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Abstract: This study aims to clarify the transition of a “roof garden” before the World War II from the viewpoint of Kansei 
philosophy. We discuss the import of the European roof garden in Japanese Modern architecture and its transition. In this study, 
we adopt the following five indexes: “use,”  “building types,” “material,” “structure,” and “location” using several architectural 
journals, which were issued before the war. As a result, the import of the roof garden in Japanese Modern architecture is a 
transition process from a commercial to a domestic garden. Such a process indicates the continuity of Kansei concerning the 
“view” in the traditional Japanese garden. 
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1.	 はじめに	 

1.	 1.	 目的	 

本研究は、西欧近代建築における「屋上庭園」の日本近代

への受容を考察することを目的としている。場所と身体の質

的な相互関係に着目する感性哲学的視点からみると、感性と

は五感を用いた認識能力や価値判断能力であると同時に、身

体的自己と環境に相関する能動性や創造性という意味も含ま

れている[1]。そこで本稿では、第二次次世界大戦終戦以前に

おける屋上庭園を研究対象とし、設計者の創造的な行為を通

して、日本近代建築における感性的問題を抽出することを目

的とする。 

様式的な定義は曖昧であるが、「屋上庭園」とは「建築に付

随する外部空間」である地上の庭園を建築の最上階に移し替

えたものであり[2]、本稿では建築の最上部に「屋根」以外の

機能を付加し、人が常時立ち入ることを可能とした場所を屋

上庭園として捉えている。 

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、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[3]。それに対

し本稿では、日本近代建築全般に対象を広げ、第二次世界大

戦終戦以前の屋上庭園を包括的に分析している。 

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、

第二次世界大戦前後を通して国内で長期刊行された建築専門

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

員に向けた会誌であり、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注1)。 

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、

「用途」「建築類型」「素材」の指標を用いて分析を行う注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」を指標と

した分析を行う注3)。さらに、近代日本建築における屋上庭園

は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)前後及び建築資材の統制立法権が政府に委任され

る 1937年(昭和 12)を境に大きく変遷することから、この２つ

の外在的要因を基軸に３期に分類し、期毎の主題の内容を比

較することで、屋上庭園の経年的な変遷を分析する注4)。 

1.	 3.	 研究の位置付け	 

近代日本において「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[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[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]。また、第二次世界大戦中の

屋上庭園を体系的にまとめたものや[8]、屋上庭園に用いる材
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料や維持管理など作庭手法に関する研究がある[5,8]。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す

る中で屋上庭園に言及した研究もあるが[9-11]、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る。それらに対

して本稿は屋上庭園の推移に焦点をあてた包括的な分析を行

っている。 

 

2.	 戦前の日本近代建築における屋上庭園	 

2.	 1.	 用途(表 1)  注5)	 

表 1	 用途の変移	 [表内の数字は作品数を示す] 

	 

	 

	 

	 

	 

(1)	 休息	 

横河民輔設計の三越呉服店(1915, 大正 4)に代表されるよう

に、休息を目的とした屋上庭園は 1900年代初頭から計画され、

椅子やパーゴラ、花壇、噴水、飲食物販売所などを配すこと

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ている。一方、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

(図 1)、休息を目的とした屋上庭園は 1920年代・1930年代も

通年的に計画され続け、次第に植栽の少ない簡素な構成へと

変遷している。 

 

 

 

 

 

 

	 

図 1	 南海鉄道難波駅(1932,	 昭和 7)	 

(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」と記しているように注6)、1910年代以前は百貨店

や宿泊施設の屋上庭園に展望台を配すことで、視点位置や視

点方向を限定している。 

一方、1920年代になると、武田五一設計の小川邸(1926, 大

正 15)に関して「階上からの眺望は元良君の叙景によっても想

像が附くでせうが、折柄の秋色、紅葉が夕陽に映へて一段の

美を添えて居りました」と記しているように注7）、屋上庭園に

視点位置を設定せずに対象場が広域に渡るようになる。 

さらに、眺望を目的とした屋上庭園は 1930年代以降も通年

的に計画されている。九州帝国大学建築課設計の九州帝国大

学医学部付属医院(1936, 昭和 11)に関して「背面塔屋より北方

への眺め、博多湾前面に見えるは皆島であって、左りの大き

な島には今尚野生の鹿が住む。島の分かれ目は玄界灘への出

口である」と記しているように注8） (図 2)、土地固有の景観が

演出されている。 

 

