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ABSTRACT 

Tama Cemetery was established in 1923 as the first park cemetery in Japan, planned 

and designed by Kiyoshi Inoshita. It has been pointed out that the establishment of Tama 

Cemetery made a huge impact on Japanese modern development of cemeteries. However, 

its design process was not quite sure. So the purpose of this study was to clarify it and to 

explore the design concept and the process of Inoshita’s thinking. First of all, following 4 

points were clarified. 1)The fact that the plan of Tama Cemetery has been changed four 

times at least. 2)Inoshita’s original idea. 3)The design procedure. 4)Tama Cemetery’s 

characteristics due to the relationships of each design elements. In addition, the change of 

his concern had an influence on the modification of design of Tama Cemetery. 

 

 

１章 序論                       

1-1.背景と目的 

1923 年開設の多磨墓地は、井下清が計画・設計を主導した、

日本で初めて造園家によってデザインされた公共の墓地空間

である。このような墓地は、公園墓地と称され、19 世紀初頭

に欧米において、かつての教会墓地の陰惨とした状況に問題

意識を持った人々が、造園的手法を用いることで生まれたも

のである。 

多磨墓地はドイツの公園墓地を参考として設計され、日本に

おける墓地の近代化の一端を担ったこと、また、その後の日

本における墓地開発のモデルとなり、現代に至るまで大きな

影響力を持っていることが指摘されてきた１)。しかし、その

実設計や設計経緯に関しては、井下によって記された著作の

みに依拠してきた。 

そこで本研究は、多磨墓地設計当時の公文書で確認できる、

設計途中段階における図面・文書を中心に、設計経緯とデザ

インの意図・井下の思考過程を論じることを大目的とし、 

①多磨墓地の設計経緯を整理する、②経緯の整理をもとに、

井下による多磨墓地原図案の推定を試みる、③実設計の手順

を推察する、④井下の参考とした欧米の近代的な墓地事例と

図面ベースの比較を行い多磨墓地の特徴を探る、以上の四点

を小目的に据える。 

1-2.研究の構成 

 研究の構成を図で示すと図１のようになる。 

 

図１ 研究の構成 

※デザインボキャブラリーはデザインの過程で、あるデザイ

ン要素（デザインの対象）に対するデザインを設計者自身が、

言語化・意識化・概念化することで、型として確立したもの

を指す。 

1-3.研究に用いる資料 

1-3-1.東京都公文書館資料 

 東京都公文書館には多磨墓地に関する資料、1574 点が所蔵

されている。これらのうち、以下の４つの分類に該当するも

のを用いる。(1)用地取得関連文書(2)個人契約関連文書：個々

の墓所の使用許可等の文書(3)設備工事関連文書(4)東京市公

報：東京市公報の多磨墓地に関連する記事 

1-3-2.その他の文献資料 

Ⓐ「井下清先生業績録」1974,前島康彦 

Ⓑ「墓地経営」1941,井上安元 

  



1-3-3.井下による論考 

表１ 井下の墓地・葬務に関する論考 

 論題（雑誌、報告書、著書名） 年.月 

① 都市の墓地問題（「都市問題4(5)」） 1927.05 

② 被服廠跡余録（「被服廠跡」） 1932.03 

③ 名墓の観光に就て（「掃苔2(2)」） 1933.02 

④ 墓苑を語る（「庭園15(10)」） 1933.10 

⑤ 都市の葬務施設に就いて（「第五回全国都市問題会議研究報告」） 1936.10 

⑥ 都市の墓地整理と将来の対策（「第五回全国都市問題会議研究報告」） 1936.10 

⑦ 庭園式墓地の再検討（「公園緑地1(3)」） 1937.03 

⑧ 東京市の新しき葬儀所の開設に当たり（「公園緑地2(3)」） 1938.03 

⑨ 大都市の霊園計画に就て（「都市公論25(1)」） 1942.01 

⑩ 「建墓の研究」 1942.04 

⑪ 都市の葬務緑地（「緑地問題」） 1952.10 

⑫ 随想（「ガーデン(7)」） 1955.04 

⑬ 都市の風景墓地とその再検討（「都市問題—論文集と文献目録—」） 1957.03 

⑭ 後藤先生と墳墓の研究（「武蔵野40(1,2)」） 1960.11 

⑮ 公共墓園論（未発表） 1965 

⑯ 鳥居竜蔵博士の思い出（「鳥居竜蔵博士の思い出」） 1970.03 

⑰ 大正大震災を回顧して（「都道府県展望」） 1971.08 

⑱ 震災と緑地（「都市問題56(9)」） 1975.09 

２章 多磨墓地の設計経緯                

2-1. 多磨墓地設計経緯の概要 

 井下は“(1918 年に東京市墓地の将来計画の)研究的設計が

完成の域に達する”(⑩「建墓の研究」,1942,p.57)とあるよう

に、1920 年の多磨墓地の都市計画事業決定以前から、欧米各

国から資料を入手し、墓地の計画に着手していた。1919 年に

は、多磨村に敷地を定め、実施設計を行っている。 

 1921 年には用地買収と内部施行に着手している。この段階

で井下原図案が存在し、数名により修正・加筆が行われてい

るようであるが、該当する図面は見当たらない。(→2-4) 

