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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、第二次世界大戦終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]、日本近代
建築においては「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、日本で鉄筋コンク

リートが恒常的に使用できるようになる 1920 年(大
正 9)から、第二次世界大戦終戦までを分析対象とし
て扱い注1)、屋上庭園の経年的変遷を分析する。	  
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、第二次世界大戦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』

を用いる注2)。 
これらの一次資料を用いて、屋上庭園が設けられた

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[2]、「用途」「建築類型」「素材（植栽）」
の主題で分析を行う注3)。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 1896年(明治 29)発行の『明
治園芸会雑誌』にて初めて用いられ[3]、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[2][4]。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[5]、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[6]。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[7][8][9]、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	 

上野伊三郎設計の京都某邸(1929,	 昭和4)に代表さ

れるように、休息に要される屋上庭園は通年的に計

画され、椅子やパーゴラ、花壇、噴水などを配すこ

とで、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

た屋上庭園が計画されている。また、久野節設計の

南海鉄道難波駅(1932, 昭和 7)に代表されるように、
休息のための屋上庭園は 1930年代以降になると、次
第に植栽の少ない簡素な構成で計画されている。 
2.2.	 眺望	 

小川邸(1926, 大正 15)に関して、設計者の武田五一
が「折柄の秋色、若王寺あたりの紅葉が夕陽に映へ

て一段の美を添えて居りました」注4)と記しているよ

うに、屋上庭園からの眺望は通年的に意図され、展

望台による視点位置を固定した眺望というよりはむ

しろ、屋上庭園全体を対象とした視点位置を限定し

ない眺望が計画されている。 

日本近代建築における屋上庭園の形式 
- 1920年から第二次世界大戦終戦まで - 

 
正会員 ○塚野路哉*1  同 千代章一郎*2 

 
9.建築歴史・意匠―2.日本近代建築史 
屋上庭園, 空中庭園, 屋上園	 
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2.3.	 遊戯・運動	 

田中寛設計の白木屋呉服店(1921, 大正 10)をはじ
めとして、多くの百貨店には児童遊戯場としての屋

上庭園が計画され、1930年代中旬まで通年的に市街
地における屋上庭園の運動や遊戯のありかたが模索

されている。 
一方、日中戦争勃発以降になると、例外的に守屋哲

之介設計のクリュッツペルハイム東星学園(1940, 昭
和 15)に児童用の屋上運動場が施されているものの、
その他には計画されていない。 
2.4.	 防空	 

1937 年(昭和 12)の日中戦争（支那事変）勃発に伴

い、非常時体制から準戦時体制へと移行すると、防

空対策としての屋上庭園が計画されるようになる。	 

通信省経理局営繕課設計の東京通信病院(1938,	 昭

和 13)では、休息用の屋上庭園に赤色タイルにて赤十

字通信省マークを敷設表示することで、防空に配慮

した計画となっている。また、太平洋戦争突入(1941,	 

昭和 16)によって完全な戦時体制へ移行すると、屋上

に警報装置を付けた監視所を設け、さらに迷彩的効

果を期待して屋上緑化が施されている。	 

2.5.	 物干	 

通信省経理局営繕課設計の東京中央郵便局(1932, 
昭和 7)や石本喜久治設計の石本氏邸(1939, 昭和 14)
を代表例として、生活基盤である洗濯・物干の機能

を付加した屋上庭園は全年代を通して多く計画され

ている。これらは、市街地において前庭などに物干

場のスペースが確保できない場合に用いられること

が多く、積極的に新たな屋上庭園を求めた計画では

ないものの、集合住宅や公共建築の場合、主婦や労

働者にとって新たな交流の場を形成していると推論

される。 
 

3.	 建築類型	 

3.1.	 住宅	 

土浦亀城設計の伊藤邸(1935, 昭和 10)に代表され
るように、住宅の屋上庭園は全年代を通して計画さ

れ、休息や眺望、物干しを主目的として、比較的小

規模の庭園に椅子や机、鉢植えや花壇の植栽などが

配されている。 

なお、日中戦争勃発以降は、吉原慎一郎設計の野崎

一郎氏邸(1938, 昭和 13)や斉藤寅郎設計の北野氏邸
(1942, 昭和 17)に代表されるように、次第にタイル
やモルタルなどの簡素な仕上げが多くなり、休息や