 

 

 

 

 

	 

図 2	 九州帝国大学医学部付属医院(1936,	 昭和 11)	 

(3)	 奉祀	 

1900 年代から 1930 年代初頭にかけ、事務所ビルや百貨店

などの屋上庭園には商売繁盛を祈る稲荷社が設置されている。

代表的な例として、秋田商会ビル(設計者不明 1915, 大正 4)

の屋上庭園には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 3)。さらに、御

真影や教育勅語が納められた奉安殿を学校の屋上庭園に設置

した例があるものの、1937年(昭和 12)の日中戦争勃発以降に

なると、稲荷社や奉安殿は火災時の避難や防空に配慮して、

次第に屋上庭園以外の場所に設けられるようになる。 

	 

	 

	 

	 

	 

	 

	 

図 3	 三越呉服店本館	 (1915,	 大正 4)	 

(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、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(図 4)。以降、遊戯や運動を目的とし

た屋上庭園は土地の有効活用を主な理由として、市街地に数

多く計画されるようになる。1920年代は田中寛設計の白木屋

呉服店(1921, 大正 10)に代表されるように、百貨店の屋上庭園

に経済的効果を期待した児童遊戯場が次々と計画され、さら

に 1930年代になると、堀口捨己設計の東京郊外某住宅 (1931, 

昭和 6) に代表されるように、遊戯や運動を目的とした屋上庭

園は住宅にまで敷衍し、多様に応用されている。 

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)の屋上に

児童の運動場があるものの、空襲時の攻撃目標となってしま

うことを避けるため、屋上の遊戯場や運動場は懸念されるよ

うになる。 
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図 4	 神戸オリエンタルホテル(1907,	 明治 40)	 

	 (5)	 防空	 

1937 年(昭和 12)の日中戦争（支那事変）勃発に伴い国内が

非常時体制から準戦時体制へと移行すると、新たに防空対策

を目的とした屋上庭園が計画されるようになる。 

典型的な例として、逓信省経理局営繕課設計の東京逓信病

院(1938, 昭和 13)では、休息用の屋上庭園に赤色タイルにて赤

十字マークを敷設表示することで空爆を忌避している(図 5)。

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、屋上庭園に警報装置を付けることで監視所を

兼ねるようになり、さらに迷彩的効果を期待して屋上緑化が

施されている。	 

	 

	 

	 

	 

	 

	 

	 

図 5	 東京逓信病院	 (1938,	 昭和 13)	 

(6)	 物干	 

逓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)に典型例が確認で

きるように(図 6)、生活基盤である洗濯・物干の用途を付加し

た屋上庭園は全年代を通して経年的な変遷無く計画されてい

る。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

図 6	 東京中央郵便局(1932,	 昭和 7)	 

これらは主に、地上に物干場のスペースが確保できない市

街地の計画に用いられ、積極的に新たな屋上庭園を求めた計

画ではないものの、特定のコミュニティのみが習慣的に使用

することから、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注9）。	 

2.	 2.	 建築類型(表 2)	 	 

表 2	 建築類型の変移	 [表内の数字は作品数を示す] 

 

 

 

 

 

 

 

(1)	 住宅	 

屋上庭園が設けられた住宅は例外的に服部長七邸（設計者

不明 ~1896,明治 29以前）の屋上に池泉庭園が作られている

ものの、1920年以前はほとんど計画されていない。一方、1920

年代以降になると数多く計画されるようになり、土浦亀城設

計の伊藤邸(1935, 昭和 10)に代表されるように(図 7)、主に平

屋~２階建ての上部に比較的小規模な屋上庭園が計画されて

いる。 

	 

	 

	 

	 

	 

	 

図 7	 伊藤邸(1935,	 昭和 10)	 	 

