
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（以下、「アーカイブス」）に

は、寄贈された長岡安平史料群（以下、

「史料群」）が収蔵されている。史料群

については本誌194号に詳しい 。平成

23、24年度、この史料群を中心として、

長岡と関係の深い秋田県、広島県に残

る資料を含めて、詳細な調査を実施し

た。本稿では自筆手記、設計図書、参

考書と、自ら長岡門下と称し東京市公

園課長を務めた、井下清からの手紙を

取り上げ、この調査によって明らかに

なったことを報告する。

2.自筆手記の翻刻

1)資料としての価値

史料群のうち図面類は、これまでも

展示や冊子に使用するなど日の目をみ

てきた。そのほか写真や絵葉書、新聞

記事も調査などに活用されているが、

存在は知られながらもほとんど手付か

ずとなって眠っていた資料がある。自

筆手記である。

長岡安平の手記が今まで使用されて

こなかったのは、非常に難解な書体で

容易には読むことができなかったこと

が理由である。しかし表紙の文字から

旅程日誌であることが概ねわかってい

たため、長岡が設計旅行にでかけた際

の記録であろうことは推測できた。そ

うであれば設計の過程や理念、手法な

どが本人の記述で読み取れる可能性が

大きい。しかも12冊という大部であり、

情報量はかなり期待できた。そこでま

ず翻刻作業をすることとした。

2)手記の体裁

12冊の手帳は大きさ、頁数ともにさ

まざまで、鉛筆、筆書き、黒・青・赤

のインクと数種類の筆記具によって記

されている（写真１）。

手帳の使用は縦遣い、横遣いどちら

もあり、冒頭から末尾まで一連の記事

のものもあれば、１冊のなかに冒頭か

ら途中、末尾から途中というように使

用したものや、複数の記事が混在して

いるものもみられ、また時折図を織り

交ぜている。

3)手記の内容

手記には表紙あるいは冒頭部分に表

題が書き入れられており、それぞれ対

応する内容を中心に記述されている。

単一の内容で構成されたものは第六巻

に限られ、そのほかの手記は複数の記

事で構成されている。旅程日誌からは

明治32(1899)年から大正３(1914)年の

記事であることがわかる。記事の内容

は様々で、設計旅行期間の日々の行動

を記録した旅程日誌、設計場所の記録

である踏査簿、設計改良点を記した設

計書、設計旅行中の関係者名そのほか

種々の覚え書きがみられることがわか

った。中でも旅程日誌で設計や調査に

関わった公園を挙げると表１のように

なる。これにより今までほぼ唯一の根

拠資料であった『祖庭 長岡安平翁造

庭遺稿』 の関与公園等についての記

述が、かなりの部分裏付けられること

となる。

旅程日誌には基礎的な情報として年

月日、行動時間帯、天候、華氏による

気温が記されている。ほかにそれぞれ

の詳細情報として行き先あるいは行動

場所、交通手段、目的、宿泊所、関係

者名、状況描写、所見、通信記録等を

記載している。各地を観覧した状況描

写や所見は旅程日誌に記録されている

が、本来の目的である設計地の詳細に

ついてはこの中に含まれていることが

少なく、手記の中の一部にみられると

おり、踏査簿として別記されているた

めと考えられる。

旅程日数はまちまちだが、短ければ

10日間以内、おおむね２週間から１ヶ
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月間をとっている。長いものでは40日

