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1. はじめに
大正14(1925)年に長岡安平が没して

から90年が経過した。長岡安平という

人物の名前はしだいに知られるように

なってきてはいるが、一般にはまだ聞

いたこともない方がほとんどで、造園

の専門家にも同時代の本多静六や井下

清ほどは知られていないだろう。全国

でも出身地である長崎県と、長岡の最

初の地方設計となった千秋公園を擁す

る秋田県は、民間レベルでの関心が比

較的高い。

普通、長岡安平は「ナガオカヤスヘ

イ」と読んでいるが、秋田県では親し

みを込めて「アンペイ」さんと呼ばれ

ているそうである。明治初期の公文書

には長岡安平と同じ立場で同じ印鑑の

「長岡信義」という人物が確認できる

から、いわばこういった基礎的な情報

も検討の余地のある人といえる。

これまで長岡安平に関するいくつか

の研究や調査、展覧会などがあり、私

が長岡研究を始めた頃は「史料も多く

あり研究が進んでいる」というような

印象を持つ人もあった。それには井下

清がまとめた『祖庭 長岡安平翁造庭

遺稿』（以下、『遺稿』）の恩恵が極めて

大きく、「長岡安平史料群」（以下、「史

料群」）の中の公園設計図はよく知ら

れていたし、台遊園の設計図書もみつ

かったことがそのように印象づけたの

かもしれない。しかし、800点を超える

「史料群」の美しく仕上げられた設計

図以外の史料は以後あまり取り上げら

れることなく、「史料群」がまとまった

数を有するからか、ほかのアーカイブ

をあたってみた様子もほとんどみられ

ない。

さて、私が長岡安平について調べる

きっかけとなったのは、東京都公園協

会が芝公園のもみじ谷復元を検討し、

史料調査、現地調査を終えて復元計画

案を作成した頃に担当したことだった。

もうやることはほぼ終え、後は東京都

の動向を待ちながら復元の普及啓発に

努めるという段階だった。しかしこの

ときの成果も『遺稿』を中心に、「史料

群」から新聞記事を参照にしたものだ

ったと記憶している。このとき「史料

群」にある膨大な自筆手記を読み解く

必要性を感じたものである。

このようなことからできるだけ幅広

い史料にあたるよう心がけ、調査研究

においては「史料群」の文字史料をは

じめ、国、都および各関係地方の図書

館、文書館、資料館等の所蔵を調べ、

使用することとした。これについては

本誌206号1)に報告したが、以降もい

くつかの史料の所在がわかってきてい

る。つまり、長岡安平研究は始まった

ばかりだということである。とはいえ

研究成果も少しずつ蓄積されてきてい

るので、業績と人物像を中心に述べて

みたい。

2. 長岡安平という人
東京市で先輩職員長岡安平に出会い、

後に門下を自称する井下清は、長岡の

最初の印象を「国粋主義のお茶人」と

表現した。何がそう感じさせたのかは

わからないが、肖像（写真）とこの言

葉を並べてみるとそぐわなくもない。

私も最初は仕事に厳しく気難しい人と

いう漠然とした印象をもっていた。し

かし井下は洋書を与えられることによ

って（それだけではもちろんないだろ

うが）この印象を打ち消している。確

かにこの評価があてはまらないことは、

長岡の設計書や『遺稿』を読めばすぐ

にわかる。特にわかりやすい例を二つ

取り上げたい。
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長岡は公園設計の節々で人工的庭園

的な要素を批判する。噴水は不必要、

灯籠はそぐわないといったことや、あ

る神社の庭園改修のときにはそれまで

のものを、名も知れぬ庭師が勝手にや

ったものだと切り捨てた。

もう一つは茶の湯についてである。

長岡は自ら茶人ではないと言っている

が、喫茶の作法について回し飲みは衛

生的でないので直ちに改めるべきだと

の考えを披露している。

この二つには共通する考え方がみい

だせる。幼少期、庭園書を読みあさっ

た長岡は当然作庭理論については精通

していただろうし、そのうえで過去の

作庭書から学ぶことは何もなく、それ

どころかこれらが示すしきたりが自由

な造庭を妨げたと評価する。茶の湯に

ついても茶人ではないと言いながら、

衛生的危険を知りつつ旧態を守るため

に濃茶を飲み回すことを批判し、ある

いは何もかもが開かれる時代であるか

ら西洋人も参加できる改変が必要だと

する。つまりそれは過去の決まりごと

への反発か、もしくは脱却といえるも

ので、明治維新を自ら経験し、青年時

代を大村三十七士のひとり楠本正隆に

つき従っていた長岡にはふさわしい。

しかし長岡のこうした厳しくも新し

い主張をもった造園家としての人物像

