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１．はじめに 

 

長岡安平は、明治時代から大正時代にかけて活躍した近代公園の先駆者と評される造園家

である。天保 13（1842）年に大村藩士の家に生まれ、明治 3（1870）年、同郷の政治家楠
本正隆にしたがい上京の後、楠本の新潟県令就任にともなって新潟へ同道した。明治 8（1875）
年には再び楠本の東京府権知事就任（のち東京府知事）にしたがい上京し、明治 11（1879）
年には東京府の土木掛に奉じる。以降所属を東京市に移し幾度か退職、再任や転職を繰り返

した後、明治 37（1904）年には東京市の公園事務嘱託となり、全国の公園設計を手掛けた(1)。 
我が国の公園制度は明治 6（1873）年の太政官達第 16 号に始まり、それ以前から人々の

集まっていた社寺や景勝地が公園として指定された。明治 20 年前後からは大都市において
現在の都市計画にあたる市区改正がおこなわれ、この中で一から計画・設計された公園が創

設され始める。しかし、例えば明治 22（1889）年の東京市区改正設計で計画された日比谷
公園の開園が明治 36（1903）年まで待たなければならなかったように、新規創設の公園の
整備がなかなか進まない一方で、地方都市の公園は太政官達を受けて指定された公園が、い

わゆる公園としての機能を備えるために改良され始めたのが明治 30年前後であった。 
当時はまだ公園が一般的でなく、どういったものかも知られていない状況で、公園技術者

と呼べる者はほとんどいなかったと考えられる。そんな中、東京府の公園技術者として公園

設計に携わっていた長岡安平は、東京府内に限らず公園の整備を進めたい行政や団体にとっ

て頼れる存在であったことが、全国各地で公園を設計したという彼の業績からも推察される。 
この長岡の遺品資料が「長岡安平史料群」として、みどりの図書館東京グリーンアーカイ
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ブスに所蔵されており、その数は 883点に上る。この史料群は文書、写真、絵はがき、図面
などで構成され、我が国の公園黎明期の史料として極めて貴重である。我が国の公園の歩み

は平成 25（2013）年に 140年が経過し、平成 27年には長岡安平の没後 90周年を迎え、公
園の建設から管理、そして経営の時代へと移り始めた現代において初期の公園の価値が見直

されるべき時期となっている。そこで本報告では黎明期の公園設計図としての長岡安平史料

群図面史料を紹介するとともに、長岡安平が手がけた公園設計図を対象として特徴を考察し、

当時の公園がいかなる設計図書によって整備されていたか、どのように長岡が公園設計書を

描きあげたかを明らかにする。 

 

２．対象とする図面史料 

 

１）対象とする図面史料 

今回取り扱う史料は、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 883点のうちの図面史料 258点である。長岡安平史料群は、造園界の発展に役立てて欲し
いという願いから、長岡安平の親族により平成 3（1991）年に東京都緑の図書室（現みどり
の図書館東京グリーンアーカイブス）に寄贈され、現在まで所蔵されている（2）。 
当初図面史料は表題の無いもの 89 点が一括で登録され長く詳細不明となっていたが、平

成 25 年に調査がおこなわれ目録が改訂された（3）。これらの図面史料の仕様とそれぞれの点

数は、印刷物 21点、手書き図面 227点、青焼き図面 10点であり、圧倒的に手書き図面が多
数所蔵されている。内容により分類すると平面図（造園）117点、平面図（建築）28点、立
面図 22点、スケッチ図（造園）63点、スケッチ図（建築）6点、その他 9点の延べ 244点
となる（4）。その中に全国各地の公園設計図が 22 点含まれる。本報告はこれら公園設計図を
対象とする。 
 

２）長岡の事績と対象設計図の作成年代 

長岡は明治 11（1879）年に東京府に勤務し始め、行政マンとしてのキャリアをスタート
させた。この当時東京府にはまだ公園を専門に扱う部署がなく、庶務課に所属して芝公園や

