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第 1章　序

1-1　研究の背景と目的

　死者の埋葬は人類独自の文化であり、埋葬が行なわれる空間

である墓所は文化的に重要な場である。

　人類を特徴づける行為として、埋葬を抜きにすることはでき

ない。自分たちの仲間を埋葬することは他の霊長類には見られ

ない人類の特徴である。ネアンデルタール人の時代にはすでに

遺体の埋葬場所に献花をしていたとされ、実に 6万年もの昔か

ら埋葬は人類の文化だったといえる（図 1-1）。

　墓地の歴史には大きく分けて三度の大きな変化があったので

はないかと考えられる。第一の変化は「墓地」の発生である。

　古代ローマの時代、墳墓の集合した「墓地」は存在していな

かったとされる。その時代の死者は、市壁の外に葬られた。自

然発生的にであるのか、手近な埋葬地が高密化したからか、あ

る時から個々の墳墓が集合し「墓地」が誕生した。生者たちが

生きる空間に対して、死者が集められた空間が生まれたのであ

る。

　第二の変化は宗教の関与であると私は考える。宗教の関与に

よって一定の死生観、来世観が与えられることとなる。死者の

扱いには儀式が加わり、ある死生観、来世観を以て死者を他界

へと送り出すことになるのである。宗教の関与は二つの大きな

意味をもつ。一つは、死者を管理する主体が遺族や近親者では

なく宗教となったこと、もう一つは死にまつわる数々の価値観

が宗教の下に統一されることである。

　19世紀に入ると、第三の変化が生じた。死者の管理が宗教的

枠組みを離れ、近代行政の役務となったのである。それまで宗

教が担っていた死者の世話は、近代市民社会の責務となった。

死者に対する宗教の関与が弱まったことで、死生観、来世観に

対する統一した見解が崩壊し、個々人物がもつ死生観がより自

由に、より重視されるようになった。

　日本では第三の変化は 19世紀から 20世紀にかけて生じてい

る。現代の日本では戦後の大きな宗教観、家族間の変化を受け

たこともあり、近年では変化する死生観と、それに対応できな

い墓地の問題がしばしば取り沙汰されている。

図 1-1　6万年前の献花（再現）
『最新世界史図表』第一学習社編集部、pp16

図 1-2　アメリカ合衆国ニューヨーク市にあるトリニティ教会と墓
地 (Trinity Church and Graveyard)
『Wikipedia』
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　新しい葬制、新しい墓地が叫ばれる中で、近代以降、すなわ

ち第三の変化以降を振り返ることで、現代へとつながる墓地像

とその背景にあった思想を読み解き、新たな視座を得ることが

できるのではないか。そう考えたのがこの研究の発端である。

　本論文で対象とする時期は、第三の変化以降である。宗教的

枠組みなき墓地に用いられた墓地形態―修景墓地―をみると、

2つの疑問が浮かぶ。ひとつは、それまでの宗教的な墓地と大

きく異なる空間像をもつ修景墓地は、どのような社会背景や思

想の下に成立したのかということ。もうひとつは、現代日本の

修景墓地の雛型となった多磨墓地は、西洋の修景墓地と比べて

どのような構成上の特徴をもっているか、ということである。

これらの疑問を解き明かすことが本論文の主題である。

　本論文では日本で初めて西洋的造園が施された修景墓地であ

る多磨墓地を対象とし、文献調査と実地調査によって、近代に

おいて墓地が西洋的造園と結びついた経緯を整理し、多磨墓地

の設計上の特徴を明らかにすることを目的とする。

図 1-3　多磨霊園（←多磨墓地）の園内風景
＜筆者撮影＞
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1-2　既往研究・参考文献

　墓地に関連する研究は古くから考古学、民俗学、社会学などの分野で多くの蓄積があり、これらの研究分野では墓

制や葬送行為と墳墓の関わりについて、または墳墓それ自体の様式に着目した研究がなされている。近年は墳墓の無

縁化や葬送儀礼の多様化に伴う埋葬方法の変化などが社会的に大きな関心を集めており、現代的な墓地についても研

究がおこなわれている。建築計画、都市計画、ランドスケープの分野でも墓地に関する研究はみられるが、墓地を空

間的に捉え、ある形態で成立するに至った観念的背景にまで踏み込んで論じた研究は数少ない。考えうる原因の一つ

として、墓地が個々の埋葬行為の集合体として扱われ、墓地空間そのものを統御する原理には関心がもたれていない

ことが挙げられよう。墓地は個々の埋葬行為の集合体として、一般化された社会文化の表現形として扱われるか、個々

の私的な表現として捉えられるかであり、その空間性それ自体は研究の対象とならないことが大半なのである。

　数少ない墓地を空間的に捉えた研究として、以下の論文が挙げられる。

川添善行『祭祀空間としての墓地に関する研究』，2008年

　墓地に対して空間論的な分析をおこなっている数少ない論文の一つである。この論文では、祭祀地と埋葬地とが異

なる「両墓制」の墓地空間に着目し、墓地を構成する祭祀と埋葬という二つの機能の特性を明らかにすることで、人々

の暮らしが反映される墓地、人々の暮らしのよりどころとなる空間について考察をおこなっている。フィールドワー

クで得られたデータから祭祀地である「詣り墓」と埋葬地である「埋め墓」の間には構成に寄与する空間原理が異なっ

ていることを明らかにしており、集落空間全体を視覚的に統べる働きをもつ「詣り墓」に対して、「埋め墓」は集落

から遠くを志向しつつも運搬可能範囲との間で場所が決定していることを指摘している。これらの空間的特徴を分析

する上で祭祀、埋葬、死生観についての概念整理や、現実的な制約としての墳墓の法的位置づけや法規制についても

詳細に調査・考察がなされており、構成上、本論文で参考としたところも多い。

大和田勝文『公園墓地設計にみる井下清の理念』，2012年
大和田勝文『日本における公園墓地の実現をめぐる井下清の模索―多磨墓地の設計経緯を中心として―』2014年

　いずれも日本初の「公園墓地」である多磨墓地設計に際して、設計者である井下清の設計理念と設計過程、設計上

の特徴を分析したものである。前者は、欧米の修景墓地開設の流れを整理した後、井下の公園墓地に対する言説と実

際の設計をもとに、多磨墓地設計に取り入れられたデザイン要素を明らかにしている。後者は、実施設計以前の設計

案をもとに設計変更の過程から、井下の設計意図とその変化、実際の設計で用いられた園路の位置づけについて論じ

ている。設計者の言説の引用が園内の設計とは直接的に結びつけられていないものの、日本の修景墓地に対して空間

的・設計論的なアプローチから論考を試みている点で意義のある研究である。

　多磨墓地を研究対象とし設計論的な観点から捉えている点で、大和田勝文による研究が本論文に最も近く、研究の

参考ととした資料も重複するものが多くある。ただし大和田による論文では、欧米で修景墓地の発生に至るまでの死

生観を中心とする思想的源泉や社会的背景についての考察はみられず、思想的背景の実現手法としての造園的修景に

対する論考は充実していないといえよう。
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思想的背景と造園的修景や墓地形態の相関について述べたものとしては、以下の文献が挙げられる。

