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第1章 はじめに                          

１－１．背景・目的 

地上の鉄道と違い、地下鉄駅は実体を地下に持ち、路上の出入口は街中

で唯一地下鉄の存在を示すものである。駅は本来、単に旅客が出入りする

だけではなく、その街の玄関口としての役割を担わされるものである。地

下鉄では玄関口の役割を担うのは出入口であり、その意匠が重要であると

考えられる。 

 現在、国内の地下鉄駅を見渡すと、出入口はひとつの画一化されたデ

ザインで統一されている。近年意匠的志向を凝らした出入口が各地で設置

されているということはあるものの、出入口への意匠的関心の萌芽は日本

においては大変遅いと言えるだろう。 

地下鉄駅は本来、用地の取得問題や掘削などの技術的側面が複雑に絡み

合い、意匠的な自由度は低いが装飾、照明などの部分的な意匠はなされて

いる。乗客にとって場所性を認識しにくい地下鉄駅では、1927年に地下鉄

が浅草～上野間(現在の銀座線)に開通した当初から、各駅間で個別に駅の

デザインを変えることが考慮されていた。地下鉄駅設計では様々な制約条

件がかかり設計者の意向以外の条件でそのデザインが決まる場合が多いに

も関わらず、地上における出入口も各駅で意匠を凝らしていた。 

本研究では日本に地下鉄が初めて開通した昭和戦前期に着目し、出入口

の意匠的変遷を明らかにすると同時に、街の玄関口としての地下鉄出入口

の意匠的な思潮に迫ることを目的とする。 

１－２．論文の構成・方法 

「第２章 対象の概要」では、本論に先立ち、戦前期に建設された３事業

体による地下鉄の概要を把握する。 

「第３章 意匠の把握」では、各駅の出入口の形態的な特徴を写真をもと

に把握する。３章を踏まえ、４・５章では、意匠の変遷について、その背

景を論考する。 

「第4章 建築思潮との関係」では、1920年代に欧州の地下鉄視察を行な

った際、地下鉄技術者たちが視察した当時の欧州の建築思潮を整理する。

その上で出入口の意匠的変遷の背景を追う。 

「第５章 美観思潮との関係」では、出入口の計画・設計において重視し

たとされる、当時の美観思潮を把握することで、出入口の意匠的変遷の背

景を探る。昭和戦前期における美観思潮は、都市美運動の中心的な存在で

あった都市美協会が先導していたことから、同協会が発行していた機関誌

「都市美」・「都市美協議会報告書」および同協会による都市美運動に関わ

る新聞記事（戦前期朝日新聞のキーワード検索：「都市美」による）を用い

ることとした。 

「第６章 結論」では、以上の論考をふまえて、地下鉄の黎明期における、

出入口の意匠的変遷とその背景を

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

第２章 対象の概要                           

本研究では、日本に地下鉄が初めて開通した、昭和戦前期を地下鉄の黎

明期として位置づけ、研究の対象とする。各路線全駅の上屋型出入口（以

下出入口）を研究対象としている。 

本研究の対象の概要は以下の通りである。 

浅草～新橋間(東京地下鉄株式会社)   

1927年開通 日本初の地下鉄 

新橋～渋谷間(東京拘束鉄道株式会社) 

1938年開通 のちに浅草まで繋がり現在の銀座線になる 

大阪御堂筋線(大阪市営交通局)     

