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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。

そのため、第二次世界大戦後における屋上庭園を複

数の指標を用いて分析し、主題の傾向を考察する。 
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

上部に移し替えたものであり[1]、日本においては明
治以降に取り入れられた形式である[4] (図 1)。また、
近代日本の建築作品には屋上利用に関する呼称とし

て、「屋上庭園」、「空中庭園」、「屋上園」、「露臺」な

どの呼称がほぼ同義に用いられているが、「屋上庭

園」が最も多く用いられていることから、本稿では

これらの総称として「屋上庭園」を用いている。 
筆者らは既に、日本における屋上庭園の黎明期であ

る明治初期から1954年(昭和29)までの期間に日本国
内で計画された屋上庭園を分析し、屋上庭園に関す

る主題の変移を明らかにしてきた[2,3]。そこでは、
RC 造の普及と日華事変に伴う材料統制及び第二次
世界大戦を外在的な要因として変遷していることを

明らかにしている。これに対し本稿では、朝鮮戦争

特需に端を発する高度経済成長期へと突入する 1955
年(昭和 30)から 1966年(昭和 41)までの期間に計画さ
れた屋上庭園全般に着眼を置いている。 
 
 
 
 
 
 
図 1: 大多喜町役場(1960,昭和 35)の屋上庭園	 

 
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、第二次世界大戦の前後を通して国内で長期

発刊された建築専門誌である『新建築』、『建築雑誌』、

『国際建築』の３誌を用いる注1)。これらの一次資料

より、「屋上庭園」の呼称が用いられた建築作品の写

真、図面、言説を抽出し、既往研究に依拠して[2]、

「用途」「建築類型」「素材」「躯体構造」「立地」の

各主題で分析を行う注2)。 

1.3.	 既往研究	 

屋上庭園に関して、建築史学の観点から主題的に研

究したものは数少ない。おそらく、形態的特徴や概

念的特徴の色濃い建築物や庭園が研究対象とされ続

けたことが要因であり、それらの中間領域ともいえ

る屋上庭園は園芸史の観点から取り上げられるのみ

であった。 

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[5,6]。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[7]、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[8]。し

かしこれらの研究は、近代化に伴う屋上庭園の変容

については考察されていない。 

また、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]、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

考察である。さらに、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庭園を比較分析する

ことで、建築家ル・コルビュジエ (Le Corbusier, 

1887-1965)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研究があるが

近日本近代建築における屋上庭園の形式 
-1955年から 1966年まで- 

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,	 露臺	 
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[12]、それらに対して本稿は 1955年(昭和 30)から 1966

年(昭和 41)までの期間における屋上庭園に焦点をあ

てた包括的な分析を行っている。 

 
2.	 用途(表 1)	 

表 1:用途別の作品数	 

	 

	 

	 

	 

	 

	 

2.	 1.	 休息	 

森京介建築設計研究所設計の E氏邸(1959, 昭和 34)

に関して「夏の夕方など２階テラスでビールをやる

快適さは格別である」注3)と記されているように、休

息を目的とした屋上庭園は短時間・長時間両方の休

息に対応して数多く計画され、飲食行為を伴う事例

も多い。また、海老原建築設計事務所設計のアサマ

モーターロッジ(1964, 昭和 39)のように、天蓋やパー

ゴラなどを用いることで快適性を加増させ、より長

時間の休息にも対応させている。 

2.	 2.	 眺望	 

眺望を目的とした屋上庭園の多くは視点位置や視

点方向を限定しておらず、対象場が広域に渡る。な

お、視対象は自然豊かな風景に限られており、都市

景観への眺望を意図した屋上庭園は概ね計画されて

いない。 

2.	 3.	 遊戯・運動	 

堀口捨己, 早川正夫, 荒川考善, 堀川勉, 奥村博子
設計の明治大学第 6,7 号館(1958, 昭和 33)に関して、

「望み難い運動場や学生の休憩室の代わりをなす場

所を、この建物では屋上・露台に求めた」注4)と記さ

れているように、遊戯や運動を目的とした屋上庭園

は都市における地上の運動場の代替場所として計画

されている。 
2.	 4.	 物干	 

物干を目的とした屋上庭園の多くは集合住宅の上

部に計画され、防水モルタル層の上に洗濯台、洗濯

水槽、物干を配すことで、住居者専用の物干場を獲

得している。 

2.	 5.	 劇場	 

渡辺建築事務所設計の終南山善導寺(1961, 昭和 36)

