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1．	 はじめに	 

1.1.	 目的	 

本研究は、建築史学の観点から、西欧由来の屋上庭園が

いかに日本建築に享受され、また日本人によってどのよ

うに変遷されたのかを考察することを目的としている。

そのため、第二次世界大戦以前における屋上庭園を包括

的に分析することで、その変移を明らかにする。 
屋上庭園とは「建築に付随する外部空間」である庭園を

非地上へと持ち上げたものであり[1]、「空中庭園」や「屋
上園」とほぼ同義に用いられている。本稿では、屋上庭

園が西欧から移植された明治期から、鉄筋コンクリート

が恒常的に使用できるようになる 1920年までを分析対象
として扱う注1)。 
筆者らはすでに、日本近代建築におけるル・コルビュジ

エ派とバウハウス派の建築作品における庭園を比較分析

することで[2]、建築家ル・コルビュジエの「屋上庭園(Toit 
Jardin)」が日本近代の建築作品に与えた影響を考察してい
る。それに対し本稿では、1920 年以前の屋上庭園全般に
焦点をあてて分析を行っている。 
1.2.	 研究の方法	 	 

近代日本建築における屋上庭園に関する一次資料とし

て、1920年以前に国内で発刊された建築専門誌である『新
建築』、『建築雑誌』、『国際建築』を用いる。 
『新建築』は商業的な雑誌媒体であり、発刊当時に話

題性のある建築物が網羅的に扱われ、また、『建築雑誌』

は日本建築学会員向けの会誌であり、学術的な指標とな

り得る。さらに、『国際建築』も商業的な建築専門誌であ

るが、国際的に評価され得る日本国内の建築作品が掲載

されているため、研究対象として用いている。なお、明

治期に関しては、これらの一次資料に掲載されている建

築作品の数が少ないため、当時の記念絵葉書やパンフレ

ットなどを補足的に用いた。 
これらの一次資料を用いて、屋上庭園が確認出来る建

築作品の写真、図面、言説を抽出し、既往の造園研究に

依拠して[3]、「用途」「建築類型」「植栽（素材）」の主題 
 
 

 
 
 
で分析を行う注2)。また、建築的視点からの考察を加える

ため、庭園下に用いられた建築の主体構造である「躯体

構造」と、敷地条件の論点であり屋上庭園を計画する目

的に相関する「立地」を主題とした分析を行う。 
1.	 3.	 研究の位置付け	 

「屋上庭園」という言葉は明治 29年発行の『明治園芸
会雑誌』にて初めて用いられ[4]、以降園芸史の中で建築
に付随する非地上の庭園として取り上げられてきた[3][5]。
また、日本国内における屋上庭園の起源を明らかにした

ものや[6]、明治期に屋上庭園が西欧より日本に移植され
たことを示したものがある[7]。しかしこれらは園芸史の
観点のみの研究であり、また、近代化に伴う屋上庭園の

変容について考察したものではない。 
また、建築史学の観点から近代日本建築を通史的に分 
析した研究もあるが[8][9][10]、近代日本を代表する特定
の建築家について屋上庭園を断片的に捉えた考察であり、

それらに対して本稿は屋上庭園の推移に焦点をあてて包

括的な分析を行っている。 
	 

2.	 用途	 

2.	 1.	 休息	 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
図 1	 三越呉服店大阪支店	 (1918,	 大正 7) 

横河民輔設計の三越呉服店(1915, 大正 4)や三越呉服店
大阪支店(設計者不明, 1918, 大正 7)に代表されるように
(図 1)、休息に要される屋上庭園は 1890 年代から通年的
に計画され、百貨店やホテル、小規模店舗など様々な建 
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築類型に用いられている。それらは、椅子やパーゴラ、