また、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、日

中戦争勃発以降も住宅の屋上庭園は数多く計画され続け、私

的な庭園を形成している。 

(2)	 集合住宅	 

1920 年(大正 9)前後における鉄筋コンクリート造の普及に

より高層の建築物が容易に建設できるようになると、3~5階

建ての集合住宅が立地を問わず計画されるようになり、それ

に伴い屋上に居住者専用の庭園が設けられる。これらは、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(図 8)、集合住宅に必要となる機

械室、貯水槽、機械・電気設備などを屋上に集中的に配置し

た際に生じる余剰スペースを庭園として解放したものである。 

 

 

 

 

 

 

 

 

図 8	 同潤会アパートメントハウス(1925,	 大正 14)	 

一方、日中戦争勃発直後に建設された J. J. Svagr設計のヘル

ム・ハウス(1938, 昭和 13)を最後として、以降、屋上庭園を持

つ集合住宅は計画されていない。 
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(3)	 百貨店・駅	 

日本国内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 4 階の屋上庭園には、池泉庭園を中心と

して周囲に廻転展望台や噴水、三囲稲荷、温室、茶室、奏楽

堂が配されている。また、三越札幌支店(1932, 昭和 7)に幾何

学式の屋上庭園が計画されているように、以降 1930年代末葉

まで 6~8階建ての百貨店に屋上庭園が計画され続け、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

場の遊戯料によるさらなる増益を生み出している。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、

百貨店ごとに独自の意匠や工夫が模索されている(図 9)。 

 

 

 

 

 

 

 

図 9	 三越札幌支店(1932,	 昭和 7)	 	 

また、久野節設計の東武鉄道浅草雷門駅(1932, 昭和 7)や南

海鉄道難波駅(1932, 昭和 7)に典型が確認できるように、1900

年代初頭から 1930 年代末葉まで 6~8 階建ての駅舎の屋上に

も百貨店と同じく集客目的の休息広場が計画され、植栽や噴

水が配された屋上庭園がモノレールの待ち合いを兼ねている。 

日中戦争勃発以降になると駅に屋上庭園は計画されなくな

り、また、百貨店に関しても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。 

(4)	 宿泊施設	 

屋上庭園が計画された宿泊施設は、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、以降 1937年(昭和 12)まで通年的に計画される。そ

れらは、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(図 10)、主に 5~6階建ての屋上に設けら

れ、レストランや宴会場などの居室が付随している。 

	 

	 

	 

	 

	 

 

 

図 10	 ホテル・ニューグランド(1928,	 昭和 3)	 	 

なお、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、1937年(昭和 12)の日中戦争勃発以降は宿泊施設に屋

上庭園は計画されていない。 

(5)	 学校	 

屋上庭園が設けられた学校は 1920 年代以降に計画される

ようになる。それらは東京市建築課設計の東京市忍岡小学校

(1933, 昭和 8)に代表されるように、主に 4~5階建ての小学校

の屋上に児童公園や運動場が計画され (図 11)、屋上の一部に

教材として使うための花壇や飼育用の池を併設している。 

 

 

 

 

 

 

 

 

図 11	 東京市忍岡小学校(1933,	 昭和 8)	 

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

るが、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

1937年から始まる資材統制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。 

(6)	 小型店舗・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)の屋上に従業員用の運動場や

休息場、物干し場が計画されているように、小規模の店舗や

事務所に設けられた屋上庭園は 1920 年代から通年的に用い

られ、3~4階建ての上部に計画されている。それらは日中戦

争勃発以降も計画され続け、代表例である渡辺仁設計の明治

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)には(図 12)、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。 

 

 

 

 

 

 

 

 

図 12	 日本タイプライター(1937,	 昭和 12) 

(7)	 病院	 

屋上庭園をもつ病院は、1930年代以降に計画されるように

なる。それらは、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)や木子七郎設計の日本赤十

字社福井支部病院(1934, 昭和9)に代表されるように（図13）、

4~5階建ての上部に設けた屋上庭園を物干し場や休息場のほ
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か、散歩道としても計画し、従業員の利便性と同時に、入院