黒沢眞里子『アメリカ田園墓地の研究　生と死の景観論』，2000年

　アメリカに成立し流行した「田園墓地」について、成立当時の死生観を分析しながら成立経緯を述べ、都市公園な

どのかたちで現代の都市文化にもつながる文化としての田園的景観について論じている。本書は設計思想や図面をも

ととした設計論的な観点からの議論ではなく、「田園墓地」の空間像を文章と写真を用いて景観として示しながら論

考をおこなっている。

佐藤昌『西洋墓地史Ⅰ ,Ⅱ』，1988年

　宗教史、社会史と関連づけながら欧米各国の墓制や墓地形態について翻訳文などを用いながら概観している。古代

の墓地から修景墓地まで網羅的に触れられており、フランスとドイツについては墓地埋葬に関わる法規も掲載されて

いる。西洋の墓制と墓地空間について述べた数少ない和書である。
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1-3　語の定義

　本論文で対象とするものは「墓地」である。普段からよく使われる単語ではあるが、個々の墓標が立っている場を

指すこともあれば、墳墓が集合した一区画の土地のこをを指す場合もあり、その定義は曖昧になりがちである。本論

文においては、まず「墳墓」の定義をし、そののち「墓地」の定義をおこないたい。

　まず「墳墓」の定義であるが、墓地に関わる現行法である「墓地、埋葬等に関する法律」によると、

第二条　4

この法律で「墳墓」とは、死体を埋葬し、又は焼骨を埋蔵する施設をいう 1)

とある。本論文ではこの定義をもとに、墓地空間に関わる語を以下の通り定義していくこととする。

「墓地」：墳墓が集合したひとまとまりの土地

「墓標」「墓碑」：墳墓に設置される木製または石製の棒、板、塔などで、故人に関わる情報を記載したもの

「墓域」：墳墓の平面的な広がりを指す。埋葬行為を描写する際は「埋葬地」を用いる。

「墓所」：墳墓・墓標（墓碑）を含む空間的な広がり

　本論文では墓地の中でも、西洋的造園技法によって修景された墓地について論考する。西洋的造園技法によって修

景された墓地を意味する語として、実設計でみられる空間像の異なりから「公園墓地」や「庭園墓地」、「田園墓地」

などの語がみられる。西洋的造園技法によって修景された墓地は日本発祥ではないため、これらの語は外来語に対す

る訳語として充てられたと考えられる。これらの語は墓地を扱う既往研究や文献において明確な定義をされないまま

用いられている。本論文では、西洋的造園技法によって修景された墓地を「修景墓地」と定義する。このうえで、造

園的手法の差異を示すために園路計画に着目し、軸線園路の有無と軸線園路を除く主要園路の平面形状により修景墓

地を以下の 4種類に分類する（表 1-1）。

［ヴィスタ形］

軸線があり、軸線園路を除く主要園路が整形であるもの。

例）ミュンヘン東墓地

［焦点形］

軸線があり、軸線園路を除く主要園路が曲線であるもの。

例）ケルン北墓地

［均質形］

軸線がなく、軸線園路を除く主要園路が整形であるもの。

例）ペール・ラシェーズ墓地（東側）

［風景形］

軸線がなく、軸線園路を除く主要園路が曲線であるもの。

例）サイプレス・ローン墓地



8

第 1章　序

これらの定義は園路のみに着目しているため、通称的に用いられる「田園墓地」等の呼称と一対一対応するものでは

ない。植栽計画について言及する際は、これらの分類に加えて「芝生風景形」というように述べるものとする。

整形園路

軸線
あり

軸線
なし

曲線園路
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［ヴィスタ形］

例：ミュンヘン東墓地

例：ペール・ラシェーズ墓地（ハッチ部は除く） 例：サイプレス・ローン墓地

例：ケルン北墓地

［均質形］ ［風景形］

［焦点形］
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表 1-1　修景墓地の分類 2)
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1-4　研究の構成

　本研究は、西洋的造園が施された墓地について成立に至る経緯を把握し、日本初の修景墓地である多磨墓地の設計

について特徴を見出すことを目的としている。本研究を進める上で注目することは、差異と因果関係である。差異を

見出し、その差異の原因を把握することで、「どのような死生観、宗教観に基づき設計思想が形成されたか」、「設計

思想がどのように実設計に反映されたか」という疑問を明らかにする。したがって、各章、各節は修景墓地成立の前

後や、欧米と日本での差異と、因果関係を明らかにするために小目的を定めている。

　以下、各章毎の内容、目的を要約して示す。

第 1章

　研究の背景として墓地が文化上重要な施設であることを認識し、そのなかで修景墓地の位置づけを確認した。文化

上重要な施設の近現代的な形態であるにも関わらず、空間的に捉えた研究は多くないことがわかった。また修景墓地

の様態を表現するのに用いられる語にも揺れがみられ、一定した定義が不明確であった。このことから修景墓地を園

路計画に着目して分類し、語を定義した。

第 2章

　欧米における修景墓地の成立に至る経緯について概観することで死者を葬る空間に対して求められた空間像の変

遷を把握し、修景墓地に求められた空間像と造園技法の相関を捉えることを目的とする。修景墓地は日本独自の墓地

形態ではなく、発祥は欧米である。1節では欧米で修景墓地成立に至る経緯を宗教観、死生観と都市計画的観点に着

目して概観することで、どのような社会的要請に基づいて修景墓地が成立したのかを把握する。2節では各国毎に異

なる宗教観、死生観に基づいた設計思想と実設計を対照することで、空間像と造園技法の相関を捉える。このことは

多磨墓地での設計思想と実設計を関連づける際に参考となるほか、多磨墓地の独自といえる設計技法を見出す際にも

有益である。

第 3章

　日本の墓地空間の変遷と、近代行政により墓地供給がおこなわれるに至った経緯を概観し、墓地に求められた空間

像の変遷を捉えることを目的とする。1節では江戸期までの墓地空間がどのように変遷したかを整理する。2節では

墓地空間が近代行政からどのように位置づけられ、法整備や規制がなされたかを確認する。これらにより、修景墓地

に成立に至るまでに墓地観の変化がみられるかを検証し、修景墓地導入以前と以後で連続した墓地観と非連続な墓地

観を見出す。また、第 4章で整理する新設墓地の設計要件と照らし合わせることで、掲げられた要件がどのような理

由から設定されたかを検証する目的ももつ。

第 4章

　設計要件、設計者の思想、実際の設計を整理・対照することで、設計に反映された要件と思想を捉えることを目的

とする。まず 1節では、東京市の墓地不足解消のために計画、開設多磨墓地が、設計要件として求められていた立地

や実際的な機能、意匠について整理する。2節では、設計者である井下清の言説や井下と関わりのある文献から、井

下の問題意識と、解決策としての修景墓地に込められた設計思想を整理する。これらにより、設計上要求されていた

機能、意匠等と井下の設計思想によって設計された機能、意匠等を区別し、設計思想が実設計に反映された部分を明
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確に捉えるための下地を整える。3節で多磨墓地の設計に関する文献調査と実地調査の結果から実設計で着目すべき

点を整理し、設計上の特徴を見出す。

第 5章

　まず各章の調査で得られた内容をまとめた。新たに日本の都市計画でみられる特徴を見出し、これと比較すること

で多磨墓地の空間的特徴について考察した。

　日本の都市計画でみられる特徴として、

《収斂点・拡散元としての中心性》：駅などの実際的な動線の収斂点・拡散元に街路パターン上の求心性がみられる

《軸線の指向性》：軸線の端点に求心性がみられ、参道的な指向性がある

《軸線同士の無関係性》：軸線の影響範囲は限定的で、単体的にも複合的にも全体を統御しない

を見出した。

　これらの都市計画でみられる特徴から、多磨墓地の園地における中心性の不在について園路計画の観点から考察し

た。

第 1章　註釈一覧

1)『電子政府の総合窓口　e-Gov』，http://law.e-gov.go.jp/cgi-bin/idxsearch.cgi　より、「墓地、埋葬等に関する法律」第二条 4

