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第 1章 序章 
1-1 背景と目的 

明治 36年に開園した日比谷公園は日本最初の洋風都市公園

として、その後の公園設計において模範とされ、大きな影響

を与えたと言われている。その設計に当たっては、明治 26年

から本多静六による実施案が提出された明治 34年までに合

計 10案が提示されているが、いずれの案に対しても棄却及び

選定された明確な理由の記述は確認できない。 

 本研究では、設計案の選定は内容を吟味して本多静六案に

終着したのではなく、これまでの庭園や他の案とは違うとい

う印象を与えたことにより帰着したという仮説を立てる。こ

の仮説が正しいとすれば、本多静六案がこれまでの庭園や他

の案とは異なる印象を与えるような特徴を保持していたこと

が考えられる。 

そこで、日比谷公園の平面図分析から、本多静六案を中心

に、各案の特色を客観的に記述し明確化したうえで、当時の

意思決定者たちに与えた印象を考察することを目的とする。 

1-2  研究の対象 

 本研究では、提出された 10案のうち全体図面が現存してい

る 7案を対象とする。 

1-3  研究の構成 

 第 2章では日比谷公園築造計画についてすでに得られてい

る知見を収集し、本研究における仮説を提示する。第 2章で

立てた仮説のもと、第 3章では設計案図面の定量的な分析を

行い、第 4章では定性的分析を行う。第 5章でそれらを総合

し各設計案の特色をまとめ、本多静六案の独自性を説明する。

さらに本多静六案が与えた影響に言及し、結論とする。 

1-4 研究の位置付け 

 日比谷公園設計案について扱った研究には山下、宮城の研

究(1)がある。山下らは、欧米の公園イメージは空間の単位性

によるものであったという仮定に立ち、考察している。また

日比谷公園設計案について扱った文献に白幡の文献(2)がある。

白幡は、各案が設計者に依頼されてから棄却されるまでの経

緯を、史料をもとにまとめている。 

 本研究では、図面表現及び(機能面以外の)設計内容に差異

が存在すると仮定(→2-3)し、図面の分析を行い各設計案の特

色を客観的に記述する点で独自性がある。 

第 2章 日比谷公園築造計画に関する既往知見の整理 
2-2 各設計案に関する知見 

 参考文献をもとに対象 7案の設計の委託理由、設計者の背

景、言説、棄却理由をまとめた。しかし、明確な棄却理由を

述べている記述は確認できない。 

 また図面分析を行っている山下らの研究(1)では、“欧米の公
園イメージの中に、後に施設集積の素地となった空間の単位
性をもたらす要因があった”という仮説を立て、空間の単位
性が、提出された日比谷公園設計案に共通する特徴であると