あるいは60日以上自宅に戻らず各地の

設計等に携わっていたことがわかる。

長岡が旅行中に訪れた場所や訪問し

た個人庭園などについては、日記に感

想や考え方を述べている。また先述の

とおり家族や関係者との通信記録も含

まれるが、このうち内容に触れられた

部分もあるため、これらから浮かびあ

がる長岡の人物像について触れてみた

い。

家族や知人との手紙などのやり取り

の中で「宅より結婚確答済之由申来る。

直ニ（中略）礼及見舞、（中略）隆一郎

（長男 筆者注>）へ衣服及結婚等之件、

書面出す。（第五巻）」といった話題

や、見送りに来た家族の差し入れに対

して「卯のえ（長男妻 筆者注>）のい

ちご及桜実、ブリキ箱入ニ匙及よふじ

を添たるは、頗る注意届たり。車中相

楽みたり。（第十巻）」というような温

和な人柄を知ることができる記述がみ

られる。長期間の出張で会うことので

きない家族、知人を気遣う人物像を鮮

明に読み取ることができる記述である。

この他、着眼点や思想についても明

らかにすることができる資料として、

活用されることが見込まれる。

3.長岡安平の設計図書

1)設計図書の構成

今回の調査で長岡が関わった設計に

おいて、主要な設計図書の構成がわか

ってきた。アーカイブスの史料群に、

公園設計図が多数含まれることは以前

から知られていた。それに加え、自筆

手記、あるいは自筆の文書の中に、設

計書、踏査簿が含まれていることが明

らかとなった。長岡は設計旅行のなか

で、まず公園地を検分するとともに踏

査簿を記録し、それに基づいて公園設

計図、あるいは設計書を作成してい

た 。よって主要な設計図書は、公園

設計図、設計書、踏査簿であると考え

られる。

2)新たに見つかった設計書

現在、所在の判明した設計図書は表

２に示すとおりである。まず史料群の

公園設計図と、旅程日誌にみられる公

園を挙げ、史料群の中の設計書あるい

は踏査簿の有無を確認した。これによ

り史料群の中で三つの主要設計図書が

揃ったものは、千秋公園改良のみであ

ることがわかった。

長岡の公園設計の全体像を明らかに

するには、これらの主要設計図書が揃

った公園を見出すことが重要であるた

め、特に関係の深かった秋田県および

広島県の調査を実施した。この結果、

新たな重要史料として厳島公園の設計

書の存在を確認 できた。これにより

旅程日誌を含めた主要設計図書が整っ

た公園は２ヶ所となった。その他千秋

公園、横手公園では史料群にあるもの

と同等の公園設計図が現地でも保管さ

れていることや、旅程日誌にのみ記載

のある金照寺山公園の設計図、史料群

にはみられない山本公園の設計図、設

計書も確認できた。このことから設計
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表① 旅程日誌に記述された公園設計



時、発注者への提出用設計図書の他に

写しを作成し、控えとして長岡自身も

保管していたことが推測される。

これら三つの主要設計図書がみつか

ったことで、それぞれの関係性の検証

が可能となる。今後は現地調査でまと

められた踏査簿から、どのように設計

書に反映され、どういったかたちで設

計図に表現されているかという検討を

行うことで、公園設計の全貌を明らか

にしていきたい。

3)参考図

三つの主要設計図書の他にもうひと

つ重要な設計図書として参考図がある。

史料群に詳細図がまとまって存在する

が、何のために作成された図面である

かはわかっていない。岩手の台遊園の

設計図書として参考図がある が、史

料群の詳細図（図１）はこれと同様の

ものである。

今回の調査では千秋公園の参考図が

存在することがわかった。まだ参考図

のある事例は少ないが、今後さらに地

方での所蔵が確認されるのを期待する

とともに、史料群の参考書の詳細を明

らかにする作業を進めたい。

4.参考書の完成まで

東京市公園課長であった井下清がま

とめた『祖庭 長岡安平翁造庭遺稿』

には、公園施設の設置と維持管理およ

び、建築物の仕様について長岡がまと

めた、「参考書」と題された論考が掲載

されている。この原本が史料群に３部

所蔵されているが、今回の調査で秋田

県立図書館にも装丁されたものが所蔵

されていることがわかった。また、史

料群にある「参考書」直筆原稿の内容

が明らかになるとともに、校正稿もみ

つかった（写真２）。この参考書の完成

までの過程と、作成の経緯を推測でき

るので紹介したい。

参考書は「公園内各種の設営並に之

れが維持監理」、「園内建築物仕様概

要」の２章立てであり、直筆原稿も同

じである。直筆原稿は、草稿に直接削

除や挿入といった校正が所々書き込ま

れている。完成稿と比べてみると、ほ

ぼこの校正のとおりに仕上げられてい

ることがわかる。途中段階である校正

稿には軽微な修正が数ヶ所見られるの

みで、直筆原稿の段階でほとんどの推

表② 設計図書所在一覧

図① 庭園内便所新設ノ図

写真② 参考書

(左から草稿、校正稿、完成稿)