2)表に用いる平面図は『日本における公園墓地の実現をめぐる井下清の模索―多磨墓地の設計経緯を中心として―』，大和田勝文，東京工業大学修士論文，2014　より引用
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第 2章　欧米における修景墓地の発生

　現代へとつながる修景墓地の系譜で世界初の事例は 1803年

パリ市に開設されたペール・ラシェーズ墓地 (Cimetière du Père-

Lachaise)であり 1)、これに影響を受けて 1831年にボストン

市郊外に開設されたマウント・オーバン墓地 (Mount Auburn 

Cemetery)とともに広く世界に知られることとなった。

　修景墓地という墓地形態は歴史のなかで徐々に形成されてき

たものではなく、19世紀に入って突如としてかたちづくられた

ものである。それ以前の墓地形態は教会墓地が一般的であり、

教会の傍にあるそれらの様態は修景墓地の様態と大きく異なっ

ている。この差異に着目すると、修景墓地という墓地形態が展

開していった背景には、墓地に求められる空間像の変化がある

と考えられる。

　本章では、欧米における修景墓地の成立に至る経緯について

概観することで死者を葬る空間に対して求められた空間像の変

遷を把握し、修景墓地に求められた空間像と造園技法の相関を

捉えることを目的とする。
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2-1　欧米における墓地形態の変遷

　本節では修景墓地以前、近世までの墓地形態と埋葬に対する

観念や制度の変遷を概観する。

　死者の葬り方や墓地のあり方は保守的に伝統が守られている

ように見られがちであるが、実際は数世紀にまたがる時間をか

けながら変化している。

　西洋において一般的にみられる教会墓地はキリスト教初期か

ら存在していたものではなく、聖人や殉教者の遺骸の近くに埋

葬されたいという信徒の願いを実現した結果として発生し、中

世頃にかけて発生した。18世紀後半に入ると、教会墓地は都市

化の進行による人口増大と市街地という立地ゆえ、生活環境へ

の悪影響が指摘されるようになる。数々の問題点が生じた教会

墓地とは対照的に、大衆の支持を得たのが修景墓地であった。

　修景墓地の設計上の特徴は各国で異なっており、設計の基と

なった思想の差が表れている。これらの墓地はフランスとドイ

ツでは当初から自治体によって運営されており、民間主導で発

祥したアメリカ、イギリスでも後に自治体の業務として扱われ

るようになった。遺体を埋葬する場所は教会墓地から修景墓地

へ、死者の管理は教会から自治体へと変化したのである。

　キリスト教の最初期であるローマ世界の頃、ローマやポンペ

イといった都市では、

「ローマでは、十二銅版法でもって、in urbe 町の中に埋葬する
ことが禁じられていたのです。テオドシウス二世法典でも、住
民の家の sanctitas 神聖が護られるように、同じ禁止がなされて
います。」 2)

と示されるよう、生者と死者の空間は明確に分離することが求

められていた。また、聖ヨハネ・クリュソストモスはその説法

の中で

「町の中に決して墓を立てないように。（中略）まことに汝が死
者を置くべきは、汝の眠り、汝の食べる所にあらず」 3)

と、死者を生活の場に葬ることに嫌悪感を示していた。これら

のことから、都市のなかに死者が葬られることはなく、死者は

市門や街道の傍に埋葬されていた（図 2-1）。ローマ時代の街道

図 2-1　ポンペイの門外にある死者埋葬の地
『図説 死の文化史』P.アリエス、pp9
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沿いには、現代でも墓が線的に連なる光景を見ることができる。

この当時、個々の墓が集まり群をなしていたものの、墓のため

の定められた土地、すなわち墓地というものは存在しなかった。

また、墓は町に貢献した名誉ある人々のものであり、庶民や奴

隷は市外の捨て場のようなところに捨てられたとされている。

　しかしながら死者が忌避的に扱われていた訳ではない。これ

らの墓はその立地ゆえ容易に訪問することができたため、近親

者や通行人が墓を参り供え物をしたり、墓の横で食事をしたり

といった行為がおこなわれたようである。

　個々の墓には墓標が立てられていたが、これらは宗教的な内

容を示すものではなかった。人生のはかなさを示すと同時に生

を満喫することを薦める文言であり、その文言も遺族や近親者

に向けたものではなく墓標の前を通る通行人に向けたもので

あった（図 2-2）。

　農村では、4世紀以前まで墓所の空間的配置には明確な秩序

が見られなかったが、4世紀頃から墓所の向きに法則性が見ら

れるようになりはじめる。個々の墓が同じ方角を向くようにな

り、族長の墓を囲むように墓が配される形態となる。これは社

会構造の空間化という側面と、従前の火葬に比べ、取って代わっ

た土葬は場所を広く使うため、用地の有効活用という側面とが

指摘されている（図 2-3）。

　時を同じくする 4世紀頃、都市では中世教会墓地のモデルが

形成され始める。当時はキリスト教徒、異教徒とも都市郊外、

すなわち市壁の外の墓地に埋葬されていた。埋葬された人物の

なかには、キリスト教の聖人や殉教者も含まれていた。

　やがてこれらの聖人、殉教者の墓は崇拝の対象として、信徒

が訪れミサをおこなう場所となった。これらの信徒を迎え入れ、

聖人崇拝を組織立ったものとするために、教会が建立された。

こうして墓地に建立された教会は、埋葬の場に必須のものとし

て捉えられるようになった。宗教上の重要人物が埋葬されるこ

とで郊外墓地が「聖地」化し、そこに建立された教会がいつの

間にか墓地の必須的な施設となっていたのである。このことに

よって都市では、市壁内には墓地をもたない司教座教会と教区

教会が、市壁外には聖人の墓の近傍に教会墓地をもつ教会が立

地するというモデルが生じた。

　教会と教会墓地が組み合わさる現象は農村部でも発生してお

り、農村部では旧来の墓地に教会が建立されるパターンと、旧

来の墓地を放棄して居住地周辺の教会に教会墓地を設けるパ

ターンがみられた。

図 2-3　フランク時代のある墓地の見取図
『図説 死の文化史』P.アリエス、pp20

図 2-2　人生の儚さを書いたモザイク画
『図説 死の文化史』P.アリエス、pp11
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　これらのうごきによって、市街地でも農村でも墓地は居住地

に現れることとなった。中世の教会墓地は成立の背景には、

「生者が永遠の生命のお告げを聞くために教会内に集まると同
様に、教会の中庭は、ここで約束された復活の恩恵を分ち与え
られるために、死者を受け容れなければならない場所であっ
た。」 4)