 1923 年に多磨墓地は一部竣成し、供用が開始された。東京

市文書から、開業後順次区画が造られ、供用を開始していっ

た様子が伺える。(→2-2） 

 そのような中、1928 年に西北門の新設が決定され、プラン

の変更を行っており、その後もプランは数回変化する。(→2-3) 

 井下の論考中には、井下が最初期以後の設計にも関わって

いることがわかる表現が確認できるが、井下の論考やその他

文献資料において、設計変更への言及は確認できない。 

1940 年には西部拡張区の造成が決定され、その後現在の姿

に整備される。 

2-2. 各区画の供用開始時期 

個人契約関連文書・設備工事関連文書・東京市公報の記事

より各区画の供用開始時期をあきらかにした。（→図２左下） 

2-3. 図面の変遷・設計変更 

分析資料の中に 6 つのタイプの多磨墓地の全体平面図が確

認できた。(図２ 1925,1928A,1928B,1937,1942A,1942B 図) 

 1925 図から 1928A 図への変更は、西北門の設置に伴った

設計変更であることが文書中に記されているが、墓地西北部

以外(対角園路・南門軸線園路)の変更の理由は記されていな

い。1928A 図以降の設計変更に関する記述は、資料中に確認

できないが、1928A 図から 1937 図は墓地西北部において大

規模に園路線形が変更されている。1937 図から現況図にかけ

ても、対角園路が削除されるなど、小規模ながら変更点が確

認できる。 

2-4. 井下原図案の推察 

Ⓐ「井下清先生業績録」に以下のように井下原図案に関す

る記述が確認できる。 

 “多磨墓地の井下原案図による現場図面は、当時入市ホヤホ

ヤの相川要一氏が画いたといわれる。(相川氏談)それは同氏

図２ 設計変更と井下の反省的言説 
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が図面に堪能で彩色に巧みであったからの様である。そして

その図面を多少修正して、正面入り口(南門)から放射状に出

ている幹線支線を中部で結ぶ抛ふつ路線を一本入れたのが、

東半七郎氏であったという。そして、最初の現場監督は、市

の河港課から公園課に入って来た土木出身の菊池武治(山哉)

氏であった事を、私は先生から伺っている。” 

 菊池氏が 1923 年に退職していることから、この記述が

1923 年以前の話であることが分かる。この記述と確認できた

最も古い図面である 1925 図から、原図案を(図２推定井下原

図案)のように推察した。 

2-5. 仮定デザインボキャブラリーの変化・設計変更の考察 

 設計変更と区画の供用開始時期と照らし合わせると、供用

が開始されている区画で設計変更は行われていないことが分

かる。図２中の図面に着色して示したように、設計変更は基

本的に周回園路形状、軸線園路・対角園路の数や長さを操作

していることがわかる。また、数回の設計変更を経て、現況

は井下原図案に近い形となっている。 

３章 多磨墓地の設計手順                

3-1. 周辺環境と敷地形状・

門の位置の決定 

東側境界(図中①)は、鉄道

路線と一定距離を保って平

行な直線となっている。“静

寂を保持する”(Ⓑ「墓地経

営」p.56)と関係していると

考えられる。また同著に“多

磨鉄道より西北三五〇米に

在って…”p.66 という記述

が確認できる。西側境界(図中②)は、大部分で既存道路と線

形が一致する。“周囲は道路及び土塁を以て囲むこと”(⑤都

市の葬務施設に就いて「第五回全国都市問題会議研究報

告」,1936）に関係していると考えられる。南側境界（図中③）

はコンターを避ける直線となっており、山によって集落と隔

たっている。“傾斜の少ない、平坦な土

地を選ぶ”・“市街地を離れていること”

(Ⓑ「墓地経営」p.56)と関係していると

考えられる。正門の位置（図中④）は、

既存の道路がアクセスしている。 

以上のように、敷地形状及び正門位

置は、以前の敷地及び周辺の環境に依

って決定した可能性が高い。 

3-2. グリッド状園路の配置に関して 

グリッド状園路の方向は南北軸に

乗らず、また四方の敷地境界線とも平

行垂直ではなく、方向を決定する要因

は不明である。ここでは、その決定要

因を検討する。敷地形状・正門の位置・

グリッド規格が先に決定していたとすると、グリッドを敷地

内で角度を回転させて、正方形の区画がもっとも多く維持で

きる、かつその全体像がより整った形状となるように調整す

ることで、現案のような姿になったと考えられる。（→図４） 

3-3. 実設計と井下の多磨墓地設計に関する言説 

井下の論考中より、多磨墓地設計の個々のデザイン要素に

関する記述を抽出した。２章で図面変遷から把握できないデ

ザイン要素（エントランス空間・園路・交叉点空間以外）と

して、墓所非墓所面積比・既存樹林の保存・墓所の制限に関

する言及が確認できる。２章において取り上げた園路線形に

関する仮定デザインボキャブラリーのうち、グリッド園路・

対角園路・軸線園路に関しての言語化は確認できない。軸線

園路に関しては、言語化されていないが、その手法を示す記

述は見られる。周回曲線のみ言語化されており、デザインボ

キャブラリーとして存在しているといえる。 

3-4. 設計手順とデザインボキャブラリー 

 

