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1. はじめに

公益財団法人東京都公園協会が運営

するみどりの図書館東京グリーンアー

カイブスは、明治期から大正期にかけ

て活躍した造園家長岡安平の遺品史料

である「長岡安平史料群」を所蔵して

いる。この史料群については本誌194

号にて紹介されている1)。同記事表1

に記載のとおり、平成3(1991)年に東

京都緑の図書室（みどりの図書館東京

グリーンアーカイブスの前身）から発

行された『「祖庭 長岡安平翁 遺品」

目録』2)には、表題不詳とされる図面

が89点確認されていた。

そこで平成25年度、この表題不詳図

面の調査を中心に、その他史料の確認

も含めて史料群全体を調査するととも

に、類似史料の有無の確認のため、全

国の図書館等へのアンケート調査を実

施した。本稿ではこれら史料調査結果

と、「長岡安平史料群」の目録改訂につ

いて報告する。

2. 長岡安平史料調査

1）調査概要

本調査は、これまでに長岡の業績が

まとめられていることで知られる『祖

庭 長岡安平翁造庭遺稿』3)および、

「故長岡安平翁の略歴」4)に見られる公

園の史料調査を目的とした。平成10年

度に長岡安平顕彰事業実行委員会が各

市町村役所宛調査を実施しているため、

今回の対象は公園の所在地のうち、平

成24年度に詳細調査5)を実施した東京

都と秋田県を除く、19道府県の公共の

博物館、図書館、文書館、計77館とし

た。これらの各館に調査票を送付し、

回答を得た。全77館中59館から回答を

得、回答率は77％であった。

2）調査の内容

調査の内容は 0.長岡が設計したと

される公園名称の確認（表1)、1.長岡

の設計史料情報、2.長岡との関係の有

無を問わない当該公園の同時代の資料

情報、3.長岡および当該公園の認知・

時代を問わない当該公園に関する資料

情報の4部構成とした(表2）。

3）調査結果

（1）公園の名称

当該公園の現在の名称については、

概ね次の回答となった。①当時の公園

名称のまま認識されているもの、②当

時の名称から部分的に変更となったも

の、③当時の名称とは全く違うもの、

④不明の4通りである。また同じ公園

についても回答館によって認識の異な

るものがある一方で、別の公園名で問

い合わせたものが同一公園として認識

されているものもみられた。例を挙げ

ると①が多数を占めるが、②は江波公

園が江波山公園、高岡公園が高岡古城

公園、兼六公園が兼六園など、③は伊

勢崎公園が華蔵寺公園、太田公園が遊
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亀公園、金華山公園地が岐阜公園など、

④は八戸公園、二羽山公園、敦賀公園、

大宮公園(静岡)などであった。同じ公

園で認識の違う名称の例は花園公園を

小樽公園・花園公園、須磨公園を須磨

浦公園・須磨寺公園・武庫離宮など、

同一公園として認識されているものは

合浦公園と青森公園であった。

（2）長岡の設計史料

長岡が設計したことがわかる史料に

ついては、設計図書のほか当時の新聞

記事等での記載も含めて調査した。こ

の際既知の設計図書に見られる、長岡

の号である「祖庭」あるいは助手の「田

中真次郎」という記載がある場合があ

ることを付け加えている。

結果次の三種類の資料の回答に大別

できる。①設計図・設計書などの設計

図書、②新聞記事など長岡の設計事績

を記録した当時の史料、③各自治体史

誌など二次資料の情報である。この結

果は回答各館の「史料」の認識のレベ

ル差もあるかと思われる。これにより

重要な一次史料23点の所在が明らかと

なった(表3）。特に中島公園、円山公

園、樗谿
おうちだに

公園については各種設計図

書が確認でき、個別研究にも有益であ

ると考えられる。また、合浦公園、養

老公園については個人蔵の設計図書の

存在の情報が寄せられた。

（3）当該公園の同時代史料

この項目では長岡の関与は特定でき

ないものの、同時代の詳細図や公園に

ついて書かれた文書等の有無を尋ねた

ものであるが、ほとんどの館が該当な

しとの回答であった。その中でも情報

が寄せられたものでは、絵はがき等の

所蔵が若干あるのみで、その他は各自

治体史誌など二次資料の割合が大きか

った。

（4）長岡および当該公園の認知と時代

を問わない資料

長岡安平という人物については、一

部の館を除きほとんど認知されていな

いことがわかった。こういった館につ

いてはこちらの問い合わせにより初め

て認知されるという状況である。
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時代を問わない当該公園資料につい