と述べられるように、生者と死者が復活という目的のために儀

礼の時間を共に過ごす空間でもあった。中世には死者を生者か

ら遠ざける考えは希薄化し、死者と生者の空間的な隔たりは曖

昧になったのである。

　墓地は教会と組み合わされ教会墓地となることで、市街地の

なかにもその場を得ると同時に、人々の生活の場としても利用

されていた。16世紀頃のパリ市、イノサン墓地 (Cimetière des 

Innocents)を例にとると、教会の歩廊に囲まれた空間が墓地で

あると同時に広場的な役割ももっていた（図 2-4）。墓地は公共

空間として、教会でのミサ後に人びとが出会い、定期市などが

おこなわれる場であった。大きく開けた場という教会墓地がも

つ空間的特徴から、季節や時間帯ごとにおこなわれる生者のア

クティビティに合わせた広場的用途が、埋葬のための墓地用途

と空間的に重なっていたのである。

　それでは墓地空間はどのような様子であったのか。前述のイ

ノサン墓地では、面積の多くは共同墓穴によって占められ、穴

は一杯になるまで何層も遺体が積み上げられていたという。中

世の墓地の特徴として、埋葬は乱雑で、墓標のあるものが少な

いことが挙げられる（図 2-5）。また、石棺に至っては何度も繰

り返して再利用がおこなわれていた（図 2-6）。このような埋葬

がおこなわれていた根底にある死生観、宗教観について論考し

た文献『図説死の文化史』（P・アリエス）5)では、

「当時の人にとって重要だったことは、個人用の決まった場所
に永遠にとどまることではなく、みずからの身体を教会にゆだ
ねることだったのです。教会は、その身体を聖なる教会の土地
において、みずからの保護下に保ちさえすれば、その身体を思
うように扱うことができました。」
「だからこそ、人は正確に土葬の場を指定することにはほとん
ど重要さを認めず、その場を記念碑や碑文で指示することにも、
ほとんど関心を払わなかったのです。だからこそまた、埋葬さ

図 2-6　再利用された石棺。前に「利用」していた遺体の頭蓋骨が
残される。
『図説 死の文化史』P.アリエス、pp46

図 2-4　1552年のパリ市、イノサン墓地
『図説 死の文化史』P.アリエス、pp38

図 2-5　中世のある教会墓地の見取図
『図説 死の文化史』P.アリエス、pp33
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れていた遺骸を教会が移動させたとしても、腹を立てることは
なかったのでした。」

と述べられている。

また、

「キリスト教は遺体を教会に委ねることで厄介ばらいをし、遺
体はそこで忘れ去られていたのだ。」 6)

と表現されるように、死者はひとたび埋葬されてしまえば教会

の下にある存在であり、近親者からですら顧みられる存在では

なかったのである。死者は死とともにキリスト教を信者一団の

一部となり、個人性をもたない存在となるのであった。死者は

一団として、栄光ある死後の世界を待つ存在だったのである。

　これに関連することとして、18世紀頃までは死の瞬間は公的

なものであったことが挙げられよう。死は臨終者によっておこ

なわれる公の儀式であり、親戚や友人だけでなく司祭や隣人も

立ち会うことが必要とされていた。死の儀式は、

「臨終の聖餐を持ちはこぶ司祭の小行列に通りで出会った通行
人は、これにつき従って病人の部屋に入って行ったものなので
す。」 7)

と表現されるように公的に開かれたものであったのだ。死を迎

えようとしている人物の床は人々で埋め尽くされており、近親

者だけが臨終者と取り囲む現代のそれのイメージとは大きく異

なる（図 2-7）。

　中世から近世にかけて広まった教会墓地であるが、18世紀の

中頃以降、大衆の支持を徐々に失っていく。この動向とは反対

に、大衆から墓地の理想像として受け入れられたものが、都市

郊外に営造された修景墓地であった。欧米で修景墓地が営造さ

れるに至った要因として、

＜ 1.慢性的な墓地不足＞

＜ 2.都市の開発圧力＞

＜ 3.教会墓地の腐敗臭気と衛生問題＞

＜ 4.「死」への行政の介入＞

＜ 5.墓に対して求められる空間像の変化＞

が挙げられる。以下、それぞれの要因について詳述する。

図 2-7　15世紀頃の臨終の聖餐を描いた絵画
『図説 死の文化史』P.アリエス、pp158
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＜ 1.慢性的な墓地不足＞

＜ 2.都市の開発圧力＞

＜ 3.教会墓地の腐敗臭気と衛生問題＞

これらの問題は産業革命以後、拡大の途上にあった都市におけ

る急激な人口増加に起因する問題点である。これらの問題点が

修景墓地開設に至った直接的な要因になったと考えられる。

　まず＜ 1.慢性的な墓地不足＞であるが、人口が増加すれば死

者も増加するため自明の問題といえる。用地に余裕があれば墓

地面積を増加させることで解決が図れるものの、当時の市街地

ではすでに開発が進んでいた。

　つまり＜ 2.都市の開発圧力＞が解決を阻むものとして存在し

ていたのである。経済発展のなか、市街地での開発圧力は増大

しており、市街地での新たな用地取得は困難な状況であった。

墓地を新設するには開発圧力を受けない土地、すなわち立地上

不利な土地を選定せざるをえなかった。このことから市街地の

教会墓地では遺体を高密に埋葬すると同時に、埋葬された遺体

の掘返しの頻度を上げることでの対応を強いられた。

　この結果＜ 3.教会墓地の腐敗臭気と衛生問題＞が生じたの

である。高密に埋葬された遺体は地上面に露出してしまうこと

もしばしばあったと伝えられている。また、従来は遺体の白骨

化まで十分な時間を置いて掘返しができたのに対し、白骨化に

至らない状態での掘返しが常態化していたことも指摘されてい

る。伝染病の発生なども重なり、陰惨かつ不衛生とされた教会

墓地は衛生の観点から問題視されることとなった。衛生の向上

策については、当時の医学協会が「樹木は『有害ガスを吸収す

る』」8)と述べており、「有害ガス」がどのような気体を指すか

は不明ながら、当時発展しつつあった自然科学によって自然環

境が「害」を取り除いてくれる存在であると明言されたことは

注目に値するであろう。高密な埋葬、短期間での掘返しによる

腐敗臭気や荒廃した墓地の様相は問題として取り上げられ、「近

代的、衛生的かつ修景された墓地」9)を求める声が欧米で高ま

ることとなった。

　18世紀以降の人口急増に起因する教会墓地の諸問題は、土地

利用、自然科学、景観といった観点により捉えられた。すなわち、

墓地は宗教的超越性をもつ場としてではなく、即物的に環境と

して捉えられるようになったといえる。墓地はもはや、宗教の

下にある特権的なものとは捉えられなくなっていた。
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＜ 4.「死」への行政の介入＞

　西洋に宗教、主にキリスト教が定着して以降、葬送や埋葬な

どの死者の取扱いは長らく宗教の仕事であった。宗教が担って

いた死者の埋葬に対して行政が介入した事例が、1648年のウェ

ストファリア条約である。この条約ではカトリック、プロテス

タント両宗派が墓地に関して同権をもつことが明記され、実務

上は他宗派、無宗派の人々も同様の権利を得ることとなったた

め、ドイツを中心に、墓地が公共社会のものであると捉えられ

る下地をつくったと考えられている。

　行政が死者の取扱いに大きく関与し始めるのは 18世紀後半

から 19世紀初頭、都市化に伴った急激な人口増加が死者の埋

葬との間に先述の 1.から 3.で示した問題を引き起こし始めて

からである。後述のとおり、死者の埋葬は都市衛生や都市計画

といった行政の諸業務と不可分な事柄となり、墓地の設置・維

持に関する法規や規定が定められた。このことから死者の取扱

いは行政の監督下に置かれることとなり、死者の取扱いは宗教

の手を離れ近代行政の業務となったのである。

＜ 5.墓に対して求められる空間像の変化＞

　大衆の関心が教会墓地から修景墓地へと移った要因として、

死生観の変化に伴って墓地に求められる空間像が変化したこと

が影響していると考えられる。欧州での死生観の変化について

述べた『死と歴史』（P・アリエス）10)によると、

「十八世紀末になりはじめて、新たに生まれてきた感性がもは
や伝統的な冷淡さをゆるさなくなり、ある種の敬虔の念が生み
出されたのだけれど、それがロマン主義の時代に非常に広く大
衆化したせいで、はるか昔からのものと思われてしまったので
ある。」