とは別に、手記を眺めていると人間味

あふれる長岡を知ることができる。手

記はとにかく旅行中の出来事や感想な

どを事細かに記載しており、筆まめぶ

りが実によく伝わってくる。

この記録の中には特に食事に関わる

ことが多く、広島の得能邸庭園設計に

出かけた時など朝昼晩すべての食事を

毎日記録しているほどである。そこに

は感想も交え、「これは十八番にて頗
すこぶ

る舌つづみを打ちたり。女中が御替り

というは常なれど、今夜に限り何とも

いわず。聊
いささ

か遺憾なり」（明治37年⚕

月手記）などと書き留めている。

また奈良県への旅行の際には当時も

サクラで名高かった吉野山を訪れ、メ

リハリのないサクラの景色を難じ、一

方吉野ほど有名ではない月ヶ瀬の梅林

では、吉野を引き合いに出して景色の

転換を褒めている。壷阪寺では義太夫

『壺坂霊験記』から想起される崖のイ

メージと違い、実際はそれほどでなか

ったと感想を述べる。

これらの記述から感じるのは好き嫌

いの明快さで、状況記述だけでなく自

己の意見を表現しており、それが確か

な教養に裏打ちされているということ

である。さらに、やはりこれらの意見

が過去の通説を批判的に見ていること

にも気付かされる。良いとされるもの

が本当に良いか、語られているものは

実際にそうか、自分の体験で判断する

姿勢が通底する。しかもこれがあたか

も読まれることを前提にしたような記

述であることに、長岡安平という人の

可笑しみを感じる。

もう一つどの手記にも印象的なのが

家族の存在である。設計旅行に出かけ

るときはいつも夜行列車を使用してい

たが、出発にも帰京にもいつもたくさ

んの家族に見送られ、出迎えられてい

る。当主が仕事で長期出張するのだか

ら時代的に普通のことかもしれないが、

旅行中にも手紙のやり取りをしている

からやはり長岡も留守中の家族を気遣

い、家族もまた気遣っていたことがわ

かる。その中でも、長男の嫁が車中で

と手渡した果物に楊枝がつけられてい

たことに、気が利くじゃないかと書き

留めるあたりがまた可笑しみを生む。

長男は警視総監や関東局総長を務めた

長岡隆一郎、その嫁の卯の江は内大臣

伯爵平田東助の娘だと思うとまたこの

対応が微笑ましい。

これらは造園家としての長岡をまと

めた『遺稿』からは読み取れない人間

味で、無邪気さすら感じるはっきりし

た好みと、何に対しても一言持ってい

る可笑しみを含んだ評論精神とでも言

うようなものを手記は感じさせてくれ

る。仕事に厳しく気難しい人という印

象はどこかへ行ってしまった。

3. 長岡安平の植栽設計
さて、長岡の業績といえば芝公園紅

葉滝や千秋公園などがすぐに思い浮か

ぶが、これらは比較的早い時期の業績

である。詳しくは本誌204号など2)を

参照していただきたいが、設計に関与

した公園等の数からすれば意外に遅い

時期からの活躍であることがわかる。

37歳で東京府に勤め、それから20年間

の設計は坂本町公園や千秋公園などわ

ずかしかない。本格的に各地で設計を

始めたのは60歳を超えたころからで、

初期の設計である坂本町公園でも48歳

になっていた。楠本正隆に従って新潟

に行ったとき、楠本の指導で新潟遊園

がつくられており長岡の設計への関与

を求める向きもあるが、当時の長岡は

31歳でそれまでの実績も確認できず後

の活躍時期とも隔たりがあることから、

この判断は慎重にならざるを得ない。

これまで長岡について調べてきた中

で、いまだ明らかにならない大きな視

点が三つある。まずひとつは、なぜ楠

本に従って動いたのか、そしてなぜ東

京府の公園部署に勤めることとなった

か、最後はなぜ千秋公園を設計するこ

ととなったかである。どれもその後の

長岡の人生を決定する出来事で、この

うち全国の公園設計のきっかけとなっ

た千秋公園については、議会文書等を
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検証した詳細な研究も最近まとめられ

ているが、この点はまだ残されている。

とはいえ次第にわかってきたことも多

く、私も本誌をはじめいくつかの論考

にまとめてきているので、これまであ

まり触れてこなかった植栽設計につい

て紹介したい。

長岡の設計書を読んでいると、突然

難しい漢字が列記されている部分に突

き当たる。ひとつの公園ではなくいく

つかの公園の設計書にみられるもので

ある。ひとつ引用してみたい。

「「萩・薄・葛・瞿麦・姫部志・藤袴・

桔梗」以上秋の七草と称す、その他龍

膽・苅萱・敗醤・紫苑・玉簪花・白又

は紫の鶏児腸・馬蘭・コンギク等の野

草各種又は海棠・木瓜・小蝶花・溲疏・

石南花・六七月・金糸梅・棣棠・繍線

花・サビタ・衛矛等ノ灌木花卉｣3)