眺望、物干しに加え、環境負荷低減効果が屋上庭園

の主題とされるようになる。 
3.2.	 集合住宅	 

1920 年代の鉄筋コンクリートの普及によって大規
模の集合住宅が計画されるようになると、それに伴

い屋上に居住者用の庭園が計画されるようになる。

それらは、同潤会建設部建築課設計の同潤会アパー

トメントハウス(1925, 大正 14)に代表されるように、
タイルやモルタルによる簡素な仕上げが多く、物干

し竿や洗濯用の水道が配されている事から、集合住

宅の物干場であると同時に、居住者同士の交流の場

も兼ねていると推論される。 
一方、日中戦争勃発と同時期に計画された J. J. 

Svagr 設計のヘルム・ハウス(1938, 昭和 13)におい
て、日光浴室と連続した屋上庭園が計画されたのを

最後に、以降、屋上庭園を持つ集合住宅は計画され

ていない。 
3.3.	 百貨店	 

石本喜久治設計の白木屋(1928, 昭和 3)に代表され
るように、百貨店の屋上部に施された庭園は 1938年
まで通年的に計画され、集客や広告、遊戯料の収益

を目的として多様に応用されている。1920年代は枯
山水庭園や幾何学式庭園が中心として計画されてい

るものの、1930年代になると次第に児童用の遊戯場
やローラースケート場、動物園が主とされるように

なる。 
一方、日中戦争勃発以降になると、村野藤吾設計の

大丸神戸店(1937, 昭和 12)や明石信道設計の百貨店
ぼうに森屋(1938, 昭和 13)に屋上庭園が計画される
ものの、嗜好性に富んだそれまでの屋上庭園に対し、

芝やタイルなどの仕上げに小さな池が配された程度

の非常に簡素な構成となる。 
3.4.	 ホテル	 

渡辺仁設計のホテル・ニューグランド(1928, 昭和
3)に代表されるように、ホテルの屋上庭園は 1920年
代から 1930年代中旬に計画され、レストランや宴会
場など飲食用の空間が付随した屋上庭園に、談話や
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休養のための椅子が配されている。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、主に眺望を目的として計画された

と推論でき、話題性からの集客を目的としている。 
一方、久米建築事務所設計の軽井沢萬平ホテル

(1936, 昭和 11)や山下寿郎設計の名古屋観光ホテル
(1936, 昭和 11)を最後として、日中戦争勃発以降は
屋上庭園をもつホテルは計画されていない。 
3.5.	 学校	 

屋上庭園を持つ学校は少数ながら小学校に計画さ

れ、児童公園や運動場が計画されている。それらは

生徒が使用する運動や遊戯の場に要され、屋上の一

部には学習教材としての花壇や飼育用の池が設けら

れている。代表的例である東京市建築課設計の東京

市忍岡小学校(1933, 昭和 8)では、屋上庭園に運動場
とともにパーゴラの日陰空間が造られ、生徒の運動

と休息に用いられている。 
一方、日中戦争勃発以降も学校の屋上庭園は計画さ

れているものの、鈴木忠雄設計の永田町小学校(1937, 
昭和 12)や東京市建築部設計の東京市根岸尋常小学
校(1938, 昭和 13)のように戦争勃発直後の計画のみ
であり、戦況の悪化とともに計画されなくなる。 
3.6.	 小規模店舗・事務所	 

安井武雄設計の大阪倶楽部(1924, 大正 13)や久野
節設計の国光ビルヂング(1925, 大正 14)に代表され
るように、小規模の店舗や事務所の屋上庭園の多く

は従業員用の運動場や休息場、もしくは物干し場と

して利用されている。そして、渡辺仁設計の明治製

菓喫茶店(1939, 昭和 14)や佐藤茂次設計の日本タイ
プライター(1937, 昭和 12)に代表されるように、小
規模店舗や事務所に設けられた屋上庭園は日中戦争

勃発後も通年的に計画されている。 
これらは物干し場や従業員用の休息場、茶室などが

計画されていることから、従業員の利便性や保養を

目的とした屋上庭園が模索されていたと推論される。 
3.7.	 病院	 

屋上庭園をもつ病院は曾禰中條建築事務所設計の

慶応義塾大学医学部付属病院西病舎(1933, 昭和 8)
や東京市立築地産院(1939, 昭和 14)に代表されるよ
うに、1930年代以降通年的に計画されるようになる。
これらは物干し場や休息場の他、散歩道も計画され