図５ 設計手順の推察 

このような設計手順が推察される。周回園路・対角園路・軸

線園路は、設計手順において近いレベルであると考えられる

が、デザインボキャブラリーとしての確立の度合いは異なる。 

４章 欧米の近代的墓地の影響              

4-1. 事例の抽出 

(2-1)で述べたように、井下は多磨墓地設計の初期段階から、

欧米各国の資料を収集していた。資料がどのようなものなの

か不詳であるが、それらを共有していた可能性の高い井上安

元の著書(Ⓑ「墓地経営」, 1941)内に、ミュンヘン西墓地の平

面図が確認できることから、欧米の近代的墓地の平面図を入

手していた可能性は高い。また “公園事業調査の傍、世界葬

地巡禮を為す機会を得た”(⑩「建墓の研究」,1942,p.2 自序)

とあるように、井下はその 1925 年の欧米公園施設視察の際

に欧米の近代的な墓地施設を現地調査していた。 

以上を前提とし、井下の多磨墓地設計に欧米の近代的墓地

の事例が与えた影響を探る。井下の論考中より欧米の公園墓

地事例を抽出・特定し平面図を作成した。(→図６) 

4-2.多磨墓地と欧米事例の共通点 

各墓地における、多磨墓地の仮定デザインボキャブラリー

の有無及び、ベースとなっている（他の園路線形に支配的な）

園路線形を(図６)に示した。 

4-3. 多磨墓地の特徴 

井下が参考とした欧米の近代的な墓地事例には多磨墓地と

共通する仮定デザインボキャブラリーの存在が確認できた。

だが、多磨墓地のように、グリッドパターンを基礎として、

軸線園路・周回園路・対角園路を付加していく事例は見当た

らない。これらがそれぞれ影響関係になく、並列に存在して

いることが現在の多磨墓地のプランの特徴といえる。例えば

ウィーンやライプチヒにおいて、それらはベースである軸線

系統を引き立てる存在として用いられている。 

図３ 周辺環境と敷地境界 
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図４ グリッドの検討 
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６章 井下による自己評価及び反省的記述         

井下の論考中より多磨墓地・公園墓地に関する井下の自己

評価・反省的記述を抽出した。（→図２） 

1936 年以降の論考では、墓所の営造の激増による墳墓建設

業の勃興、それに伴い墓所の様式の錯綜が起っていることを

指摘し、“墓所の無統制”が中心に反省されるようになる。⑦

「庭園式墓地の再検討」では、“（個々の墓所の意匠の統制の

無さにより）幽玄な塋域たる崇高さを見ることが出来ぬよう

なものとなってきた”と述べている。また、墓所需要の増加

による墓地の拡大増設、無縁墓の累増といった問題を提起を

した上で、建築的納骨堂形式を提案している。 

これら反省的言説と２章において明らかにした多磨墓地の

設計変更との関連については、７章にまとめる。 

結論                          

現在の多磨墓地はグリッドパターンを基礎として、軸線園

路・周回園路・対角園路といった園路線形はそれぞれ影響関

係になく、並列に存在している。だが設計変更の過程をみる

と、1928A 図は対角園路・曲線園路を西北門の軸線園路を引

き立てる存在としての関係が汲み取れ、西北門の軸線園路は

他の園路線形に対しその支配性が高まっていた。推定原図案

から 1928A 図までの設計変更は、デザインボキャブラリーと

して確立されていない園路線形の操作による、それらの間の

位置づけの模索であったと捉えることができる。 

その後、実際にはそれらの間に相関の薄い推定原図案に近

い形に設計変更され造成されるが、その背景には井下の問題

意識が“墓所の無統制”“墓地拡大”“無縁墓”へシフトし、

それらの解決手法としては、公園墓地をベースとした造園的

手法に限界を感じ、井下の造園的造成への関心の低下が起き

ていた可能性が考えられる。 

 このような経緯によって、軸線園路や対角園路の存在は意

識化・概念化されず、周回園路は単体でデザインボキャブラ

リーとして確立されたことが推測できる。 

 また、この結論を導出するために以下四点について一定の知

見を得た。①多磨墓地の設計変更の事実。多磨墓地は 1942

年の拡張部造成以前に、既設部において少なくとも４回の設

計変更が確認できた。②井下による多磨墓地原図案の推定。

③多磨墓地の設計手順の推定。敷地境界線・門の位置の決定

→グリッドパターンの配置→その他の園路の要素の順に設計

されたと考えられる。④多磨墓地と欧米墓地事例の比較から

多磨墓地の特徴を導出。多磨墓地にはグリッドパターンを基

礎として、軸線園路・周回園路・対角園路がそれぞれ影響関

係になく、並列に存在している。 
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図６ 抽出した欧米の近代的墓地事例 
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