と述べられている。19世紀、20世紀の墓所礼拝は宗教的な礼

拝ではなく、残された人々の愛情と、大切な存在の消失を受け

入れない新たな感情から生まれたものとされている。つまり墓

地は、生者が愛する故人を思い起こす場所となったのである。

　墓所は「愛する故人を思い起こす場所」となったことで墓参

の対象になった。墓参をするためには、死者はめいめいの墓所

に入り、かつその墓所は永代的に保有できる必要がある。した

がって埋葬の永続性が、墓地の重要な要素となったのである。

　死者を悼む場のモティーフとされたのは、追悼画で描かれた

ロマン的でメランコリックな風景であった。死者を悼む場にお
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いて景観もまた、重要な要素として捉えられるようになったの

である（図 2-8）。

　以上の要因により大衆の教会墓地への支持は弱まり、大衆の

望んだ墓地像を提供した修景墓地が発展した。修景墓地は郊外

に設けられることで、教会墓地が直面した市街地ゆえの諸問題

を回避するとともに、新たに大衆の中で生じた墓地への要求―

墓地の永続性とロマン的環境―に応えることに成功した。

　これらの要因をまとめ上げるキーワードは、墓地の宗教的超

越性の喪失と墓地空間の即物化であろう。宗教的枠組みで解決

できない墓地の諸問題に対し、その対処法は即物的にならざる

を得ない。そのため墓地は法規、造営技術などの即物的な設計

要求に晒されると同時に、宗教的超越性を失っていったものと

考えられる。

　18世紀後半以降の宗教によらない墓地では、設計手法として

建築的手法（「モーソリウム」と呼ばれる廟）と庭園造園手法（修

景墓地）が主流であり、郊外化によって大規模に、かつ宗教性

なしに墓地空間を設計する際の空間の統御法として建築と庭園

が利用されていたことがわかる。

図 2-8　19世紀初頭の追悼画
『アメリカ田園墓地の研究』黒沢眞里子、pp35
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2-2　欧米各国における修景墓地の設計思想

　前節のとおり、修景墓地の開設直前には教会墓地が抱える問

題点が大きく取り上げられ、求心力が低下する状況となってい

た。この状況に対し、理想的な墓地として修景墓地が開設され

るに至った。修景墓地は開設された各国において設計が異なっ

ており、各国間にみられる差異は埋葬の地に対して求めた空間

像の違いが表れていると考えられる。

　本節では修景墓地が開設された各国において、墓地に対して

求められた空間像と設計技法を照らし合わせ、空間像の実現手

段としての設計技法との相関を捉える。

2-2-1　アメリカ合衆国

　アメリカ最初の修景墓地は 1831年にマサチューセッツ州ボ

ストン市近郊に開設されたマウント・オーバーン墓地 (Mount 

Auburn Cemetery)である（図 2-9）。19世紀に入り悪化していく

教会墓地の環境とは対照的に、アメリカ風景形墓地は都市市民

に広く受け入れられていた「田園美」を表現し、埋葬地として

よりもむしろ行楽地として人気を博することとなった。初期の

田園墓地は市民知識人層が主導し、墓地会社によって運営され

ていたものの、19世紀中頃以降は公共福祉、営利性排除の観点

から行政が墓地運営を担うようになる。

　アメリカの市街地ではイギリスの習慣と同様に教会墓地に埋

葬されるか、イギリスに倣ったコモンに埋葬されることが一般

的であった。18世紀末から 19世紀初頭にかけて起こった、社

会構造の変化に伴う人口急増を受け、教会墓地は手入れ不足と

墓碑の密集によって陰惨な様相を呈するようになっていたとさ

れる。19世紀に入って以降、都市化の進展に伴って教会墓地の

衛生問題が深刻化し始めていた。1822年にニューヨーク市では

黄熱病が大流行したことから、トリニティ教会が衛生上の問題

として取り上げられ、市街地墓地の閉鎖運動が起こった。また、

ボストン市では墓地不足に伴い、市街地での埋葬禁止と新墓地

建設の運動が展開された。ボストンでの運動は委員会立ち上げ

を経て、マサチューセッツ園芸協会の設計によるマウント・オー

バーン墓地開設へとつながった。
図 2-9　マウント・オーバーン墓地平面図
『西洋墓地史Ⅰ』佐藤昌、pp53
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　マウント・オーバーン墓地をはじめとするアメリカ風景形墓

地の特徴は、その自然的な景観である（図 2-10）。埋葬される

死者のためのみならず、来訪する生者にも魅力的な環境として

設計されていたのである。マウント・オーバーン墓地開設時の

演説では、

「この場所は遺族のためよりも、市内の教会墓地に取り囲まれ
て仕事に追われている人々にとって、より楽しい場所になるで
あろう」 11)

と述べられており、修景墓地が墓地としてというよりむしろ、

都市郊外の大庭園であるかのように捉えられている。これを裏

付けるかのように、マウント・オーバーン墓地には「休日には

馬車が連なり、人々が殺到した」12)との記録が残されている。

　自然的な景観は、田園美が理想的な環境として捉えられてい

たことに加え、都市と田園の対立的な意味付けからも重視され

た。これは社会構造の変化に伴い誕生した都市労働者がもつ都

市＝労働、田園＝余暇という観念がもととなっていると考えら

れる対立軸であり、この対立構造はマウント・オーバーン墓地

開設時の演説、

「都市景観は我々に野心と希望の夢を目覚めさせ、この墓地の
自然的なランドスケープはそのカウンターバランスとして役立
つものである」 13)

からも見出すことができる（図 2-11）。

　このような現象が生じた要因として、当時のアメリカには大

公園が存在していなかったことが指摘されている。良好な自然

環境をもつ風景形は散策の地として最適であり、都市市民のレ

クリエーションの場となったのである。余談ではあるが、この

「成功」を受けて都市公園の必要性が活発に議論されるように

なり、ニューヨークのセントラルパークをはじめとする風景式

公園が計画されることとなった。

　アメリカ風景形の設計手法としては、起伏をもった土地を選

定し池と自然的な植栽を配することが特徴である（図 2-12）。

イギリス風景庭園様式に倣った造園技法で、ピクチュアレスク

な風景を生んでいる。園路は敷地の起伏に合わせて仮想ヴィス

タを捉えた非整形の曲線を用いて計画され、求心性をもたない。

図 2-11　アメリカ田園墓地の様子を描いた絵画。左下に座って休
む家族連れがいて、奥に港町を望んでいる。
『西洋墓地史Ⅰ』佐藤昌、pp57

図 2-12　田園墓地 (Green-wood Cemetery)の平面図
『西洋墓地史Ⅰ』佐藤昌、pp57

図 2-10　マウント・オーバーン墓地の様子を描いた絵画。左下に
散策する家族連れが見える。
『西洋墓地史Ⅰ』佐藤昌、pp54
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また、礼拝堂や教会周囲も、至近部を除いて整形な園路はみら

