第 1期 2期 工事による心斎橋筋側 立面は、当時 「
近世復興式Jと 称 され
ル
ンス
のモ
ーフ
レンジ
た、 ネサ
チ
を近代的にア
したものです。玄関 上部 の 半円アーチに
様式
コ
レ
はめ込まれたテラ ンタによる7L雀の リー フは見るもの を圧倒する密度を誇 ります。 ま
た、低層部は石張 りを模 してベース メン ト (基壇)と してデザインされ 、その上端には高欄
状 の浮き彫 り装飾が施 されます。
第 3・4期 による御 堂筋側 立面は、心斎橋筋側 立面以上に 3層 構成を明確に示 し、低層部
は花開石 とテラコ ッタ、7階 部分はテラコ ッタによって明白色に仕上げる 方、3階 か ら.6
階までは褐色 のスクラッチタイルで重厚に納めています。様式 としては、ゴシック様式を基
調 として、垂直線 を強調 します。なかでも南西隅の塔屋 「
水晶塔Jは このネオ ゴシック様
‐
式の特色をよく示 します。 方、細部装飾にお いては 1920年代後半に世界的に流行 したア
ール ・デ コの影響がはつ きりうかがえ、直線や 三角形 のモチー フが駆使 されてい ます。特に
低層部 と最上階 のテ ラコ ッタ装飾は
大阪Jの 目抜 き通 りを飾 るにふ さわ しい華や かさと
'大
品格を備 え、他に例を見な い完成度を誇 ります。
室内意匠で も、多面体 と多角形をモチーフ とす るアール デ コ装飾 が駆使 されます。平面
的な装飾にとどまらず、照明を組み込む ことで立体的な演出を展開 しています。繊細に して
華麗 なアール デ コのデザインは東京都庭園美術館 (旧朝香官邸)と 双璧をなす もの と評価
できます。
2)ウ ィリアム メリル ヴォー リズの作品としての価値
WMヴ ォー リズは米国出身 の建築家 で、1907年 に最初 の建築設計をお こなって以降、戦
ヽ幡市を拠点 としたこ
前期 だけで約 1,400件の建築設計を手 がけま した。彼 は滋賀県近江 ノ
とか ら、お のずか ら関西にそ の作品は多いですが、日本全国、さらには東アジア諸地域に広
がっています。近年、 とみに再評価 の気運が高まってい る建築家であ ります。
ヴォー リズはまず住宅作家 として盛名 を得、住宅改良運動 の旗手の 1人 として活躍 しま
す。その作品 は文化財指定 ・登録 されてい るものだけでも、駒井邸 (1927年、京都市)、大
マ ッケ ンジー邸 (1940年、
丸 ヴィラ (1932年、京都市)、近江岸邸 (1935年、堺市)、1日
静岡市)な ど枚挙にい とまがあ りません。他 の建築類型 では学校建築が注 目されてい ます。
関西学院 (1929年、西宮市)、神戸女学院 (1933年、西宮市)、梨花女子大学 (1985年、
ソウル 市)、旧豊郷小学校 (1937年、滋賀県)、大阪女学院 (1951年、大阪市)な どは施設
全体を手がけたもので、その力量をよく示 します。
ヴォー リズは企業社屋、商業建築の設計 も積極的にお こな つてお り、旧大同生命 ビル
(1925、大阪市)、東華菜館 (1926年、京都市)は よく知られるところです。どちらも米国
建 築 の手法をrlJみ
に導入 したものとして知 られ ます。先代 の大丸心斎橋店 (1917年)は ヴ
ォー リズがは じめて手がけた百貨店建築で した。 ここでヴォー リズはそれ まで 日本の百貨
店建築では例がなか つた ゴシ ック様式を採用 して注 目を集めま した。 これが火 災で焼失 し
たのち、す ぐに再建に着手 した ものが現在 の本館です。現本館で の華麗な装飾や テラコ ッタ
の駆使は上に挙げた ビルや レス トランでの経験 をさらに発展 させた もの とい うことができ
ます。ヴォー リズの足跡を通 して、歴史様式 のなかにモ ダン ・デザインが浸透 し、大衆社会
における新 しい美意識が形成 され る過程を見ることができます。大丸′
心斎橋店本館はその

大きな里程標 とい えます。
なお、大丸心斎橋店本館 の意匠設計で重要な役割を発揮 したのは佐藤久勝 とい うヴォー
リズ事務所 の所員です。彼は建築 の 専門教育を受けない まま入所 し、設計実務 を通 して建築
を学んだ とい う人物です。やがて才能を開花 させ、 「
霊想霊腕 の大才Jと 謳われ ますが、 ■
事途 上の 1932年 に急逝 します。 こ うした人物的エ ピツー ドも含め、ヴォー リズ建築、さら
には関西の近代建築を考 える上で重要な位置を占める建築 と云 うことがで きます。
3)地 域史的 ・景観的価値
.