ては報告書類、写真、絵はがき等多数

情報が寄せられた。その他資料の所在

としては多くが博物館、図書館、文書

館を相互にあげてきている。

（5）調査の成果

今回の調査での成果としては、やは

りこれまでにまとまって認識されてい

なかった公園設計の一次史料の所在を

取りまとめられたことであろう。みど

りの図書館東京グリーンアーカイブス

で所蔵している長岡安平史料群と同様

の設計図書が新たにみつかったことは、

比較研究にあたり貢献できる成果であ

ると考える。

3. 長岡安平史料群再調査と
目録の改訂

1）調査概要

みどりの図書館東京グリーンアーカ

イブスが所蔵する長岡安平史料群は、

前述の『「祖庭 長岡安平翁 遺品」目

録』（以下、「旧目録」）が発行され、こ

れまで紹介されてきた。平成24年度に

実施した調査6)により、この旧目録に

遺漏や誤植などが発見されたため、詳

細調査を実施し、新番号を付した改訂

目録を作成した。しかし図面史料につ

いては旧目録で89葉が一括とされてい

たため、この時点では新番号を付すだ

けとなり、図面名称の表示をするまで

に至らなかった。

この結果を受けて平成25年度は、長

岡安平史料群の中で重要な位置を占め

る図面史料の情報未採取分調査と、有

益な情報が確認できた写真・絵はがき

史料の台紙に記載された情報の採取を

実施し、改訂目録を作成した。

2）調査結果

旧目録で一括表記されていた89葉の

図面史料は、今回調査で98葉であるこ

とがわかった。そのうちの96枚は手書

き図面であり、ほとんどにおいて表題

記載のないものであった。このため図

面内の文字記載および内容を確認し、

適切な表題を付した(表4）。なお、図

面中の文字によらない表題には丸括弧

を付して区別している。図面は平面図、

立面図およびスケッチ図等で、旧目録

記載の図面との照合や、図面内文字の

確認によって図面に表現されている場

所が明らかとなったものもあった。

例えば、ny0724（入江農場周辺園地

構想図）はny0742（入江農場周辺園地

競馬場図）との比較により同一箇所で

あることがわかった。また、ny0759敷

地図（青山別邸）はny0628青山別邸略

図1/2000との比較、ny0732（池田家建

造物及び周辺計画原図）およびny0780

（池田家平面図）はny0594池田家庭園

設計図との比較というように、旧目録

で明らかであった図面との比較により

内容を確定できた。

その他特に絵はがきにおいて多くの

情報を取得することができ、関係の景

勝地の名称などで検索が可能となった。

今回の調査により「長岡安平史料群」

は組物の見直し等で総計883点となっ

た。

3）長岡安平史料群目録の改訂

調査に基づき旧目録を改訂し、『「長

岡安平史料群」目録』(以下、「新目

録」)7)を発行した。史料群には統一の

史料番号を付したが、旧目録が広く普

及していることに鑑み、新目録にも旧

目録での史料番号を併記している。

史料は文書、新聞切抜、写真、日記、

絵はがき、現物、図面の種別に分け、

旧目録分類の「図書」、「書類」は「文

書」に統一した。日記は内容調査8)に

より断簡を落丁部分に戻すことができ

た。絵はがきはすべて組物で包紙が付

属しているため、組物であることがわ

かる整理とし、個別には先述のとおり

より詳細な名称を付した。また、旧目

録には登録のなかった現物史料として

「五箇条御誓文御柱銅像」1点、および

文書「山桝直好翁紀功碑」1点を追加

登録した。

平成27年には長岡安平翁没後90周年

を迎える。今後の長岡安平研究、黎明

期のわが国の公園研究に少しでも役立

てられれば幸いである。

本調査にあたり、ご協力いただいた

各博物館、図書館、文書館と、多忙に

もかかわらず丁寧にご対応いただいた

ご担当各位に、記して謝意を表します。
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表4 図面史料一覧（新たに表題を付した98点)