結論づけている。 

2-3 仮説 

 前節において、山下らの研究(1より、機能による大きな差

異は存在しないことが分かった。白幡の文献(2)によると、意

思決定主体である東京市会が求めた公園は、帝都にふさわし

く、欧米諸国を模範とする公園であったことが分かる。 

以上をもとに、本研究では図面表現及び(機能面以外の)設

計内容に差異が存在すると仮定する。さらに、洋風公園のイ

メージを形作るものは機能だけでなく、その形状にも起因す

ると考えられる。洋風公園のイメージは園路パターンが、幾

何学的であること・対称性があることの 2点であるという仮

説を立て、検証を行う。 

また東京市は、幅員が 10間の道路を一周させることで欧米

都市公園の形態とその利用のスタイルを目指していた。これ

に関して、園路幅員のバリエーションと構成比（園路のヒエ

ラルキー）についても検証することとする。 

第 3章 設計案図面の定量的分析 
3-2 園路に関する概観 
表 1 園路の基本構造 

図面名 全体面積(㎡) 園路面積(㎡) 園路総延長(m) 交差点の数 

東京市案 162182 37758 23.3% 8120 198 

小平義近案 161845 23818 14.7% 2606 23 

田中芳男案 161107 27202 16.9% 3828 30 

公園改良取調委員案 164193 35935 21.9% 4124 41 

辰野金吾案 162274 30600 18.9% 1643 7 

東京市吏員５名案 164217 31524 19.2% 3866 66 

本多静六案 159272 40179 25.2% 7030 138 

平均値 162156 32431 20.0% 4459 72 

 はじめに園路の基本構造の把握を行った。分析結果は表 1

のようになる。各案の園路面積に大きな差はないが、東京市

案・本多静六案の園路総延長は他案と比べて非常に長い。ま

た、東京市案・本多静六案は 100以上の交差点が存在してい

るが、対して他案は極端に少ないことが見て取れる。  

以上より、東京市案・本多静六案は、他案と比較して細く

短い園路を多用している、ということが把握できる。 

3-3 園路幅員のバリエーションと構成 

 東京市史稿に園路幅員に関する記述が確認できたため、こ

こでは園路幅員の用い方を明らかにする。その結果は以下の

図 1ようになる。 

図 1  幅員構成比 

この結果から、本多静六案は幅員 4m以下の園路を最も長く

用いており、中程度の幅員の園路の使用は少ないことが分か

る。東京市案は多少の差はあるものの、いずれの幅員の園路

も一定量用いていることがわかる。 



3-4 園路線形の幾何学性 

 洋風公園のイメージを形作る要因に、幾何学的図形の使用

があると考え、園路線形における幾何学的図形の占める比率

を計測する。幾何学的線形の園路が存在する 5案について、

幅員ごとに幾何学的線形の園路の割合をみるため、3-2で明

らかにした幅員構成と照らし合わせると、以下の図 2のよう

になる。 

図 2 幅員ごとの幾何学的線形の園路の割合 

 東京市案は幅員 4m以上の園路の大部分を幾何学的線形と

していることが分かる。それに対して本多静六案は 10～18m・

4～6mの園路の大部分を幾何学的線形としている一方で、～

4m・8～10mの園路はごく一部を幾何学的線形としている。 

また、閉じた幾何学図形（正円・楕円・正多角形・反復図

形）の個数を計測すると以下の表 2のようになる。 
表 2 幾何学図形の個数 

東京市案は他

案と比較し、多 

くの閉じた幾何

学図形を用いて

いることがわか

る。幾何学的線 

形の園路の割合

は本多静六案と

大きな差がない

が、閉じた幾何 

学図形の数が多

いことにより、東京市案は幾何学図形の使用がより強く出て

いる。それに対して本多静六案は、幾何学図形を閉じた図形

として使用するのではなく、円弧のような、部分的な使用を

している。 

3-5 対称性 

洋風公園のイメージを形作る要因に、対称性があると考え、

図面中に確認できる対称軸の長さを計測する。 

 その結果、対称軸が存在するのは東京市案・辰野金吾案・

本多静六案の三案であることが分かった。さらに敷地の長

辺・短辺に対する対称軸の長さの比を取ると、東京市案・辰

野金吾案・本多静六案の順に対称軸の比率が小さくなってい

ることが分かる。東京市案は対称性が敷地全体に及んでいる

のに対し、本多静六案は敷地全体を支配しない程度に対称性

が存在している。 

第 4章 設計案図面の定性的分析 
 古くから用いられてきた図面表現である絵画的表現を用い

ている図面がある一方で、田中芳男案・本多静六案は当時新

しかった暈滃を用いて地形の凹凸を表現している。本多静六

案はマックス・ベルトラムの『造園設計図案』から園路形態

などをほぼそのまま引用していることは知られている。しか

し、『造園設計図案』を見ると、線だけで図面を描く図面表現

や樹木表現もよく似ていることが分かる。 

第 5章 考察 
5-1 本多静六案の意味 

 本多静六案では園路総延長が長く、かつ 4m以下の園路を最

も多く用いており、園路相互の交差も多数存在するという特

徴がある。このことがまず何よりも本多静六案を非常に緻密

な図面に見せた可能性がある。一方で、幾何学的線形や対称

軸が存在するものの、その比率自体は他案に比べてそれほど

大きくはない。本多静六案の中において、幾何学的線形は広

幅員の園路により多く使われている。非幾何学的線形かつ狭

幅員の園路も多く存在するが、これらは図面の「地」を形成

し、幾何学的部分を「図」として浮かび上がらせるに至った

と考えられる。洋風公園のイメージが幾何学性によるならば、

「図」と「地」によって、本多静六案はより効果的にこのイ

メージを伝えることができたと考えられる。対して、幾何学

性を全面に用いている辰野金吾案や、園路幅員のヒエラルキ

ーが曖昧で、幾何学的図形を多用し、かつ敷地全体に及ぶ対

称性が存在する東京市案は、単調な印象を与えたと思われる。 

以上のような設計内容と共に、伝統的な図面表現を用いず

欧米の図面表現に習ったことで、本多静六案は他案と異なる、

緻密で新しい洋風の公園イメージを生成できたことが考えら

れる。 

5-2 本多静六案と東京市吏員 5名案の比較 

 山下らの研究(1)では、本多静六案の施設の内容と配置は東

京市吏員 5 名案を踏襲していることが述べられている。この

ことを本研究で照らし合わせると、東京市吏員 5 名案から引

き継がれた施設である運動場と音楽台はほぼ同位置に配置さ

れているが、その形状は異なっている。東京市吏員 5 名案で

はフリーハンドで描かれている一方、本多静六案ではどちら

も幾何学的線形で描かれている。東京市吏員 5 名案は取り急

ぎ欧米の公園と同様の施設を取り入れようとしているのに対

して、本多静六はその形状においても洋風公園を表現しよう

としていることが考えられる。 

第 6章 結論 
本多静六案の特徴は以下の通りである。 

(1)他案と比較すると、園路総延長が長く、かつ 4m 以下の園

路を最も多く用いており、園路相互の交差も多い。 

(2)10～18m・4～6m の園路の大部分を幾何学的線形としてい

る一方、～4m・8～10mの園路はごく一部を幾何学的線形とし

ている。 

(3)閉じた幾何学図形が存在するが、それらが存在する他案と

比較すると少ない。 

(4)対称軸が存在するが、それらが存在する他案に比べ、短い。 

(5)樹木表現など図面表現は、洋風公園に習っている。 

以上の特徴より、本多静六案が意思決定者たちに与えた印象

は、「図」と「地」の形成によって、新しい印象を与えながら

も、日本的な緻密さを感じさせるものであったと推測される。 
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図面名 正円,楕円 正多角形 反復図形 

東京市案 18 2 9 

小平義近案 0 0 0 

田中芳男案 0 0 0 

公園改良取調委員案 0 0 0 

辰野金吾案 0 0 0 

東京市吏員５名案 0 0 0 

本多静六案 3 1 0 

図３ 本多静六案の幾何学図形・対象軸 