患者のリハビリテーョンの場としても利用している。 

一方、逓信省経理局営繕課設計の東京逓信病院(1938, 昭和

13)や東京市建築部設計の東京市立築地産院(1939, 昭和 14)に

代表されるように、事例数は少ないものの日中戦争勃発以降

も病院の屋上庭園は計画され続けている。 

 

 

 

 

 

 

 

図 13	 日本赤十字社福井支部病院(1934,	 昭和 9) 

	 (8)	 その他	 

屋上庭園が計画されたその他の建築類型として、官公庁舎

や新聞社、博物館、図書館などがある。しかし、それぞれ抽

出数が少なく、年代的な変遷を断定することができない。 

官公庁や博物館、図書館に関しては、比較的大きな面積の

屋上庭園がタイルやモルタルなどの人工素材によって簡素に

仕上げられ、休憩場や運動場に用いられている注10）。 

また、東京朝日新聞社(設計者不明, 1940, 昭和 15)のように、

新聞社の屋上には通信連絡に利用されている鳩の為に鳩舎が

配され、眺望のよい屋上庭園が鳩舎と関連づけて計画されて

いる注11）。 

2.	 3.	 素材(表 3)	 

表 3	 素材の変移	 [表内の数字は作品数を示す] 

	 

	 

	 

横河民輔設計の三越呉服店(1915, 大正 4) や岩谷松平邸(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、1910年代以前の屋上庭園には多種多様の自然素材が施

されている。銀座に建てられた岩谷松平邸の屋上庭園は、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」と記されてい

るように注12）、水や土、砂利、石、草木などの自然素材を多用

した池泉庭園であった(図 14)。このように、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

式がそのまま屋上に移植され、建築の耐荷重、耐風性、耐乾

性、浅根性などに配慮して樹種や石種が選定されている。 

	 

	 

	 

	 

	 

	 

	 

図 14	 岩谷松平邸(明治 20 年代後半から 30 年代初頭)	 

1930 年代以降になると、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」

と記し注13）、また東京市建築部設計の東京市根岸尋常小学校

(1938, 昭和 13)に関して、緑化した屋上に外気教室を設けて

「屋上にある外気教室は虚弱児童のために、特に新鮮な空気

と日光とを供給するために設けられた」と記しているように注

14）、次第に屋上庭園全体を均質な単一の自然素材で仕上げら

れるようになる。 

一方、1930 年代以降にはそれまでの自然素材を多用した屋

上庭園に加え、建設費や維持管理への配慮からタイルやモル

タルなど人工素材のみで仕上げた簡素な屋上庭園も数多く計

画されている。年代を経るに従い、人工素材のみの計画数の

割合が増加し、日中戦争勃発以降はより顕著に用いられる。 

2.	 4.	 躯体構造(表 4)	 

表 4	 躯体構造の変移	 [表内の数字は作品数を示す] 

	 

	 

	 

(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階屋根部分に設けられたテラ

ス形式の屋上庭園であり、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 年代末葉から

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15）、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 15	 三越呉服店仮営業所(1909,	 明治 42)	 

また、三越は本館建替えに伴う仮店舗を三越呉服店仮営業

所(設計者不明, 1907, 明治 40)として竣工し、木造３階建ての

屋上に植栽豊かな庭園を計画している(図 15)。なお、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

ても利用されている。	 

一方、1920年(大正 9)前後に日本国内で鉄筋コンクリート造

の建築物が恒常的に用いられるようになると、耐水性や耐久

性、対蟻性、対腐性に課題の残る木造屋上庭園は小規模の住

宅や店舗のみに用いられるようになり、大型の店舗や公共施

設は鉄筋コンクリート造や鉄骨鉄筋コンクリート造へと変遷

~1920 1921~1936 1937~

木造 5 29 23

鉄筋コンクリート 2 75 17

その他 0 3 0

躯体構造
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していく。 

しかしながら、日中戦争が勃発すると国防目的達成のため

に資材統制が行われ、鉄筋コンクリートはほぼ使用不可能と

なってしまう。そのため、非合理的であるにもかかわらず、

屋上庭園は再び木造で作らざるを得なくなる。実際、土浦亀

城設計の宮口邸(1938, 昭和 13)に関しては、当初予定されてい

た鉄筋コンクリートが使えなくなったために途中から木造へ

と計画変更されている注16）。 

(2)	 鉄筋コンクリート造	 

日本における鉄筋コンクリート構造の建築物は端島（軍艦

島）のグラバーハウス / 30 号棟(設計者不明 1916, 大正 5)が

最初期であり、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」と名付けられた田畑が計画さ

れている (図 16)。 

そして 1920年代に恒常的に鉄筋コンクリート造が使用され

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は急増する。 

	 