花壇、噴水、飲食物販売所などを配し、また、屋上庭園

の一部に木造の茶室や東屋を設けることで、短時間・長

時間両方の休息に対応して計画されている。 
2.	 2.	 眺望	 

三越呉服店(1915, 大正 4)に関して横河民輔が「南は品
川沖から北は上野浅草の方を眺望する事が出来る眺望臺

になって居りまして」注3)と記しているように、眺望を意

図した屋上庭園は 1910年代から百貨店やホテルを主に計
画され、展望台を配すことで、視点位置を限定した周辺

景観への眺望を意図している。 
2.	 3.	 奉祀	 

1900年代から 1910年代を通し、事務所ビルや百貨店な
ど、経済的効果が要求される建築の屋上庭園には、商売

繁盛を祈願するための稲荷社が設置されている。典型例

としては、秋田商会ビル(設計者不明 1915, 大正 4)に稲荷
社が屋敷神として祀られ、また横河民輔設計の三越呉服

店本館(1915, 大正 4)には(図 2)、一般客の訪れる場所の一
角に三圍稻荷の稲荷社が祀られている。 

	 

	 

	 

	 

	 

	 

	 

	 

図 2	 三越呉服店本館	 (1915,	 大正 4)	 

2.	 4.	 遊戯・運動	 

ゲオルグ・デ・ラランデ(George de Lalande, 1872-1914)
とヤン・レツル (Jan Letzel, 1880-1925)が神戸外国人居留
地 6 番地に設計した神戸オリエンタルホテル(1907, 明治
40)には(図 3)、屋上に植栽豊かな庭園が計画され、その一
部が宿泊客用のゴルフ練習場に当てられている。このよ

うに、遊戯・運動に要する屋上庭園は 1900年代から計画
され、主たる目的ではないものの、形式的な庭園に付随

する機能として模索されている。 
 

 

 

 

 

 

 

 

図 3	 神戸オリエンタルホテル(1907,	 明治 40)	 

3.	 建築類型	 

3.	 1.	 住宅	 

例外的に服部長七邸(設計者不明, ~1896, 明治 29 以前)
の屋上に灯籠や手水鉢、飛石などが配された池泉庭園が

計画されているものの、1920 年以前は他に屋上庭園をも
つ専用住宅は計画されていない。 
3.	 2.	 百貨店	 

三越呉服店仮営業所(設計者不明, 1907, 明治 40)に代表
されるように、百貨店の屋上部に施された庭園は 1900年
代の早い時期から積極的に投資され、多様に応用されて

いる。それらは、屋上庭園のもつ話題性からさらなる集

客を可能とし、また、屋上庭園内での飲食物販売や遊技

場の遊戯料の収益が目的とされている。さらに、三越呉

服店を始めとして、伊勢丹百貨店、白木屋呉服店、越前

屋百貨店など多数の百貨店が競って試行錯誤することで、

百貨店ごとに屋上庭園の独自の意匠や工夫が模索されて

いる。 
日本で初めて百貨店に屋上庭園を計画したのは三越呉

服店仮営業所(設計者不明 1907, 明治 40)であり、図面に
「空中庭園」と記された屋上には、廻転展望台や噴水、

三囲稲荷、温室、茶室、奏楽堂などが配されている。以

降、屋上庭園は枯山水庭園や幾何学式庭園が中心として

計画され、休息用の施設や遊技場が付随している。 
3.	 3.	 ホテル	 

屋上庭園が計画されたホテルは、ゲオルグ・デ・ララン

デ (George de Lalande, 1872-1914)とヤン・レツル  (Jan 
Letzel, 1880-1925)設計の神戸オリエンタルホテル(1907, 
明治 40)を始めとして、屋上庭園黎明期の 1900 年代から
計画されている。これらは、屋上庭園から周辺の風景を

撮影された絵葉書が多く作られている事から、主に眺望

と話題性からの集客を目的として計画されたと推論され

る。 
3.	 4.	 小型店舗・事務所	 

黎明期の屋上庭園は、武蔵野楼(設計者不明, 1861~1864, 
文久年間)や岩谷松平の事務所兼住宅(設計者不明,	 明治
20 年代後半から 30 年代初頭)に典型が確認出来るように、