浅草公園といった太政官達により指定となった公園の維持管理業務に従事している。明治 17
（1884）年には庶務課に公園掛が設置され、以降幾度か組織改編を経ながら一貫して公園行
政に携わっていた。東京府を非職となる前々年の明治 29（1896）年、その後の長岡安平の
業績を左右する設計となる、秋田県千秋公園設計を手掛けることとなった。以降所属を東京

市に移し、大正 3（1914）年に東京市を退職した後も大正 14（1925）年に生涯を閉じるま
で、全国の公園、団体及び企業の庭園、個人庭園の設計を数々手掛けた。その数は現在わか

っているだけでも 187ヶ所にのぼる（5）。長岡が「近代公園の先駆者」と評される所以である。 
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ここで対象とする公園設計図の作成年代を、先行研究（6）によりまとめると表 1 のとおり
である。古くは明治 22（1889）年の「1）坂本町公園改良之図」から最後は大正 8（1919）
年の「22）敦賀郡松原村松原公園設計図」までとなる。このうち明確に図中に作成年が記入
されているものは少なく、「6）秋田公園千秋園」（明治 29年設計 明治 35年 8月現景）、「18）
高岡公園設計図」（明治 44年 9月）、「21）明石公園第二設計図」（大正 8年 3月）の 3点の
みである。千秋公園は明治 29 年に設計した後、数度にわたって改修設計をおこなっている
が（７）、「6）秋田公園千秋園」についてはこの年代表記から明治 35（1902）年の改修にあた
り、現況を調査し現況図を作成したものであることがわかる。また、明石公園は拙著によっ

て大正 6（1917）年設計であることを明らかにしているが、図面記載の年は大正 8（1919）
年であり設計開始から完成まで約 2年を要したか、または第二設計図との名称から大正 6年、
大正 8 年の 2 回にわたり設計を実施したと推測される。ただし長岡の設計過程（8）からする

と、一つの公園設計に 2年かけることは考えにくいため、後者がより無理のない推測である
と考える。日比谷公園の設計については多くの設計案が出されては不採用となったことが知

られており、最終的には明治 34（1901）年に本多静六によって設計された案が採用された
が、東京市区改正設計により明治 26（1893）年に日比谷公園は公式設定されているので（9）、

2）から 5）の「日比谷公園計画図（案）」はこの間に作成されたものであることがわかる。 

 
３）設計図の体式と作成者 
各設計図は一辺が 1mを超える大きなものがほとんどで、中には 2mを超す特大の図面も

みられる。青焼き図面である呉市公園設計図を除きいずれも和紙で、そのうち印刷で作成さ

れている厳島公園以外は彩色を施している。 
設計図の基本的な情報として図面名、縮尺、設計者名、作成年、凡例が記載されているが、

すべての図面がこれらを備えているわけではなく、ほとんどがこのうちいくつかの情報を記

載している。むしろすべての記載がある図面は「21）明石公園第二設計図」だけである。図
面名については多くの設計図に記載されているが、2）、3）、4）の各「日比谷公園計画図（案）」
と「17）秋田県土崎公園設計図」、「20）白河南湖公園改修設計原図」には図面名が無く、日
比谷公園については形状から、土崎公園と南湖公園については図面裏面の文字情報からそれ

であることが判断できる。一方、作成年が記載された図面はわずか 3点しかない。これにつ
いては、長岡が設計を受託した際、設計図書として委託者へ設計図とともに設計書を提出し

ていることから（10）、設計図書一式としては図面自体に記載しなくても判断ができたことに

よると考えられるほか、手元に保管していた控である可能性がある（11）ことから省略したこ

とも推測できる。 
設計者名の記載も半数の図面には無いが、これも同一の理由が考えられる。図面の作成者

については、長岡安平の設計工程として現地に赴いて踏査をしながら設計図書を仕上げ、完
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成次第依頼者に提出しているので、長岡本人の手によると考えてよいが、同道した助手が補

佐している記述が長岡の手記にみられる（12）ことから、助手の補佐を得ながら長岡が作成し

たものと推察する。 

 