れず、主要園路の構成からもそれら施設に求心性はみられない。

植栽は植物園を意図して選定され、樹木や植物には名札がつけ

られた事例もあるようである。

　各々の墓所を保有することに重きが置かれていた初期のアメ

リカ風景形では、個々の墓所が鉄柵で囲われていた。より一体

的な修景を目指して柵を禁止した「芝生墓地」（図 2-13）の登

場は、マウント・オーバーン墓地開設から四半世紀が経過した

1856年となる。

　芝生風景形では同一形態の墓碑を用いるなど個々の墓所につ

いての制約が加わったが、非整形の園路を設ける園路計画は田

園墓地から引き継がれている。墓碑は園路で囲まれた島状部分

に一様に配されるのが特徴である。

2-2-2　ドイツ

　ドイツの修景墓地は 1877年に開設されたハンブルグ市の

オールスドルフ墓地 (Ohlsdorfer Friedhof)が初の事例である（図

2-14,15）。しかしながら墓地の造園についてはキール大学教授

の著書のなかで 1780年頃から触れられており、修景墓地の導

入と比べるとかなり早い時期から造園的墓地の可能性が検討さ

れていたようである。

　ドイツではキリスト教が国家宗教となって以降、埋葬は教会

の特権的な職務として扱われていた。これを崩したのが、宗教

改革とウェストファリア条約であった。宗教改革でプロテスタ

ントもカトリック教会の墓地に埋葬される必要が発生したた

め、国家権力が介入することとなった。1648年のウェストファ

リア条約では、両宗派は墓地について同権をもつ旨の原則が明

記され、役所の実務上は他の宗派、無宗派でもキリスト教徒と

同権をもつよう扱っていたとされる。このことにより、ドイツ

では「公共社会の墓地」という考え方が生まれたと指摘されて

いる。18世紀以降は都市化に伴って必要となる墓地を、教会と

は分離し「野外墓地」として営造されていた。この時期は、人

口増加による墓地需要の急増、欧州各国間での戦争による戦死

者の埋葬、ペストを主とする衛生問題といった実際的な課題に

加えフランス革命の発生も重なり、埋葬は近代行政の公共的な

図 2-14　ドイツ初の修景墓地、オールスドルフ墓地 (Ohlsdorfer 
Friedhof)平面図
『西洋墓地史Ⅱ』佐藤昌、pp30

図 2-15　オールスドルフ墓地 (Ohlsdorfer Friedhof)園路写真
『西洋墓地史Ⅱ』佐藤昌、pp67

図 2-13　芝生式で営造されたフォレスト・ローン墓地 (Forest Lawn 
Memorial Park)の航空写真
『Google Map』

<Google Map>

https://www.google.com/maps/

@34.1452825,-118.3222611,3133m/data=!3m1!1e3
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役務として捉えられていった。

　修景墓地に関しては、1780年頃の造園理論を述べた書籍の中

で墓地の造園的修景に関して言及されている。しかしながら、

大衆の墓地に対する造園的関心はなかなか高まらなかったよう

である。修景墓地の発生は 1877年開設のオールスドルフ墓地

まで待たねばならなかった。

　オールスドルフ墓地はドイツで初めての修景墓地であり、風

景様式の造園がおこなわれ、、池や花壇、曲線を基調とした園

路が配されている。その後ドイツにおける修景墓地は発展し、

19世紀中にライプツィヒ、ミュンヘン、ケルンなどにも修景墓

地が営造された。

　ミュンヘン西墓地（図 2-17）では一部の園路を除いて整形園

路で区画されており、各区画の周囲には植栽が施されているこ

とがわかる。軸線は道路に隔てられた両敷地に存在し、全園を

統御する軸線はない。

　ドュッセルドルフ南墓地では設計コンペ案と実施設計を対照

させることができる（図 2-16）。コンペ案では軸線園路をもつ

案と求心性をもたない曲線園路のみで構成される案が提案され

ていたが、実施設計は軸線園路をもつ案が選ばれていることか

ら、園路の軸性に重きがおかれていたと予想できる。

　他にもミュンヘン東墓地、ライプツィヒ南墓地（図 2-18）、

ウィーン中央墓地（図 2-19）などを対照すると、軸線園路と整

形園路をもつこと、軸線園路は敷地の一辺の中央または敷地角

に端があること、軸線上に建築物や記念碑が存在することが 19

世紀ドイツ系修景墓地の特徴と言えよう。

　20世紀に入ると整形園路はみられないものも出現するが、園

内に軸性が存在することは 19世紀から通じていると指摘でき

る。20世紀初頭には森林墓地と呼ばれる、平地林の植生をそ

のまま活かした墓地も登場するが、管理の難しさや土地利用効

率の悪さから 1920年頃を境に新設されなくなったようである。

以降は再び軸線園路と整形園路を用いた設計に回帰している。

2-2-3　フランス

　フランス初の修景墓地は 1804年にパリ市に開設されたペー

ル・ラシェーズ墓地 (Cimetière du Père-Lachaise)であり（図

2-20）、これは世界初の修景墓地として知られている。開設後

に上流人士の修景墓地として整備され、1830年代までには「旅

図 2-17　ミュンヘン西墓地（上）、図 2-18　ライプツィヒ南墓地
（中）、図 2-19　ウィーン中央墓地（下）平面図
『西洋墓地史Ⅱ』、佐藤昌 pp32-74

図 2-16　ドュッセルドルフ南墓地コンペ案。実施設計
は左案に近いものとなった。
『西洋墓地史Ⅱ』佐藤昌、pp36
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行する者の必ず行くところとなった」14)と評されるほどとなっ

た。また、アメリカのマウント・オーバーン墓地をはじめとし

て、他国の修景墓地に与えた影響も大きい。しかしながら 1840

年代以降は石碑や礼拝堂が密集し、当初の良好な景観は失われ

たと指摘されている 15)。

　フランスでは 1740年代から衛生上の問題が大きく取り上げ

られ、パリ市では墓地をはじめ病院、屠殺場などの施設を市の

周辺へと移転する方針を打ち立てた。当初は「毒気」を払拭す

る空気の流れが重視され、樹木は除去される対象であり、墓地

もむしろ建築的なモーソリウムとして提案されていた。

　これらの提案と同じ年代に、造園の世界ではピクチュアレス

クな風景式庭園が注目されており、これをモデルとした墓地も

提案されつつあった。風景式庭園は極楽 (Elysian Field)、黄金時

代 (Golden Age)、天国の (Paradise)の世界観を基として捉えられ

ており、アメリカで田園 (Arcadian)のイメージをもって受け入

れられていたことと大きな差異をもっている。すなわち、アメ

リカでの「素朴な自然」風の景観を目指した風景式と異なり、

フランスの風景式は「華やかな」景観を志向していたのである。

　この時期の欧州では、1778年にジャン・ジャック・ルソーが

ポプラ島に埋葬されたことや、1773年から 1784年にかけてコ

ペンハーゲン付近に墓碑と記念碑をもつ風景式庭園が営造され

たことから、自然風景のなかの墓碑が墓地の空間像として成熟

したとされる。この影響はフランスでもみられ、18世紀終盤に

は、植栽があり地形の起伏と曲がりくねった園路をもつ墓地、

すなわち修景墓地営造の要望が演説や新聞への投書でみられた

ようである。また、特権者が利するよう取り計らっていた聖職

図 2-20　ペール・ラシェーズ墓地 (Cimetière du Père-Lachaise)現況
平面図。図中では上が東、下が西となっている。
『西洋墓地史Ⅰ』佐藤昌、pp158

図 2-21　ペール・ラシェーズ墓地営造前、個人庭時代の平面図（左）
と図 2-22営造当初の平面図（右）
『西洋墓地史Ⅰ』佐藤昌、pp220
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者の態度に対して民衆は不満をもっていたことや、教会墓地は