1933 年開通 日本初の公営地下鉄 都市計画事業の一環として御堂筋の

街路計画と一体に計画 

第３章 意匠の把握                       

資料をもとに各駅出入口の意匠を把握し、特徴的なものを分類する。（な

お、写真が入手できなかったものは対象から省略した。） 

第４章 建築思潮との背景                      

日本で最初の地下鉄を開通させるにあたり、当時の技術者は地下鉄先進国

である欧米を視察した。ここでは当時の西洋にける建築思潮を整理し、日

本の出入口への影響を考察する。 

①切妻の屋根 ―地域性の表象 
浅草駅の出入口(図 1)は切り妻の寺院風の上屋は、浅草の中心的な風景で

ある「仲見世」(図2)の商店建築群と意匠的な類似性が見られる。また「仲

見世」の建築は鉄筋コンクリート造であった。1923年の関東大震災で被災

した仲見世は1925年に鉄筋コンクリートで和風を再現している。そして浅

草駅の出入口も鉄筋コンクリート造で和風を表現したものである。鉄筋コ

ンクリートを巧みに和

風を再建した「仲見世」

は震災後の浅草のシン

ボルであったと推測で

きる。浅草の中心的風

景を形態的に摸倣した

だけではない、地域性

の表象とも言える。 

②幾何学的な格子や窓 

－単純化  
図1 浅草 図2 仲見世 

関東大震災以後の時期の本流は歴史主義であったi。そして様々な歴史主

義のなかでも最も社会需要が高かったのは古典主義である。 
その理由はその重厚感と安定性を表した外観が民間のオフィスビルなど

に多用され、企業の反映・安定性を表現したためである。 
地下鉄出入口も当初はその安全性を誇示す

ることが必要とされたと推測できる。昭和戦

前期における古典主義建築の特色は様式建築

の消化と単純化(幾何学化、省略化)である。
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り、装飾は排除され、構造は明瞭である。大阪市営地下鉄でも同様なこと