こういう具合だが、これではなかな

か読めないのでカタカナにしてみる。

「「ハギ・ススキ・クズ・ナデシコ・

オミナエシ・フジバカマ・キキョウ」

以上秋の七草と称す、その他リンド

ウ・カルカヤ・オトコエシ・シオン・

ギボウシ・白又は紫のヨメナ・ハラン・

コンギク等の野草各種又はカイドウ・

ボケ・ガク・ウツギ・シャクナゲ・ム

ナゲツ・キンシバイ・ヤマブキ・シモ

ツケ・サビタ（ノリウツギ）・ニシキギ

等ノ灌木花卉」（同上）

つまりこのなかに書かれているよう

に、これらは草本や花卉、灌木の名前

を列記しているものである。ほかにも

中高木では柳、合歓木
ネムノ キ

、桜、松、梅、

海棠
カイドウ

、山槭樹
ヤマモミジ

、ツガ、桃、ポプラ、柯樹
シイノキ

、

カシ、桧、
ヒノキ

黄櫨
ハゼノキ

、杉、樅
モミ

、猫柳、柿、

梨、七葉樹
トチノ キ

、槐樹
エンジュ

、梓木
キササゲ

、エゾマツ、

桂、イタヤ、アカダモ、アカマツ、

公孫樹
イチョ ウ

、槲、
カシワ

トドマツなど、灌木では

躑躅
ツツジ

、馬酔木
ア セ ビ

、金糸桃、
ビショウヤナギ

木瓜
ボ ケ

、芙蓉
フヨウ

、

柃
ヒサカキ

、雪柳、桃葉珊瑚
ア オ キ

、モッコウバラ、

シャクナゲ、八角金盤
ヤ ツ デ

、カクレミノ、

杜鵑花
サ ツ キ

、石南花
シャクナゲ

、野木瓜
ム ベ

など、水生植

物も蓮
ハス

、花菖蒲
ハナショウブ

、萍蓬
コウホネ

、杜若
カキツバタ

、野茨菰
オモダ カ

、

水葱
フトイ

、蘆
アシ

、渓蓀
アヤメ

、水葵などが出現し、

状況によって使い分けられている（表

記は原文のママ、一部カナを補筆）。

植物の使い方にはいくつかの考え方

がみられる。それは、花を楽しむため

のサクラやウメ、紅葉を楽しむための

カエデの植栽はもちろん、地形を考慮

したマツや常緑樹の植栽など、植物そ

のものを観賞することをはじめとして、

土留めや立ち入り制限、公園外の建物

や便所の目隠しのように機能的に植栽

することなどである。そのなかで思想

的なこととして、サクラなど花木の観

賞にはアプローチ部分に常緑樹を植え、

シーケンスによる花木との対比によっ

て美しさを際立たせることや、高木と

灌木、芝や下草の組み合わせといった

ことが示されている。また、これらに

は当地の在来種を採用することを前提

としている。このように、多くの事柄

について指示をする公園設計の中で、

植物についても詳細に記述し公園の中

での植物の重要性を物語っている。現

在、ともすれば、使われなければ価値

がないように言われる利用価値優勢の

公園だが、長岡の時代にもこれだけ植

物について考えられていたということ

に立ち戻り、特に植物の少ない都心部

では植物をストックする公園の存在価

値を評価する必要があるだろう。

4. 公園の経営と管理
長岡の時代といえば、東京の公園は

独自の手法によって維持されていた。

賃貸収入である。公園で得た収入を公

園の維持管理費に充て、井下清の時代

にはついに人件費までまかなう独立会

計を成し遂げた。明治⚖(1873)年の太