異教徒や破門者などの埋葬を拒否していたため社会福祉として

埋葬を考慮する必要があったことから、死者の取扱いは自治体

がおこなうべきとの風潮が高まったのもこの頃とされる。

　1789年にはフランス革命を受けて、墓地管理が宗教から自治

体へと移行することとなった。1804年に入り、パリ市が個人庭

として整備されていた市東部の丘にある敷地を買収し、18世

紀中頃からの目標であった墓地開設を実現することとなる（図

2-21,22）。同年の 7月には墓地に関する法令が整備され、人家

との距離を 35～ 40m離すこと、墓地はその周辺を 2m以下の

壁で囲うことなどが定められ、設計上の指針が示されることと

なった。

　この当時設計された部分は現在のペール・ラシェーズ墓地の

西側にあたる。墓地の営造以前は整形の庭園であったが、当初

の園路を利用しながら敷地の起伏に合わせた曲線的な園路を新

たに追加している。個人庭時代に敷地中心に位置していた邸宅

の跡地を転用したかたちではあるが、敷地中心には礼拝堂が置

かれ、求心性をもつ園路構成と軸線をもつ。また、門は丘の麓

にあることからも、ヴィスタを意識して計画されていたと考え

て良いだろう。墓碑や廟は園路に沿って配され、植栽は墓碑や

廟の周りに植えられたようである。主要な園路には並木が施さ

れていた（図 2-23）。

　開設の後も 1824年から 1850年にかけて 5度の拡張がおこな

われたとされ、整形園路をもつ東側はこの拡張部分にあたる。

東側部分は現況の航空写真から、西側部分と同様に並木が整備

されていることと、墓域内の植栽は西側部分と比べて少ないこ

とがわかる。しかしながら拡張プロセスや拡張当時の設計につ

いては資料が得られなかったため、詳細についてはここまでの

言及に留めることとする。

2-2-4　イギリス

　イギリスではケンサル・グリーン墓地 (Kensal Green Cemetery)

が、アメリカのマウント・オーバーン墓地開設から時をおか

ない 1832年に開設されたのが修景墓地の始まりである（図

2-24）。マウント・オーバーン墓地をはじめとする欧米の修景墓

地はイギリス風景庭園様式を参考として造園をおこなっていた

が、ケンサル・グリーン墓地などの初期イギリス修景墓地はそ

図 2-23　1820年頃のものとされるペール・ラシェーズ墓地平面図
『西洋墓地史Ⅰ』佐藤昌、pp223

図 2-24　ケンサル・グリーン墓地 (Kensal Green Cemetery)航空写
真
『Google Map』

<Google Map>

https://www.google.com/maps/

@51.527558,-0.2245363,1600m/data=!3m1!1e3
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の庭園様式を墓地造園手法として逆輸入したかたちとなった。

18世紀中期には、墓地は公園とは異なる設計をすべきである

と考えられたことから、規則性のある植栽が施される事例が多

かったものの、1870年頃からは花壇や落葉樹を用いた非整形、

風景庭園様式の設計に回帰していった。

　イギリスの教会墓地ではプロテスタント出現以降、墓所を個

人の所有にする考えが高まったことから墓の掘返しがおこなわ

れなくなり、重葬が慢性化した。17世紀には教会墓地の荒廃は

顕著になり、陰惨な様相が人々に不快感を与えていたようであ

る。17世紀末頃には中産階級の間で教会内に埋葬する習慣が

流行し、このことから教会と教会墓地の様相は悪化の一途をた

どった。18世紀には、ほぼ植栽は施されていなかったとされる

ものの、墓地を住宅や教会から離して開設する事例がみられる

ようになった。

　イギリスの修景墓地に関して重要な議論は、風景庭園様式の

不整形で自然的な風景の中に埋葬の地を設けることの是非で

あった。イギリス修景墓地の初期では風景庭園様式を採用して

いたが、18世紀中頃のイギリス修景墓地発展に大きな影響を与

えた造園家ラウドン (John Claudius Loudon)は絵画的な修景に対

して批判的であった。ラウドンは墓地を「娯楽の地」として捉

えたアメリカ式には批判的で、

・気流と日射の確保のため日蔭を生む植樹帯を設けない

・埋葬地確保のため樹木は離散的に植える

・道沿いには人々が休める並木を植える

・墓所の位置を正確に把握できるようにするため、また地表面

からの排水設備敷設のため、曲線園路は用いない

・園路にヒエラルキーを設け、主園路に連続性をもたせる。

などの設計方針を提示している。

第 2章　註釈一覧

1)これ以前の 1796年にアメリカ、ニューヘイブン市に開設されたニューヘイブン新墓地 (New Haven Burying Ground)（現在のグローブ・ストリート墓地 (Grove Street 

Cemetery)）など、修景墓地と類似の特色をもつ墓地は存在していたものの、世界的に広まった修景墓地の系譜に与えた直接的な影響は指摘されていない。

2), 3), 6), 7), 10)『死と歴史』，フィリップ・アリエス／伊藤晃・成瀬駒男，みすず書房，1983

2)pp25, 3)pp26, 6)pp5, 7)pp23, 10)pp5

4)『西洋墓地史Ⅱ』，佐藤昌，日本公園緑地協会，1988，pp15  

5)『図説　死の文化史　―ひとは死をどのように生きたか』，フィリップ・アリエス／福井憲彦，日本エディタースクール出版部，1990

8), 9), 11) ~ 15)『西洋墓地史Ⅰ』，佐藤昌，日本公園緑地協会，1988

8)pp50, 9)pp51, 11)~13)pp152, 14)pp211, 14)pp224
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第 3章　修景墓地以前の日本の墓地

　江戸時代以前の墓地の供給は、宗教によるものか、そうでな

ければ個々人によるものであった。

　明治維新から暫く経った 1872年、明治政府による墓地供給

の動きが見え始める。明治政府による墓地供給は、一見すると

欧米の近代行政による墓地供給と同一視されかねない。しかし

ながら、民主的で祭政分離がなされていることを「近代的」と

するならば、明治政府による墓地供給は、強権的であり宗教的

な「前近代的」なものであると評することができよう。明治政

府の墓地供給は強い宗教観に基づいた墓地供給であった点で、

欧米での近代行政の墓地供給とは大きく異なる。日本の「近代

行政」による墓地供給は、「前近代的」であるという矛盾をもっ

ていたのである。

　本章では、日本の墓地空間の変遷と、近代行政により墓地供

給がおこなわれるに至った経緯を概観し、墓地に求められた空

間像の変遷を捉えることを目的とする。
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3-1　近世までの墓地と墓制

　本節では政治と宗教が分離される以前、近世までの埋葬に対

する観念と墓地の位置づけを概観する。

　古くは貴族により忌避されていた遺体埋葬であるが、仏教伝

来と墓寺建立による「供養」の思想により個人祭祀としての死

者祭祀の土壌ができたものと考えられる。中世頃から寺院と寺

檀墓地が市街地にもみられるようになり、江戸時代の江戸市中

には墓をもった寺院が多数存在していた。江戸期の戸籍代用で

あった宗門人別帳を寺院が管理していたことから寺院は行政的

にも宗教的にも民衆と深い関係にあり、その影響から家系と寺

院、先祖代々墓と寺檀墓地が不可分になったと考えられる。一

方で、多くの人口を抱えた江戸では、寺檀墓地の狭隘化が進行

していた。

　縄文時代の埋葬地は集落内部か集落と近接した地に形成さ

れ、埋葬地を集落から分離する観念はみられないとされている。

墓地が集落から分離される傾向がみられ始めるのは弥生時代以

降であるとされ、奈良時代から中世までは、一般的に墓地は集

落から隔離されていたとの説がある 1)（図 3-1）。

　墓地に関わる法の最初期のものとして、646（大化 2）年の「薄

葬の詔」がある。この詔では、

「庶民亡なむ時には、地に収めて埋めよ」
「凡そ、畿内よりその諸の国等に及るまで、一所に定めて、収
め埋めしめ、汚穢しく処々に散し埋むること得じ」

と、死者を埋葬することと埋葬地を定めることを求めており、

穢れの拡散をを避けようとしていたとの解釈がなされている 2)。

また 700年代初頭、大宝の「喪葬令」では、

「凡そ、皇都及びその道路の側近に、並びに葬り埋むることを
得ざれ」

と定めており、皇都内と皇都へつながる道路での埋葬を禁じて

いる。これらのことから墓地は、少なくとも都からは隔離され

るべき存在であると捉えられていたことがわかり、このことは

図 3-1　弥生時代後期の集落（吉野ヶ里）推定図
『新詳日本史』浜島書店、pp35
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洛西の化野、洛東の鳥辺野が葬地として形成されたことからも