３．長岡安平設計図の特徴 

 

各設計図の特徴をみていきたい。各設計図の描写は、樹木や建築物が描かれ着彩されたも

のが最も多く 18 点にのぼるが、異なった描写となっているものが 4 点存在する。以下詳述
したい。 
まず最も多いタイプの 18 点、すなわち「2）日比谷公園計画図（案）」、「11）厳島公園設

計図」、「19）呉市公園設計図 1/900」、「22）敦賀郡松原村松原公園設計図」を除いたもので
あるが、いわゆる平面図として園路や植栽地、池等が区画され、それぞれ園路は茶系、植栽

地は緑系、池等は青系で着色されている。これは現代の公園平面図にも普通にみられること

であるが、特徴的なのは樹木と建物の描き方である。現代の平面図では、樹木は樹種ごとに

変化を付けた円で上空から見下ろした樹木を表現し、建物は区画のみかあるいは間取図とし

て描くのが普通である。しかし長岡設計図では平面図に対して俯瞰的に描かれ、しかもそれ

が一定方向からではなく様々な方向からの視点となっている。これによって全体を見れば平

面図であるが、部分的に見ればパース図あるいはスケッチに見えるものである。このためあ

る程度樹種の書き分けが可能であり、樹形や枝ぶりから樹種の予測ができ、イメージが伝わ

りやすいとも評価できる。また 1枚の図の中に、サクラやウメらしき樹木に白やピンクの着
色があるかと思えばカエデらしい樹木が赤く色づいているというように、見頃となる季節を

共在させていることも特徴として挙げられる。 
「1）坂本町公園改良之図」（図 1）においては、樹種の書き分けの他に槐樹、桜、椎、桧、

楓、銀杏、梅林といった文字によって樹種が記入されており、他の図には無い特徴である。

これによって樹木の描き方と樹種の対応が可能であるが、同じピンクで色を付けられたサク

ラとウメの描き分けは特徴をとらえており、絵だけでも判別が可能で殊勝である。 
「3）日比谷公園計画図（案）」（図 2）は図 1に比べて樹木の配置が疎で、面的着色ではな

く丁寧に枝葉を描いている。園路や運動場、池なども一様に塗るのではなく、周囲を濃く中

央を薄く塗り分けており軽やかな印象となっている。また築山も着色により表現されていて

微地形の伝わる図面である。滝や島は多分にスケッチ的であるのも特徴である。 
「4）日比谷公園計画図（案）」（図 3）は最も多いタイプの特徴である樹木や建築物が描か

れ着彩されたものではあるが、その中でも特殊なものといえる。公園区画や園路、建築物の

建設予定地は平面図として描かれているものの、築山、樹木、石組、滝、流れ、橋などは立

体的な描写がなされており、むしろスケッチ図としてもよい表現である。これは同じ長岡安
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平史料群の中の資料番号 ny0574「芝公園内瀑布設計図」（図 4）や資料番号 ny0572「芝公
園 25 号地日本庭園設計案」（芝公園 25 号地）に近いもので、初期の設計図の特徴として挙
げられ図面の域にとどまらない秀逸な作品である。 
「5）日比谷公園計画図（案）1/600」（図 5）は、これまで紹介した図面に比べ築山や滝の

表現が無く平面的な描き方となっている。また、樹木は相変わらず横からの視点ではあるが、

記号的に黒一色で描かれ他との違いをみせている。全体的に色数が多く派手な図面に仕上げ

られているが、樹木に季節感ある着色をされた他の図面に比べると華やかさに欠ける印象が

ある。 
「7）江波公園設計図」（図 6）および「8）比治山公園設計図」は樹木の描き方に共通性が

あり、他の図面と異なりほぼ黒一色で描かれている。江波公園設計図は特に植栽地の色味と

海に面する崖地の表現に特徴がみられ、比治山公園設計図は一色で描かれた樹木が大小様々

で、また特に他の図面よりも樹木を描く方向に統一性が無く、少し違った印象を持つ 2枚と
なっている。 
「6）秋田公園千秋園」（図 7）以下「9）秋田県能代山本公園設計図」、「10）秋田県横手