ていることから、従業員の利便性と同時に、入院患

者のリハビリテーョンとしても利用されている。 
 
4.	 素材（植栽）	 

1920年代は多種多様の植栽を用いた屋上庭園が多
く計画されている。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、池泉庭園などの

地上で用いられた庭園形式が屋上に移植され、観賞

用として要されている。 
1930年代になると、慶応義塾幼稚園(1937, 昭和

12)について谷口吉郎が「芝生によって強烈な光線の
反射を防ぐ」注5)と記しているように、庭園形式によ

る視覚的な効果というよりは寧ろ、植栽による環境

負荷低減の効果や衛生的な効果が意図されるように

なる。また一方で、それまでの植栽を多用した屋上

庭園に加え、タイルやモルタルのみで仕上げた簡素

な屋上庭園が計画されている。それらは、維持管理

へ配慮した結果であると推論でき、物干や洗濯、運

動など、より実利的な用途に用いられ、年代を経る

に従い、次第に計画数の割合が増加している。 
 
5.	 躯体構造	 

5.1.	 木造	 

木造陸屋根による屋上庭園は通年的に用いられて

いるものの、耐水性、耐久性に課題が残るために年

を追うごとに減少し、小規模の住宅や店舗のみに用

いられるようになる。しかしながら、日中戦争勃発

に伴い国防目的達成のための資材統制が行われると、

消極的理由から木材を使用せざるを得なくなり、土

浦亀城設計の宮口邸(1938, 昭和 13)に代表されるよ
うに木造陸屋根による屋上庭園が再び多く計画され

るようになる。 
5.	 2.	 鉄筋コンクリート造	 

1920年代に恒常的に鉄筋コンクリートが使用され
るようになると、大規模な建築を主に、鉄筋コンク

リート造や鉄骨鉄筋コンクリート造の屋上庭園が多

く計画されるようになる。一方、日中戦争が勃発す

ると建築資材の統制立法権が政府に委任され、鐵鋼

工作物築造許可規制が制定される。そのため、1937 
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年(昭和 12)以降になると、コンクリート内に用いる
鉄筋や鉄骨は軍需優先とし資材統制が行われ、次第

に鉄筋コンクリート構造は軍事関連施設のみに用い

られるようになる。 
 
6.	 立地	 

小川邸(1926, 大正 15)に関して武田五一が「階上か
らの眺望は折柄の秋色、若王寺あたりの紅葉が夕陽

に映へて一段の美を添えて居りました」注6)と記して

いるように、1920年代から 1930年代中旬までの屋
上庭園は市街地や郊外を問わず計画され、屋上庭園

からの叙情的な眺望が主題とされている。 
一方、日中戦争勃発以降も市街地や郊外を問わず計

画されるものの、蔵田周忠が白桂居(1937, 昭和 12)
に関して「こんな傷所の庭は手入れをした野生の広

さを保たせて、そのまま大自然につづかせる方が効

果的であるし、自然でもあるように考えられる」注7)

と記しているように、郊外の計画に関しては地上の

庭園や周辺環境との調和が意図されるようになる。 
 
7.	 おわりに	 

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)。 
 

表 1	 屋上庭園の変移	 

 
 
 
 
 
 
このような変遷は、確かに 1920年代における鉄筋
コンクリートの普及と 1937年から始まる資材統制
という外在的要因によるものであり、嗜好性に富み

植栽豊かな商業目的の屋上庭園から、より個人的な

簡素な屋上庭園へと収斂し、また、立地条件を問わ

ず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、建築の近代化の過程において、敷地が狭

隘であるかどうかに関わらず屋上庭園はつくられ続

けられている。 
つまり、第二次世界大戦以前の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、合理的、実利的な効果

以外の建築効果を屋上庭園に模索し続けた変遷過程

であると推測される。 
 
	 

図版出典	 
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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。 
4)『新建築』新建築社, vol.1, p.15, 1926 
5) op.cit.,『新建築』vol.5, pp.165-175, 1937 
6) op.cit.,『新建築』vol.1, p.15, 1926 
7) op.cit.,『新建築』vol.9, pp.346-352, 1937 
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