心 斎橋筋は大阪にお いて屈指 の 日抜き通 りであ りま した。大丸は 1726年 (享保 11年 )
に現在の位置に開業 し、今 日に至っているわけです。 1925年の御堂筋拡幅計画を受けて、
西側 への増築 が企画 される ことにな ります。したが つて、この建築物は、伝統ある商店街 と
真新 しいブール ヴァールの双方にふ さわ しい表情を求 められて きま した。
先に述べ た御堂筋側 立面の綿密なデザイ ンは、幅 24間 (約 44メ ー トル)と い う新街路
に向かい合 うべ く練 り上げ られたもの といえます。南隣はそ ご う百貨店 が店舗 を新築 しま
すが、そ の設計を担当 した村野藤吾は、ヴォー リズ設計 の大丸を意識 して、通 りに対 して大
丸 とは異なるア ピール をなさねばな らぬ とい う気概 の もとに、そ の構成主義的意匠を案出
した と伝 え られます。周辺環境 の刷新が建築 の変貌を次 々 と呼び起 こす経緯 を見ることが
できます。
御堂筋開肖1に当た つては、大阪市当局は景観の整備 に配慮 し 大規模社屋 の誘致 に努 めた
といわれます。長 く百尺 の軒高で揃 った整斉たる街並みを誇 つて きま したが、高 さ規制 の緩
和 と建築物 の 更新 とによつて、不安定な状況を皇 しつつある こ とは否めません。ここにおい
て、大丸心斎橋店本館は御堂筋の景観 の原点を保持 しています。視覚的な意味だけでな く、
老舗が地域 とともに発展 してきた軌跡 を示 しているとい う点にお いて も景観 の規範 となる
重要な意味を担 ってい るとい うことができます。
貴社 が心斎橋店本館 の維持保全 とそ の魅力の顕彰に努めてこられたことはよく存 じてお
ります。ここまで申 し にげたことは、貴社におかれま しては、十分 にご理解 のこ とと存 じま
す。 どうか今後 とも心斎橋店本館のかけがえのない価値を後世に継承 していただきます よ
う、ご高配をたまわ りたく存 じます。
なお、本会は本建築 の保存に関 して、技術的支援な ど可能な範囲でご協力 させていただき
た く考えてお ります ことを申 し添えます。
敬具
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時 下ます ます ご清 祥 の こ ととお慶 び 申 し上げます。

本会 は、20世 紀 の建築遣産 の価値 を認 め、そ の保 存 を訴 え るこ とを 目的 の 一つ とす る、
国際的 な非政府組i31DOCOMOMO(Documentatlon and ConservatiOn Ofbuildings,sites
and neighborhoods of Modem Movement:モ ダ ン

ムー プ メン トに関わ る建物 と環境形

成 の記録調査 お よび保存 の た めの組織)の 日本 支部 です。
さて、貴社 にお かれ ま して大阪 市 中央 区心斎橋 筋 に所在す る大 丸心斎橋店 本館 を建 て替
え る計画 を進 めてお られ る よ し、新 聞等 の報道 で聞 き及んでお ります。
本会 は大丸心斎橋店本館 を、そ の建 築史的 な重要性 に よって 、2003年 に 日本 を代表す る
歴 史的 に価値 のあ る近代建築 100選 の 一つ と して選 出 いた してお ります。 以 下に詳述 いた
します よ うに、大丸心斎橋店本館 は 、傑 出 した意匠 を有す る歴 史的建 造物 と して重 要であ る
とともに 、御 堂筋 の 景観 を形成す る枢 要 な要素 であ り、また昭和 戦前期 の 「
モ ダ ン大阪Jを
代 表す る建築物 と して地域 の歴 史 を語 る上で欠 くこ とので きな い 文化 的 資産 であ る とい え
ます。ぜ ひ とも、この貴重な建築物 の保存 を進 めていただ きます よ う、お願 い 申 し上げる次
第で あ ります 。
1)意 匠的価値
現在 の 大丸心斎橋店 本館 の建設 は 1921年 (大正 10)に 第 1期 工事 と して心 斎橋筋 に面
した南191の