が言える。 

第５章 美観思潮からみた出入口                     

５－１．はじめに  

東京地下鉄道が 1934 年に発行した｢東京地下鉄道史｣vにおける「出入口

上屋」では、停車場の出入口の上屋を設計するにあたっての重要な問題と

して、「都市の美観上の問題」を挙げている。 

1923年(大正12年)9月1日に関東地方を襲った大震災後の東京では、

土地区画整理、道路舗装事業、橋梁の架換等、大幅な都市インフラの整備

事業が行われた。日本で初めて開通した浅草～上野間の地下鉄も計画自体

は震災前から存在したものの、こうした復興事業で整備された復興街路と

ともに計画されたものである。 

震災を契機として始まった都市美運動は街路景観にも関心を持つように

なる。そして都市美に対する評価の目は、街路に表出した出入口にも及ぶ

ことがあった。 

この章では昭和戦前期の都市美運動の中心的な存在であった都市美協会

を通じて出入口に関連する美観思潮を明らかにする。そしてこれら当時の

美観思潮から出入口の意匠的変遷の背景を追うこととする。 

５－２．美観思潮と出入口 

５－２－１．「東京地下鉄道史」に見られた出入口の「美観」 

1934年発行の｢東京地下鉄道史｣には興味深い記述がある。 

「就中重要なものは都市の美観上の問題と周囲店舗の見透しとである。

上屋を建てずに只手摺を設置して何等かの方法で地下鉄道の出入口である

ことを標示すれば適当の意匠によつて都市の美観を損せずに見透しは勿論

よくすることが出来るので諸外国に於てかうした例が沢山あるが我国に於

ては降雨量、出入口の幅員、乗降客の服装等の関係上上屋が必要となる。」 

この記述からは｢美観｣と｢見透し｣の見地から上屋を架けることは好まし

くないが、気候等の諸条件から上屋を設けたと理解出来る。この記述の興

味深い点は「美観」という見地が含まれていることばかりでなく、その内

容である。当時、東京地下鉄道が捉えていた｢美観｣とは、出入口に上屋を

架けることで阻害されてしまうものであったのである1930年代には、美観

という観点から、上屋そのものを都市の美観を阻害するものとしてとらえ

るようになっていたことがわかる。 

５－２－２．都市美協会における出入口の美観 

 機関誌「都市美」および「都市美協議会報告書」には、出入口について

具体的に記述した記事が２件ある。以下にその２件の内容を明らかにする。 

①美観地区制と出入口                                                                 

1937年に都市美協会主催により開催された第一回全国都市美協議会にお

ける研究報告viでは都市計画東京地方委員会技師の吉村辰夫は1933年に規

定された美観地区制に触れて、美観の達成のために審美機関の必要性を説

いている。1933年に規定された美観地区制は市街地建築物法に於いて地区

内の規制ができることになっていたが、実際にその建築物の審美判定は難

しかった。岩村は都市美増進のために法的権限をもつ審美機関設立の必要

性を唱え、この審美機関の主要な責務を以下のように列記しているvii。 

・交通路上施設の工作物 

広場の設置、架空線の撤廃整理に関する勧告 

地下鉄入口、日除、雨除、街路樹、露天の意匠基準に対する勧告 

ここで岩村は、地下鉄出入口について意匠的基準に対して勧告すること

を意図している。都市計画に携わる専門家が法的な権限を持ってして、出

入口の意匠基準の設定を要求したことから、各駅で差異化する出入口の意

匠に対して統制を図ろうとした思潮があったことが伺い知れる。 

②石原憲治の言説  

都市美協会の常任理事を務め、東京市建築技師でもあった石原憲治は都

市美協会の機関誌｢都市美｣viiiの中で次のように述べている。 

「銀座の地下鉄の入口は設計に関係をしたことがあるんですが、従来地

下鉄の入口は雷門のところは赤い寺院風になったものや或は丸いカーブの

屋根のものなどがあって、夫々異った感じを出して居りましたが、わたし

は寧ろ此の様な形式を簡素なものに統一してほしいと思っていたのです。」

石原は東京技師として実務に関わるかたわら、都市美協会での市民への都

市美観意識の啓蒙活動及び、実践的な美観運動に積極的に関わった人物で

ある。浅草～上野間、更には末広町で差異化する出入口の意匠を統一し、

更に簡素化することが、当時の都市美運動のオピニオンリーダーである石

原の口から語られたという点で興味深い。 

第６章 結論                             

 「第4章 西洋の建築思潮からみた背景」では、欧米の建築思潮から地

域性に即した出入口、地域の文脈とは関係はないが、表現主義を取り入れ、

装飾を施された出入口、そして新市街地の銀座中央通りや御堂筋では、新

興建築と言われた標準化された出入口が存在したことを確認した。 

「第５章 美観思潮からみた背景」では地下鉄が開通して数年後、1930

年代に都市美運動が盛り上がるなかで、美観の見地から、各駅で差異化す

る出入口のデザインを簡素なものに統一しようという動きがあったことが

わかった。 

本研究の結論を以下に示す。 

・ 出入口の意匠が大きく３つの区分に分けられた。 

・ 昭和戦前期において地下鉄上屋型出入口は多様な意匠表現を持って

いた。当時、大衆の町であった浅草では鉄筋コンクリートで地域を

表現し、稲荷町では日本風の装飾を単純化して表現した(第１区分)、

末広町では曲線を使った表現主義の傾向があった(第２区分)。銀座

周辺では装飾を排除した標準化した出入口が建てられた(第３区分)。 

・ 地下鉄が日本で初めて開通するにあたり、出入口はその地域を表象

した意匠が成されたが、やがて簡略化され、画一的なものに変遷し

ていく。同時期に都市美運動では各駅で差異化する出入口の意匠を

簡素なものに統一しようという動きがあった。               

                                                                  
i ｢近代建築の系譜｣ 大川三雄 川向正人ほか 彰国社 
ii「日本の近代建築(下)－大正・昭和編」 藤森照信 
iii 地下鉄道史に掲載されている新橋駅出入口設計図には上屋の素材には

｢日本鋼材製品｣と記されている。 
iv 地下鉄道史に掲載されている新橋駅出入口設計図には上屋の素材には

｢日本鋼材製品｣と記されている。 
v「地下鉄道史 坤」 東京地下鉄道株式会社 1934年  
vi「現代之都市美 第一回全国都市美協議会研究報告｣ 都市美協会 1937 
vii審美機関は後 1939年の 1月に美観審査委員会という形で実現したが、
その実質的な活動は実際には行なわれなかった。 
viii ｢都市美｣No18 都市美協会 1936.12 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

図 4 出入口の意匠的変遷図 