に関して「屋上は野外ステージ」注5)と記され、また、

丹下健三研究室設計の倉敷市庁舎(1960, 昭和 35)の

屋上に段状の客席と舞台背景のかきわりが設けられ

ているように、劇場を目的とした屋上庭園は少数な

がらも断続的に計画されている。 

2.	 6.	 芸術展示	 

今井兼次設計の大多喜町役場(1960, 昭和 35)や前川

國男建築設計事務所設計の岡山県総合文化センター

(1962, 昭和 37)に代表されるように、芸術展示を目的

とした屋上庭園は単に屋上に彫刻を配したものから、

ベンチや給水塔などへの付加的な装飾にまで敷衍し、

多様に計画されている。 

2.	 7.	 その他	 

上記の用途以外にも、一過性の用途を目的とした屋

上庭園が複数計画されている。代表的な事例として

は、大林組設計の久恒邸(1958, 昭和 33)において「２
部屋簡単に増築できることになっている」注6)と記し

ているように、将来の増築を見越して躯体のみを施

工し、増築までの期間を庭園として利用する計画が

用いられている。 

 

3.	 建築類型(表 2)	 

表 2:建築類型別の作品数	 

 
 
 
 
 
 
	 

3.	 1.	 住宅	 

坂倉準三建築研究所設計の松本幸四郎邸(1958, 昭

和 33)に関して「アパート的なエレベーションの固さ

を柔らげる意図と、２階の寝室に属した居間にプラ

イバシイの高い空間をあたえるために、２階に屋根

の吹き抜けになった小庭園を持たせて芝生及び砂利

敷とした」注7)と記されているように、住宅の屋上庭

園は数多く計画され、建築内外や部屋相互間の緩衝

帯としての視覚的効果が期待されている。 
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3.	 2.	 集合住宅	 

八幡製鉄河内寮(1958, 昭和 33)に代表されるように、

集合住宅に計画された屋上庭園の多くは 3~5階建て

の上部に計画され、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住居者専用の庭園と

して開放している。 

3.	 3.	 学校	 

学校に設けられた屋上庭園は生徒や教師のために

計画され、様々な面積規模で計画されている。それ

らは堀口捨己研究室設計の明治大学和泉大教室(1961,

昭和 36)や堀口捨己設計の静岡雙葉学園(1964, 昭和
39)に代表されるように、主に 2~4階の上部に計画さ

れている。 

3.	 4.	 店舗・事務所	 

店舗や事務所に用いられた屋上庭園は様々な高さ

に計画されている。また、日建設計設計のパレスサ

イドビル(1966, 昭和 41)の 9階上部にフラットデッキ
形式の屋上庭園が計画されているように、次第に大

規模化・高層化が認められる。 

3.	 5.	 病院	 

病院に設けられた屋上庭園は事例数が少ないもの

の高さや形態を多様化させながら断続的に用いられ

ている。また、佐藤武夫設計事務所設計の長崎県立

馬原温泉病院(1966, 昭和 41)に典型が確認出来るよ

うに、主に 4~5階上部に配されている。 

3.	 6.	 宿泊施設	 

明石信道設計の万萊閣(1956, 昭和 31)の屋上庭園を

水端として、宿泊施設に設けられた屋上庭園は 1960

年代に多く計画される。それらの多くは吉村設計事

務所設計の俵屋(1966, 昭和 41)に代表されるように、

3~5 階上部に宿泊客専用の庭園として計画されてい

る。 

3.	 7.	 庁舎	 

久米建築事務所設計の伊丹市庁舎(1955, 昭和 30)や

岸田日出刀, 丹下健三設計の倉吉市庁舎(1957, 昭和
56)に代表されるように、庁舎に計画された屋上庭園

は高さ異なる庭園を複合的に計画することで、屋上

庭園の公共的利用方法を模索している。 

 

 

3.	 8.	 その他	 

上記の建築類型以外にも、会館や百貨店、クラブハ

ウス、図書館、宗教施設などの建築類型に屋上庭園

が設けられている。 

 
4.	 素材(表 3)	 

表 3:素材別の作品数	 

	 

	 