公園設計図及び秋田県平鹿郡公会堂庭園設計図」、「12）岩手県公園設計図」、「13）合浦公園
設計図」（図 8）、「14）大通火防戦内樹木植栽設計図」、「15）高知公園設計図 1/300」、「16）
五台山公園設計図 1/1200」、「17）秋田県土崎公園設計図」、「18）高岡公園設計図」の各設
計図はどれも同様の特徴をもっており、長岡安平設計図の最も基本的なものである。樹木は

広葉樹、針葉樹、花木が描き分けられ、園路や植栽地は薄く着色されている。これらは建物、

樹木にスケッチ性がみられるものの、築山や微地形が描きこまれることはなく、現代の平面

図に近いものとなっている。 
最も多いタイプの図面の最後に「20）白河南湖公園改修設計原図」および「21）明石公園

第二設計図 1/600」（図 9）をみると、基本的には上記の図面と類似ではあるが、樹木の描写
に変化がみられる。すなわち多くが葉を描かず枝振りだけを描くというものである。これは

明石公園図中の凡例によると立木の樹木であり、彩色画は新稙及び移植とあるから、設計意

図を含んだ描き分けであることがわかる。この描き方によってもう一つ副作用的に効果が得

られているのは、葉によって園路が隠されることなく明快になっていることである。以上が

長岡安平設計図のスタンダードタイプと呼べるような図面であるが、このほかに 4点異なる
描写の図があるので次にみてみたい。 
「2）日比谷公園計画図（案）」（図 10）は日比谷公園の設計案のひとつであるが、これま

でに知られている日比谷公園計画案と比較すると、明治 33（1900）年の東京市吏員案（図
11）に類似している。この図の特徴は樹木と建築物が全く描かれず、池や流れ、橋も全く平
面図として描かれていることである。 
「11）厳島公園設計図」は取り上げた設計図の中で最も他の図の表現方法から遠い図面で
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ある。手書き図面を版画のように印刷したものであり、着色されておらず白黒である。設計

範囲が広範なため印象としては設計図というよりも区域図のような印象を受ける。一見する

とどの部分が設計されているのかがわからず、図中の区域と番号、凡例などを設計書（13）と

合わせて確認することで意図を把握できるものである。 
「19）呉市公園設計図 1/900」は取り上げた図の中で唯一の青焼き図面である。着彩は無

いがきっちりとした平面図で、模式的ではあるものの樹木の表現が横からの姿であることを

除けば、ほとんど現代の平面図と変わらない表現である。 
最後に「22）敦賀郡松原村松原公園設計図」である。樹木の記載や着色はなく、線種によ

り園路の指示を表現し、地図記号のように施設配置を表現している。これまでみてきた図の

ようにそれ自体が作品と呼べるような芸術性はなく、単に設計指示図面といった印象である。 
 

４．まとめ 

 

以上みてきたように長岡安平設計書にはいくつかのパターンがあることがわかった。この

中で興味深いのは、同様の特徴をもった長岡安平の基本的な設計図として挙げた「6）秋田
公園千秋園」から「18）高岡公園設計図」の 10 点のうち 7 点に設計者長岡安平の名ととも
に助手田中真次郎の名も併記されていることである。田中真次郎が助手として記載されてい

るのは全 8点であるから、「11）厳島公園設計書」以外のすべてがこれに含まれる。残りの 3
点のうち 2 点、つまり「17）秋田県土崎公園設計図」と「18）高岡公園設計図」は設計者、
助手ともに記載がないが、このどちらの設計旅行にも助手として田中真次郎が同行している

ことが明らかとなっている（14）。残りの 1 点、「6）秋田公園千秋園」は助手として小林惣吉
の名が記されているが、明治 35（1902）年の千秋公園改修設計のための設計旅行にも田中
真次郎が同行しており（15）、10点すべてに田中真次郎の関係が推察できる。 
一方共通性のみられた「7）江波公園設計図」と「8）比治山公園設計図」の両公園は、ど