敲を終了していることがわかる。

校正の中から興味深い部分を取り上

げてみたい。「植物に就て」の中で樹種

の選び方について、該当地の在来種、

国産種を選ぶことと合わせて、「外国特

産樹種ヲ用ユルコトハ世界的公園ヲシ

テ植物ノ特色ヲ保全スル点ニ於テ不可

ナリ」との記述があったが、削除され

ている。現在も話題になる外来種問題

に通じる考え方であるが、削除理由が

何であったか知りたいところである。

また園内灯について、電灯を地下線

とすることを「可トス」という記述か

ら「最も妙なり」と改めており、景観

に配慮することを強調している。

草稿から削除された部分には、建築

について「細部ハ別紙図案参照サレタ

シ」あるいは、稿の最後に「終ニ臨ミ

本改良ノ一日モ早ク竣工シ貴県ノ公園

タルニ止ラズ進ンデ我国ノ公園トシテ

海外ニ誇ルヲ得ンコトヲ希フ」という

記述もみられる。このことから本来こ

の参考書は、いずれかの公園設計時に

詳細図とともに付属資料として作成さ

れ、それを別途提供するため修正され

たものであることが推測される。

5.井下清と長岡安平

最後に井下清から、長岡安平に宛て

た手紙を紹介したい。長岡と井下の関

係は、前島康彦が「（井下、 筆者注>）

先生の偉大なる事業の基礎の半分は長

岡翁の影響のもとにあったと称してよ

いのでは」 と述べるほど、親密なもの

であった。

手紙は迷園築造の仕様及び図面であ

る。迷園とは樹木の刈込によってつく

られた迷路のことで、史料群の高岡公

園設計図や、秋田県土崎公園設計図に

もみられるものである。この迷園の図

面１枚（図２）と名園の仕様を記した

手紙１枚がつづられている。

内容をみると両人が面会した際に図

面を渡す約束をし、後日送付したもの

であることがわかる。詳しい事情はわ

からないが、立面図を付けて、迷園築

造の仕様を10箇条書き付けている。い

くつか挙げると「一 植込地ハ肥沃ナ

ル土ヲ入レ替ヘ相当ノ肥料ヲ施スコト

（必ズ同じ程度ノ地味ニセザレレバ樹

ノ生長不整トナルベキヲ以ッテ注意ヲ

要ス)」、「一 初メテ苗木ヲ植付ケル

際ニハ相当ノ竹垣（三年位保存ノ予定

ニテ）ヲ設ケ苗木ノ扣
ひかえ
木兼迷路ノ区画

ヲナス」、「一 苗木植付ノ際ハ総数ノ

二割ヲ予備トシテ附近ノ空地ニ植付ケ

定植セルモノハ、同ジク年々苅込手入

ヲナス外年々ニ根廻シヲナシ何時ニテ

モ補植シ得ル用意ヲ必要トス」という

ように、かなり詳細な内容である。

手紙の最後に明治神宮に関わる記述

があることから大正10年頃のものと推

測されるが、二人の関係から長岡が井

下に教えを請うとはあまり考えられな

いから、長岡から井下に、迷園の設計

書をまとめるよう依頼があったといっ

たところだろうか。追記に本多静六の

神宮の設計についてあまり感心しない

との感想をもらしているあたり、二人

の親密さと、この時になっても井下が、

長岡の意見を聞いてみたいという思い

を持っていたことを感じさせる部分で

ある。

6.まとめ

今回の調査によって、アーカイブス

所蔵の長岡安平史料群の詳細が明らか

となってきた。加えて、長岡と関係の

深かった秋田県、広島県の資料の存在

も確認でき、より綿密な研究が可能と

なってきている。また、史料群を調査

する過程で、目録に若干の不備がある

こともわかったため、これを修正し、

新たに資料番号を付与した。東京の公

園に大きな業績を残した長岡安平につ

いて、次第にその設計過程や人物像が

明らかとなってきている。この成果を

まとめられるよう、引き続き調査を進

めたい。
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