部分 か ら開始 され 、 1925年 (大l114)の 第 2期 、 1932年 (昭和 7)の 第 3期
工事 を経 て、1933年 (昭和 8)の 第 4期 工事で 主要部分 は竣 工 し、翌 1934年 の 大宝 寺通 り
側 増築 で外観 が完成 します 。 この 間、 1933年 には梅 日 ・心斎橋 間 の 地 ド鉄 の 開通 を迎 え、
1987年 (昭和 12)に は御 堂筋が難 波 まで全通 します 。
1945年 (昭和 20)の 大阪大空襲で 5階 以 上が損壊 し、47年 に この補修 をお こない 、1954
年 以降 、7、8階 部分 の増築 が進 め られ 、 さらに 1965年 か ら 74年 まで の間 に外周 の余地 部
分 へ の増 築 がお こなわれ て、現在 の 姿 とな ります。被 災 と増 改築 を経 て い る とはい え、主要
街 路 か ら見 る立面は 当初 の 意匠 をよ く継 承 してお り、4階 以 下につ い ては、テ ラ コ ッタをは
じめ と してオ リジナル の材 料 の 多 くが保 たれ てい ます。
室 内意 匠にお いて は吹抜 の 開鎖 な ど多少 の改変 はあ るものの、1階 か ら 3階 まで につい
ては 、玄関 ホール のステ ン ドグラス 、1階 お よび 3階 天 丼、階段 室 、エ レベ ー ター ホール ま

わ りな どにはどこされた装飾がよく保存 されています。
様式 としては、第 1期 ・2期 工事による心斎橋筋側立面は、当時 「
近世復興式Jと 称 され
た、ルネサ ンス様式 のモチーフを近代的にア レンジ したものです。玄関上部 の 半円アーチに
はめ込まれたテラ コ ッタによる孔雀 の レ リー フは見るもの を圧倒す る密度 を誇 ります。ま
た、低層部は石張 りを模 してベ ースメン ト (基壇)と してデザインされ 、その上端には高欄
状 の浮き彫 り装飾 が施 されます。
第 3・4期 による御堂筋側立面は、心斎橋筋側立面以上に 3層 構成を明確に示 し、低層部
は花蘭石 とテラコ ンタ、7階 部分はテラコ ッタによって明白色に仕上げる一方、3階 か ら,6
階までは褐色 のスクラッチタイルで重厚に納めています。様式 としては、ゴシック様式を基
調 として、垂直線 を強調 します。なかでも南西隅の塔屋 「
水晶塔Jは この ネオ ・ゴシ ック様
式 の特色をよく示 します。 方、細部装飾にお いては 1920年代後半に世界的に流行 したア
ール ・デ コの影響 がはつき りうかがえ、直線や 三角形 のモチーフが駆使 されていますも特に
大大阪」の 目抜 き通 りを飾 るにふさわ しい華や かさと
低層部 と最 上階 のテ ラ コ ッタ装飾は 「
品格を備え、他に例を見ない完成度を誇 ります。
室内意匠でも、多面体 と多角形をモチーフ とするアール デ コ装飾 が駆 使 されます。平面
的な装飾にとどまらず、照明を組み込むことで立体的な演出を展開 しています。繊細に して
華麗なアール ・デ コのデザイ ンは東京都庭園美術館 (日朝香官邸)と 双璧をなす もの と評価
できます。
2)ウ ィリアム ・メリル ・ヴォー リズの作品 としての価値
WMヴ ォー リズは米国出身の建築家 で、1907年 に最初 の建築設計をお こなつて以降、戦
前期だけで約 1,400件の建 築設計を手がけま した。彼は滋賀県近江 人幡市を拠点 としたこ
とか ら、お のずか ら関西にその作品は多いですが、日本全国 、さらには東アジア諸地域 に広
がつています。近年、 とみに再評価 の気運 が高まつている建築家 であ ります。
ヴォー リズはまず住宅作家 として盛名 を得 、住 宅改良運動の旗手の 1人 として活躍 しま
す。その作品は文化財指定 登録 されてい るものだけでも、駒井邸 (1927年、京都 市)、大
マ ッケ ンジー邸 (1940年、
丸 ヴィラ (1932年、京都市)、近江岸邸 (1935年、堺市)、1ロ
静岡市)な ど枚挙 にいとまがあ りません。他 の建築類型では学校建築が注 目されています。