政官達第16号当時、東京府は公園の申

請にあたり維持費の捻出に悩み、これ

について営繕会議所へ相談したが望ん

でいた回答は得られず、公園隣接地を

貸し出すことで得た賃金を維持管理費

へ充てる案を内務省へと打診する4)。

これについてはいくらかの議論が交わ

されたが、結局は認められることとな

った。当時の公園は社寺境内地のよう

な民衆が集まる場であったからこの手

法は成功し、浅草公園では特に大きな

利益を生んで公園を支えることとなる。

明治11(1878)年には借地料徴収と借地

人の義務について定めた「東京府公園

出稼仮条例」まで制定されているから、

盛況をうかがい知ることができる。公

園の独立会計は第二次大戦終戦まで継

続されたから、長岡はまさにこの前半

期を東京府、東京市職員として最前線

で担っており、のちの公園設計にもこ

の考え方が見えてくる。

長岡の公園設計書を読むと、いくつ

もの施設用地が営業者貸し渡しのため

に計画されている。茶店や喫茶店、カ

フェといった少し休むための施設から、

割烹店やホテルといった食事や宿泊の

ための施設、変わったものでは盆栽屋

というものまでみられる。これらは近

隣の利用者に向けただけのものではな

く、都会人が楽しめるものでなければ

ならないとする。また、どれも予定地

として計画しているから、建物は公園

工事に含んでいない。営業者が自ら設

置する明治版PFIといったところだろ

うか。

貸し渡すのではなく、公園が自ら営

業するものも示されている。例えば南

湖公園では利用料を徴収する迷園、中

島公園では動物園といったものである。

しかし貸し渡しにしても直営にしても、

12 Public Parks No.211 2015

特集 没後90周年記念 長岡安平と公園の黎明



no.03.smd 15/12/07 15:58

その目的は公園を継続させるため、す

なわち公園の経営のためであった。『遺

稿』には公園の設計はいかに経営する

かを考えてからするもので、決して造

園家や少数の人の道楽で設計すべきで

ないと述べている。

また、ひとつの機能しか持たないも

のは使用される頻度が低く無駄が多い

とされるが、これについても兼用とい

うかたちで多くのものを設計している。

特に好んで設置を指示しているのは音

楽堂兼用の四阿で、呉市公園や南湖公

園、中島公園などで例がみられる。こ

れは普段は休憩所として使用する四阿

を、運動会などで人が多数集まるとき

には音楽堂として奏楽する場にすると

いうものである。その他休憩所の外部

を掲示板とする指示や、土手や斜面に

芝を張って、傾斜に合わせて自然の滑

り台や相撲などの観覧のための桟敷と

するといった指示もある。

長岡は依頼者が公園設計について費

用も考えず過大な要望を出し、それに

沿った設計をしても結局予算不足で実

現できない経験から、理想を語るだけ

の態度を批判している。その言葉の裏

には長岡自身のこのような設計思想と

経営感覚が根ざしているのである。

5. 長岡安平の思想と今
今、公園は禁止事項ばかりで何もで

きない、などという人がいる。実際は