小型の店舗や店舗兼事務所を主として計画されている。

それらは一部平屋の屋根上を庭園として用いることで、

テラス形式の屋上庭園を計画している。また、枯山水庭

園や池泉庭園などの庭園形式が用いられ、主に観賞用と

して計画されていたと推論される。 
 
4.	 植栽（素材）	 

横河民輔設計の三越呉服店(1915, 大正 4) や岩谷松平の
事務所兼住宅(設計者不明, 明治 20 年代後半から 30 年代
初頭)に代表されるように、1920年以前の屋上庭園には経
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年的変遷無く多種多様の植栽が施されている。岩谷松平

の事務所兼住宅の屋上庭園は、写真解説に「岩谷商会の

屋上には写真のような庭園があり、夏になると滝が落ち

るように仕掛けられていた」注4)と記されているように、

水と植栽を多用した池泉庭園であった(図 4)。また、それ
らは建築の耐荷重に配慮して比較的小型の植栽が用いら

れ、耐風性、耐乾性、浅根性に配慮した樹種が選定され

ている。そして、多くは幾何学式庭園や枯山水庭園、池

泉庭園などを用いることで、地上で用いられた庭園形式

を屋上に移植している。 
	 

	 

	 

	 

	 

	 

	 

	 

	 

図 4	 岩谷松平の事務所兼住宅	 

(明治 20 年代後半から 30 年代初頭)	 

 
5.	 躯体構造	 

5.	 1.	 木造	 

日本最古の屋上庭園として近藤三雄は文久年間(1861~
1864)に築島の豊川町に建てられた武蔵野楼をあげている
[6]。これは木造３階建ての妓楼の２階部分に設けられた
屋上庭園であり、非常に緩い勾配の屋根に金属板を葺き、

その上にモルタルと植栽用の土を覆うことで屋上庭園を

形成している。 
そしてこの武蔵野楼以降、各地の市街地で木造陸屋根に

よる屋上庭園が模索されるようになる。明治 20年代後半
から 30年代初頭に銀座に建てられた岩谷松平邸の事務所
兼住宅は、明治政府が建造した銀座煉瓦街の払い下げを

岩谷自身が木造で改修したもので注5)、間口 46m に及ぶ和
洋折衷の２階建ての一部１階の陸屋根に贅を尽くした屋

上庭園がつくられている。 
 

 

 

 

 

 

 

 

図 5	 三越呉服店仮営業所(1909,	 明治 42)	 

また、三越呉服店は本館新築のための仮店舗を 1907 年
(明治 40)に三越呉服店仮営業所(設計者不明)として竣工
し、木造３階建ての店舗の屋上に庭園を計画している(図
5)。この三越呉服店仮営業所は 1909年(明治 42)に兒童博
覽會の会場としても利用された。 
5.	 2.	 鉄筋コンクリート造	 

端島（軍艦島）のグラバーハウス / 30号棟(設計者不明
1916, 大正 5)は日本における鉄筋コンクリート構造の最
初期の計画であり、このグラバーハウスの屋上はすでに、

居住児童用の遊び場として利用されている。当時の端島

は世界最高の人口密度を誇り、密集して暮らしていた島

民にとって土地の有効活用方法の模索は急務であった。

事実、同じ端島内に 2年後に作られた日給社宅 / 16,17,18
号棟 (設計者不明 1918, 大正 7)の屋上には、「青空農園」
が計画され、児童の情操教育を目的として野菜や神社奉

納用の稲が栽培されている(図 6)。 
	 

	 

	 

	 

	 

	 

	 

	 

図 6	 日給社宅	 16 号棟(1918,	 明治 42)	 