関西学院 (1929年、西官市)、神戸女学院 (1933年、西宮市)、梨花女子大学 (1935年、
ソウル 市)、 日豊郷小学校 (1987年、滋賀県)、大阪女学院 (1951年、大阪市)な どは施設
全体を手がけたもので、その力量をよく示 します。
ヴォー リズ は企業社屋 、商業建築 の設計 も積極的にお こなつてお り、 日大同生命 ビル
(1925、大阪市)、東華菜館 (1926年、京都市)は よく知 られるところです。どちらも米国
建築 の手法を巧みに導入 した もの として知 られます。先代 の人 丸心斎橋店 (1917年)は ヴ
ォー リズが は じめて手がけた 百貨店建築で した。 ここで ヴォー リズはそれ まで 日本 の 百貨
店建築では例 がなかつた ゴシ ック様式を採用 して注 目を集めま した。 これが火災で焼失 し
たのち、す ぐに再建に着 手したものが現在 の本館 です。現本館での華麗 な装飾やテラ コ ッタ
の駆使は上に挙げた ビルや レス トラ ンでの経験をさらに発展 させた もの とい うこ とができ
ます。ヴォー リズの足跡 を通 して、歴史様式のな力ヽこモ ダン ・デザインが浸透 し、大衆社会
における新 しい美意識が形成 される過程を見ることができます。大丸心 斎橋店本館はそ の

大きな里程標 といえます。
なお、大丸心斎橋店本館 の意匠設計で重要な役割 を発揮 したのは佐藤 久勝 とい うヴォー
リズ事務所 の所員 です。彼は建築 の専門教育を受けないまま入所 し、設計実務を通 して建 築
を学んだ とい う人物です。やがて才能を開花 させ、 「
霊想霊腕 の天才」 と謳われますが、工
事途 上の 1932年 に急逝 します。 こ うした人物的エ ピソー ドも含め、ヴォー リズ建築、さら
には関西 の近代建築を考える上で重要な位置を占める建築 と云 うことができます。
3)地 域史的 。景観的価値
心斎橋筋は大阪において屈指 の 目抜き通 りであ りました。大丸は 1726年 (享保 11年 )
に現在 の位置に開業 し、今 日に至 っているわけです。 1925年の御 堂筋拡幅計画を受けて、
西側 への増築 が企 画され ることにな ります。 したがつて、この建築物は、伝統ある商店街 と
真新 しいブール ヴァールの双方にふ さわ しい表情を求 められてきま した。
先に述 べ た御 堂筋側立面の綿密なデザイ ンは、幅 24間 (約 44メ ー トル)と い う新街路
に向かい合 うべ く練 り上げ られたもの とい えます。南隣はそご う百貨店が店舗 を新築 しま
すが、そ の設計を担当 した村野藤吾は、ヴォー リズ設計 の大丸を意識 して、通 りに対 して大
丸 とは異なるア ピール をなさねばな らぬ とい う気概 の もとに、そ の構成主義的意匠を案出
した と伝 えられます。周 辺環境の刷新が建築 の変貌を次 々 と呼び起 こす経緯 を見ることが
できます。
御堂筋開肖1に当た つては、大阪市当局は景観 の整備に配慮 し、大規模社屋の誘致に努 めた
といわれます。長く百尺 の軒高で揃 つた整斉たる街並みを誇ってきま したが、高さ規制 の緩
和 と建築物 の 更新 とによって、不安定な状況を呈 しつつあることは否めません。ここにお い
て、大丸心斎橋店本館は御堂筋 の景観 の原点を保持 しています。視覚的な意味 だけでな く、
老舗が地域 とともに発展 してきた軌跡 を示 しているとい う点にお いて も景観 の規範 となる
重要な意味を担 つてい るとい うことがで きます。
貴社が心斎橋店本館 の維持保全 とそ の魅力 の顕彰に努めて こられた ことはよ く存 じてお
ります。ここまで申 し上げたことは、貴社にお かれま しては、十分にご理解 のことと存 じま
す。 どうか今後 とも心斎橋店本館 のか けがえのない価値を後世 に継承 していただ きます よ
う、 ご高配をたまわ りた く存 じま丸
なお 、本会は本建築 の保存に関 して、技術的支援な ど可能な範囲でご協力 させていただき
た く考えてお ります ことを申 し添えます。
敬具