そうでもないし、10箇所も公園を廻っ

てみればそうでないことはわかるが、

確かに禁止事項は、公園に限らないも

のも含め少しはある。実はこれは現代

の公園に限らず、公園黎明期である明

治期にも、長岡は禁制札を立てること

を指示している。禁止事項は毀損や事

故、迷惑行為につながる事柄について、

それをする人の出現が予想される、あ

るいは出現したから定められるもので

あろうから、いったん決められれば解

除は難しいかもしれない。本多静六は

文明開化に沸く時代の日比谷公園の開

園にあたって、夜間は花卉の盗掘のお

それがあるのではないかという意見に

対して、そのようなことが起こらない

公徳を日本国民は獲得しなければなら

ないと反論したが、この明治期からの

禁制札が現代も続いているのは残念で

ある。

しかし現代に共通するのはこのよう

なことだけではもちろんなく、公開性

や平等性、環境の保全や改善、レクリ

エーション、ユニバーサルデザインも

明治と同様に公園に求められている。

これだけでも長岡の先見性とその的確

性がわかる。しかし長岡の時代から断

絶してしまったこともある。公園の経

営である。

先述のとおり長岡は公園で収入を得

ることを当然のように設計に盛り込ん

でいたし、東京では井下清の時代に至

って公園の独立会計を成し遂げた。こ

れを可能にしたのは東京という地域だ

ったことが大きい理由のひとつだろう

し、何よりも浅草公園に代表される寺

社境内を公園とした集客力がなければ

成り立たない。結果、第二次大戦後の

政教分離によって浅草公園は廃止、そ

の他も公園地を減少され独立会計も解

消された。しかし実は長岡は公園で収

入を得ることには積極的であったが、

井下清が寺社境内を公園とすることを

容認していたのに対して、長岡の考え

は違っていた。長岡は信仰の場であり

祭祀の場である社寺は厳粛でなければ

ならないという意見を持ち、境内を賑

やかな公園とすることには反対だった。

だから長岡の理想を追求していれば、

収入源としての社寺境内地の公園はな

くなり、独立会計は成し遂げられなか

ったのかもしれない。

6. おわりに
今、長岡安平の人物像と業績を振り

返ってみると、現代に通じる新鮮さを

保っていることに驚かされ、忘れてい

たことを思い出させてくれる。公園が

量から質の時代に変わり、運営管理、

さらには経営へと目が向けられ始めた

が、賑やかな公園が単なる舗装された

広場でもできることではなく、上質な

緑のある公園の上に成り立つ賑やかさ

であることを知り、賑やかさを求める

原点に、公園の質の向上があるように

心がけたい。公園で儲けたら、儲けは

公園の豊かな緑の維持へ。長岡安平は

「此の業に依って富を得ようと思ふも

のは断然思ひ止る方がよい。吾々は庭

の設計並に其築造に依って自分の希望

が容られ、又自分の抱負が実現された

作品を作る事に大なる歓喜があるので

あって、報酬を得んが為めの事業であ

ってはならない｣5)と言っている。
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