 
6.	 立地	 

幕末の計画である武蔵野楼(設計者不明, 1861~1864)の
屋上庭園は、妓楼が集まる函館の中心地において、集客・

宣伝を目的としたものであり、また岩谷松平の自宅兼事

務所(設計者不明, 明治 20年代後半から 30年代初頭)に関
しても、銀座煉瓦街にて宣伝目的で計画された屋上庭園

である。このように、1920 年以前の屋上庭園の多くは集
客・宣伝が主目的とされたため、市街地を主に計画され

ている。宣伝効果を狙った屋上庭園は、当時の新聞に「西

洋で流行る屋上庭園の設備を作る事は将来、空き地の少

ないところでは小公園を作ると等しく大いに必要なこと

でもある」注6)と記されているように、同時に敷地条件が

厳しい際の土地有効活用としても用いられた。 
 
7.	 おわりに	 

表 1	 屋上庭園の主題 
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研究対象として用いた一次資料の分析より、近代日本

建築における屋上庭園の各主題には、下記の傾向が認め

られる (表 1)。 
「用途」: 年代的変遷無く商業的利用を目的とした屋上
庭園が模索され、利用客のために休息や眺望、遊戯・運

動の庭園を計画している。また、商売繁盛を祈願した奉

祀のための庭園も意図されている。 
「建築類型」: 黎明期の屋上庭園は小規模の店舗や事務
所に計画されたが、鉄筋コンクリートの導入に伴って次

第に建築規模が拡大され、以降、百貨店やホテルを主に

計画されている。 
「植栽」: タイルやモルタルなどの人工素材の使用は少
なく、より多種多様な植栽を用いた形式的な庭園が模索

されている。 
「躯体構造」:木造が通年的に用いられている一方、1910
年代になると木造に加え、より屋上庭園に適した構造で

ある鉄筋コンクリート造も用いられるようになる。 
「立地」: 年代的変遷無く、宣伝効果や集客を期待して
市街地を主に計画されている。 
以上のように、戦前の近代日本建築における屋上庭園

は商業的利用を主の目的として変遷し、金満家や個人店

舗によって計画された木造の屋上庭園が、1910 年代にお
ける鉄筋コンクリートの導入という外在的要因を伴って、

市街地を主に多様に拡がっていく。 
しかし本来、屋上庭園という形式は、伝統的な地上の

庭園に比べて、建設費や維持管理の観点からは非経済的

である。ましてや、日本の高温多湿な気候条件下におい

て、木造陸屋根に屋上庭園を構成することは耐久性や利

便性の著しい低下に直結する。にもかかわらず、商業目

的の屋上庭園は宣伝効果や集客効果を期待して計画し続

けられた。 
つまり、1920 年までの初期近代日本建築において、屋
上庭園という西欧的な形式の日本の風土への移植は、単

なる模倣ではなく、より実利的、営利的な建築効果の模

索を兼ねていたと推測される。 
	 

図版出典	 

表 1: 筆者作成 
図 1: 『建築雑誌』日本建築学会, vol.374, 1918, p. 
図 2: 『大三越歴史寫真帖』, 1932 
図 3: 『オリエンタルホテルパンフレット』, 1907 
図 4: 『広告の親玉 赤天狗参上！-明治のたばこ王 岩谷
松平』p.74, 2006 

 

 

図 5: 『大三越歴史寫真帖』1932 (写真は 1909年撮影) 
図 6: 『軍艦島住み方の記憶』NPO軍艦島を世界遺産にす
る会, p.67, 2008 
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注	 

1) 今後の課題として、1920年から第二次世界大戦終戦
(1945, 昭和 20)までの分析及び経年的変遷を考察する
必要がある。 

2) 既往研究である 日置勝人:「我が國の屋上庭園」造園
雑誌 9(1), pp.7-13, 1942においては、屋上庭園に用いら
れた植栽に関して樹種や維持管理にも言及している。し

かし、本稿で用いた建築専門誌からは植栽に関する詳細

な読み取りが出来ないため、植栽に関しては有無と庭園

形式のみを扱い、樹種と維持管理に関しては今後の課題

とする。 
3) 『建築雑誌』日本建築学会, 340号, p.202, 1915 
4) 小森考之編:『写真集 明治・大正・昭和 銀座』, 国書
刊行会, p.24, 1983 

5) 近藤三雄:「屋上緑化の本来あるべき姿 より質の充実
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