4.	 1.	 人工素材	 

仕上げ材として用いられた人工素材は、主に経済的

合理性から選択され、タイルや目地を入れたモルタ

ル、もしくは押さえコンクリートなど、非常に簡素

な構成で計画されている。典型例である前川國男建

築設計事務所設計の学習院大学政経学部棟(1960, 昭

和 35)では、床材やパラペット、ベンチまでもがコン

クリート素地で作られている。 

4.	 2.	 自然素材	 

海老原建築設計事務所設計の Y さんの住い(1955, 

昭和 30)を初めとして、屋上庭園の片隅に花壇や植え

込みを設けて低木を植える事例が散見できる。また、

坂倉準三建築研究所設計のシルクセンタ－国際貿易

観光会館(1959, 昭和 34)やAntonin Raymond設計の桜

ヶ丘カントリークラブ(1960, 昭和 35)では、屋上全面
を土で覆い、石や植栽、水などを多用することで屋

上に地上の庭園形式を再現している。さらに、藤木

忠善設計のすまい(1965, 昭和 40)の屋上庭園では、屋

上全体を野生のままに放置した植栽で覆うなど、自

然素材を用いた屋上庭園はより多様性を帯びながら

計画され続ける。 

 
5.	 躯体構造(表 4)	 

表 4:躯体構造別の作品数	 

	 

	 

第二次世界大戦以降に建築の不燃化が切望された

ことを要因の一端として、また高層階の屋上庭園を

実現するため、鉄筋コンクリート構造の屋上庭園は

多様に用いられている。一方、木造での屋上庭園は

概ね計画されておらず、林雅子設計の混構造の家

(1962, 昭和 37)のように、木造とコンクリートブロッ 
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ク造の混交造で計画する場合も屋上庭園はコンクリ

ーブロック部分に限られ、木造部分には計画されて

いない。 

 

6.	 立地(表 5)	 

表 5:各立地の作品数	 

	 

	 

屋上庭園は市街地・郊外を問わず計画されている。

市街地の屋上庭園は主に土地の有効活用として計画

され、能動的に新たな庭園を求めたというだけでは

なく、経済成長に伴う急速な車の普及によって、地

上の庭園や広場が駐車場に浸食されたことにも起因

していると推測される。一方、郊外に計画された屋

上庭園の多くは商業目的の集客効果を期待して計画

されている。 

	 

7.	 おわりに	 

以上要するに、分析対象の期間における屋上庭園は

高度経済成長に伴う様々な要求を満たすため、「用

途」「建築類型」「素材」「立地」を多様に応用して計

画されている。しかし一方で、「躯体構造」のみは多

様化しておらず、鉄筋コンクリート造及び鉄筋鉄骨

コンクリート造に収斂している。つまり、多様化を

目指していたにも関わらず、雨水処理への技術的疑

念は払拭しきれなかったと推測される。 

今後は屋上庭園の経年的な変遷を分析するため、

1945 年から 1954 年までの期間における屋上庭園と、

本稿の分析対象である 1955 年から 1966 年までの期

間における屋上庭園との比較考察を行い、さらに、

戦前との比較を行うことで、日本近代建築における

屋上庭園の受容を明らかにする必要がある。また併

せて、地上の庭園との関連や制作主体に関する問題、

及び庭園の意匠に関する分析も今後の課題としたい。 

 
図版出典	 

表 1-5: 筆者作成 

図 1: 『建築雑誌』日本建築学会, vol.6, p.400, 1960 
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注釈	 

1) 『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ている。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。 

2) 「屋上庭園」の呼称が確認できる建築作品の総件数は 169件で

ある。なお、資料より主題の内容を読み取れない事例や複数の

主題を持つ事例も含まれるため、各主題の合計数と総件数は必

ずしも一致しない。また、類似の呼称として「空中庭園」、「屋

上園」、「露臺」などが用いられているが、「屋上庭園」が最も多

く用いられていることから、本稿ではこれらの総称として「屋

上庭園」を用いている。 

3) 『新建築』新建築社, vol.2, p.65, 1959 

4) op.cit., 『新建築』vol.10, pp.27-28, 1958 

5) op.cit., 『新建築』vol.12, p.48, 1961 

6) op.cit., 『新建築』vol.11, p.57, 1958 

7) op.cit., 『新建築』vol.5, p.51, 1958 
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