	 

	 

	 

	 

	 

	 

図 16	 日給社宅	 16 号棟(1918,	 明治 42)	 

しかし一方で、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、軍事関

連施設以外の鉄筋コンクリート造屋上庭園はほとんど計画さ

れなくなる。 

2.	 5.	 立地(表 5)	 

表 5	 立地の変移	 [表内の数字は作品数を示す] 

 

 

 

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、1910年代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」と記されているように注17）、同

時に狭隘な敷地の土地有効活用としても用いられている。 

一方、1920年代に鉄筋コンクリート造が容易に用いられる

ようになると、市街地や郊外を問わず屋上庭園が多様に応用

されるようになる。また、市街地の計画である東京市建築部

第一工営課設計の東京市根岸尋常小学校(1938, 昭和 13)や 

(図 17)、 郊外の計画である蔵田周忠が白桂居(1937, 昭和 12)

に代表されるように、1937年(昭和 12)の日中戦争勃発以降も

市街地や郊外を問わず屋上庭園が計画されている。 

 

 

 

 

 

 

 

 

図 17	 東京市根岸尋常小学校(1938,	 昭和 13)	 

 

3.	 結果	 

研究対象として用いた一次資料の分析より、下記の変移が

確認出来る(表 6)。 

「用途」: 時代を経るにしたがい、屋上庭園の用途は遊戯・

運動や奉祀から防空や物干という、より実利的な目的に移行

している。また同時に、経年的な変遷無く休息や眺望が目的

とされている。 

「建築類型」: 1910年代以前は商業的な施設を主に屋上庭園

が計画されているが、1920年代のコンクリートの普及に伴い

多様化され、戦争勃発とともに住宅もしくは比較的小規模の

店舗に制限・収束している。またそれに伴い屋上庭園が設け

られる位置も次第に低くなる。 

「素材」: 1910年代以前は多種多様の自然素材を用いた形式

的な庭園が計画されていたが、次第にタイルやモルタルなど

の人工素材を用いた簡素で均質な屋上庭園へと変遷している。	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	  

「躯体構造」: 1910年代以前は屋上庭園下の躯体を木造で構

成しているが、1920年代以降になると木造に加え、耐久性の

面でより屋上庭園に適した鉄筋コンクリート造を多用するよ

うになる。一方、資材統制によって鉄筋コンクリートの使用

が困難になると、軍事施設以外は再び木造によって計画され

るようになる。 

「立地」: 1910年代以前の屋上庭園は、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。一方、1920年代以降に