ちらも明治 32（1899）年の設計旅行での設計で、小林惣吉が同行している（16）。小林惣吉の

名がみられるのは先述の明治 35 年の「6）秋田公園千秋園」の図までで、それ以降は図面、
旅行記録共に田中真次郎が助手として登場するようになるため、この頃を境に助手が交代し

たことが推測できる。これと同時期に設計図の描き方に変化がみられることは、設計図作成

に助手が関与していたことを示唆し興味深い。 
小林、田中の二人の助手が関与した時期の前後の設計図をみると描法に共通性は薄いが、

その中で「1）坂本町公園改良之図」（図 1）、「4）日比谷公園計画図（案）」（図 3）と、「芝
公園内瀑布設計図」（図 4）、「芝公園 25号地日本庭園設計案（芝公園 25号地）」は樹木の描
写やスケッチとしての表現が類似しており、その他の設計図にみられないダイナミックさが

ある。また比較的初期の作品であることや、長岡安平史料群に同様のタッチで描かれた部分
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スケッチ画（図 12、13）が多数残されていることから、むしろこちらに長岡安平のオリジナ
リティを強く感じさせるものがある。 
このようにひとえに「長岡安平史料群」に含まれる公園設計図といっても必ずしも長岡安

平がひとりで描いたものではなく、少なからず助手の手によるところがあることが示唆され

た。長岡の公園設計はどれだけ大規模なものであっても、踏査から設計完成までほぼ 1ヶ月
という短期間で一気に成し遂げている（17）ことから、助手の協力は不可欠であったと考えら

れる。このことの傍証が今回の設計図描写の考察により明らかとなった。とはいえ初期の設

計図を中心に長岡が自ら描いたと考えられる図もあり、助手の関与が推察できる設計図につ

いても長岡の意図によるものであることは間違いなく、長岡安平の描写技術は高い水準で評

価できるものであることは疑いの余地がない。本報告により、黎明期の公園設計を一手に担

ったといえる長岡安平が、いかにして設計図を作成し、まわりを取り巻く人々とともに公園

の実現に向けて事を進めていたかを知るための一助としたい。 
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（表 1） 対象公園設計図一覧，筆者作成 
（図 1） 坂本町公園改良之図，ny0590，みどりの図書館東京グリーンアーカイブス所蔵 
（図 2） 日比谷公園計画図（案），ny0643，同上 
（図 3） 日比谷公園計画図（案）（部分），ny0644，同上 
（図 4） 芝公園内瀑布設計図（部分），ny0574，同上 
（図 5） 日比谷公園計画図（案）1/600，ny0645，同上 
（図 6） 江波公園設計図（部分），ny0654，同上 
（図 7） 秋田公園千秋園（部分），ny0648，同上 
（図 8） 合浦公園設計図，ny0576，同上 
（図 9） 明石公園第二設計図 1/600（部分），ny0667，同上 
（図 10）日比谷公園計画図（案），ny0642，同上 
（図 11）日比谷公園設計図市吏員設計，01-13-79-0033，同上 
（図 12）（樹木及び露床図）（部分），ny0798，同上 
（図 13）（植栽図）（部分），ny0807，同上 
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表 1 対象公園設計図一覧 

図 1 1)坂本町公園改良之図 図 2 3)日比谷公園計画図（案） 
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図 3 4)日比谷公園計画図（案）（部分）

図 4 芝公園内瀑布設計図（部分） 

図 5 5)日比谷公園計画図（案） 図 6 7)江波公園設計図（部分） 

図 7 6)秋田公園千秋園（部分） 図 8 13)合浦公園設計図 
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図 9 21)明石公園第二設計図（部分）

図 12 （樹木及び露床図）（部分）

図 13 （植栽図）（部分） 

図 10 2)日比谷公園計画図（案） 図 11 日比谷公園設計図市吏員設計 