なると市街地や郊外を問わず計画されるようになる。 

無論、各指標は相互に関連している。すなわち、1920 年(大

正 9)前後における「躯体構造」の変遷に伴い「建築類型」が

多様化すると、様々な「建築類型」に適応するように「素材」

や「立地」が相互に関連しながら多様化している。また「用

途」に関しては主題の種類は変化していないものの、新たな

「建築類型」に呼応するように、より多様な眺望や遊戯・運

~1920 1921~1936 1937~

市街地 7 83 29

郊外 0 21 17
立地
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注釈	 

1) 明治・大正期に関しては一次資料に掲載されている作品数

が少なく、また写真資料も乏しいため、当時の記念絵葉書

やパンフレットを補足的に用いて説明している。これらは

あくまでも論の信憑性を高めるために用いたものであり、

論旨や結論には影響しない。 

2) 参考文献[8]は屋上庭園に用いられた植栽に関して樹種や

維持管理方法にも言及しているが、本稿で用いた一次資料

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、樹種と維持管理方

法に関する分析は今後の課題とする。 

3) 用途や立地に関して、屋上庭園が向けられた方角及び眺望

先の景観に関する分析が必要であるが、本稿で用いた一次

資料からは詳細に読み取ることが出来ないため今後の課題

とする。また併せて、前庭や中庭など地上の庭園との関連

も考察する必要がある。そして、屋上庭園を設計したのが

個人設計事務所か総合建設業か、もしくは官公庁の営繕課

なのかという制作主体に関する問題も今後の課題としたい。 

4) 屋上庭園が確認できる建築作品の総件数は、1920 年(大正

9)以前が 17 件、1921 年(大正 10)から 1936 年(昭和 11)まで

が 131件、1937年(昭和 12)以降は 67件である。なお、資料

より主題の内容を読み取れない作品も含まれるため、各主

題の合計数と総件数は一致しない。 

5) 本稿では抽出した写真、図面、言説より制作意図を読みと

っているが、「用途」に関しては資料から単独の用途に断

定できない屋上庭園も多く、ダブル・カウントしている。 

6) 『建築雑誌』日本建築学会, 340号, p.202, 1915 

7) 『新建築』新建築社,	 vol.1, p.15, 1926 

8) op.cit.,『建築雑誌』vol.4, p.16, 1936 

9) 物干は建築の主たる用途ではないため、写真資料は多いも

のの、言説で説明されているものが数少ない。そのため、

集合住宅や公共建築における物干場が実際に交流の場とし

てどのように使用されていたかの分析は、今後の課題であ

る。 

10) 近藤三雄は官公庁舎の屋上庭園に関して、「休養と厚生

との目的を以て一部植栽が行はれ大部分は廣場として残さ

れ、適當な空地が他にないような場合には此處で休憩時間

を利用して體操が行われて居る」(近藤三雄:「わが国におけ

る屋上庭園の起源と黎明期における展開について」造園技

術報告集(5), p.11, 2009)と記している。 

11)日置勝人は新聞社の屋上庭園に関し、「新聞社は其の社員

の休養以外に見學の為に来社するかなり多數の人々が屋上

に出てみる関係上、此等の見學者を考へに入れて設計せら

れて居り、かなり完備した純庭園的な施設があり其の利用

がはかられて居る」(日置勝人:「我が國の屋上庭園」造園雑

誌 9(1), p.13, 1942)と記している。また、震災や空爆の際に

は屋上庭園から周辺を撮影した写真が紙面に多く使用され

ている。 

12) 小森考之編:『写真集 明治・大正・昭和 銀座』, 国書刊

 
行会, p.24, 1983 

13) op.cit.,『新建築』vol.5, pp.165-175, 1937 

14) op.cit.,『新建築』vol.10, pp.437-445, 1938 

15) 近藤三雄:「屋上緑化の本来あるべき姿 より質の充実を」 

ベース設計資料, No.135 建築編, 建設工業調査会, pp.36-40, 

2007 

16) 1939 年(昭和 14)に竣工した東京市立築地産院に関して東

京市建築部設計が「予算及び時局の関係により木造建築と

なっていることはやむを得ない」(『新建築』新建築社, vol3, 

pp.181-183, 1939)と記しているように、戦時中の建築計画は

消極的理由によって躯体の構造が決定されている。 

17) 『読売新聞』1910.8.27 

18) 武田五一は小川邸(1926, 大正 15)に休息のための屋上庭

園を計画した上で、「階上からの眺望は元良君の叙景によ

っても想像が附くでせうが、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」(『新建

築』新建築社,	 vol.1, p.15, 1926)と記し、また、吉本邸(1934,	 

昭和 9)に設けられた休息目的の屋上庭園に関して、鴻坂光

夫は「薄く突出した庇と緑の空にくっきりと浮び出す屋上

の構成、そうしたものに関西の新建築らしい柔みを感じさ

す。陸屋根は屋上庭園として夕涼みに快適の場所とならう」

(『新建築』新建築社, vol.5, pp.84-88, 1934)と記している。 

19) 中村良夫:『風景学入門』 中公新書, 1982 

20) Jane Brown: The Modern Garden, Thames & Hudson Ltd, 

London, 2000 