裏付けられる。

 この墓地を都から隔離しようとする傾向について、大和朝廷以

来、祭政一致の律令政治を運用してきた平安貴族が死穢に対し

て忌避的であったとの説があり、それゆえ死者や墓地は祭祀の

対象ではなかったと考えられている。

　死者を祭祀の対象として捉える契機のひとつになったとされ

ているのは、平安時代に藤原道長が建立したとされる浄妙寺で

ある。藤原道長は浄土思想に帰依しており、供養の目的で藤原

家の墓所があった宇治の木幡に浄妙寺を建立したとされてい

る。このように墓地に建立された「墓寺」の存在は、寺院を護

国法会を営む政治的な場から死や葬送に関わる私的な供養の場

へと、社会的位置づけに変化をもたらした可能性が指摘されて

いる 3)。少なくとも、仏教が死者の救済と関わりを持ちはじめ

たことは事実である。

　これらのことから墓地を先祖祭祀と結びつける契機は平安時

代末期にあると思われるが、墳墓の継承を担うイエが未発達で

あったであろうことを加味すると、上層階層では中世末期頃、

農民階層では 17世紀後半に入って確立したものであろうと考

えられている 4)。

　墓地が市街地に入り込みはじめた時期と経緯は明確ではない

が、市場と近接していたとされる鎌倉の長勝寺では 14世紀後

半から 15世紀中頃のものとされる集団墓地が発掘されている。

また、平安京内では 15世紀後半から 16世紀のものと推定され

る集石墓・土壙墓が発掘されていることから、室町時代以降江

戸初期にかけて、市街地内に墓地が形成されはじめたものと考

えられる。宗教を担った寺院と寺檀墓地がセットとなることで、

墓地も市街地に形成されるようになったのではないかと思われ

る。

　寺院とイエや個人の密接な関係は、政治的には、近世の幕藩

体制下で戸籍として機能していた「宗門人別帳」に原因がある

と考えられる。「宗門人別帳」はイエ単位で個人を記載し、寺

院の檀家であること、すなわちキリシタンではないことを示す

ものであった。この「宗門人別帳」の存在について、

「政治的システムとしては、仏教寺院が農民・商人・町人に対
して優越的地位に立ったことになる。おそらく、こうした背景
をもちつつ、農民・商人・町人と仏教寺院との間に濃密な交渉
が生まれ、また、仏教寺院が生と死とも大きくかかわる戸籍的
機能を行使し得ていたがゆえに、その宗教的機能も含め『葬式
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仏教』的仏教寺院が形成されてきたものと思われる。」 5)

と分析されている。行政機構の一部として機能を果たしていた

寺院は、当然人々の生死を把握し、それに深く関わることとな

る。ここにイエと寺院、イエに基づく家族代々墓と寺檀墓地が

関係をもつに至ったのである。

　寺檀墓地に家族代々墓の関係が確立したとみられる江戸時代

後期、江戸は人口 100万を超えたともされる世界規模の大都市

であった。参勤交代や出稼ぎなど流動人口もかなり多かったと

され、江戸市中の寺院はそれら江戸に流入した下層民衆や下層

の奉公人など、本来の檀家以外の人々も埋葬していたことが発

掘調査で明らかとされている。

　現在の新宿区若葉三丁目に位置した黄檗宗大覚山円応寺の発

掘調査では「投げ込み」と呼ばれる、極度に高密で積み重なる

ように遺体が埋葬された墓域の遺構が発掘されている。江戸に

流入した単身の労働者層の人々は旦那寺をもっていなかった。

単身の労働者層は、死亡時に周旋者の檀家に「仮取り置」され

ており、最終的に出生地に改葬されなかった人々の埋葬場所が

この「投げ込み」であるという 6)。特定の大寺院を除けば、江

戸の寺院には「投げ込み」用に墓域が用意されていたとされて

いる（図 3-2）。

　一方、貧しいながらも旦那寺をもつ民衆は、

百旦那曲がりくねって墓参り

（百旦那・・・百文ほどしか布施のできない貧しい檀家のこと）

と川柳で歌われるように、狭隘な墓道の先に墓所を設けていた

とされる。先述の「投げ捨て」とは異なり墓標は存在するものの、

布施が途絶えれば無縁と見做され発き捨てられるのであった。

　少なくとも下層民衆の墓地の狭隘化は、この頃には進行して

いたと言えよう。

図 3-2　江戸時代の寺檀墓地遺跡（発昌寺墓域）。一つ一つの木箱状、
桶状のものが棺桶であり、かなり高密であったことがわかる。
『墓と葬送と江戸時代』江戸遺跡研究会、とびら
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3-2　 明治期以降の墓地

　本節では政治と宗教の分離が実現される明治期以降、多磨霊

園開設までの埋葬に関わる法制度をもとに墓地の位置づけを概

観する。

　明治期以降、墓地の供給・管理は政権を握った明治政府の役

務となった。明治政府が神道国教化政策のもと、墓制の神葬祭

化を推進させるうえで必要となったのが神道式専用の墓地で

あった。神葬祭墓地の供給は近代行政による墓地供給の日本初

事例であったが、一方で、行政が宗教のもとに国家体制を構築

する必要義務として生じたという側面ももっていた。宗教の枠

組みでは解決できない課題に対して行政機構が脱宗教化するな

かで、行政の墓地に対する規制は法制度によって定められるよ

うになった。墓地行政は宗教の枠組みを離れ、行政の果たすべ

き社会福祉上の義務としての墓地行政となったのである。

　江戸幕府に代わり政権を握った明治政府は、王政復古を唱え

神道国教化政策を打ち出した。宗教と深い関わりをもつ墳墓や

墓地はこの復古神道の流れに大きな影響を受けることになる。

　明治政府は 1868年、8世紀頃から続いていた神仏習合を禁

止する神仏分離令を出し、各地で廃仏毀釈運動が起こった（図

3-3）。またキリスト教も、キリシタン禁制の高札によって禁止

された。王政復古、祭政一致を主張し排他性の高かった明治最

初期の神道は、日本古来の神道と全く異なる性質をもったもの

であることが指摘されている 7)。

　1871年には神社の序列を定める社格制度を確立し、国家のも

とに神社が統制・序列化された。また同年、戸籍法の制定によ

りそれまで戸籍代用として利用されていた「宗門人別帳」を不

用とし、明治政府は仏教勢力を行政から排除することに成功し

たのであった。1872年には自葬祭、すなわち個々人の信仰する

宗教での葬儀が禁止され、神道式の葬儀である神葬祭を公式に

認めた。これに関わって 1874年、教部省の「神葬祭略式」によっ

て神葬祭のモデルが国民に示されることとなった。

　教部省「神葬祭略式」と関連して必要とされたものが、神葬

祭専用の墓地であった。

　1872年、青山百人町続き足シ山（現・青山霊園元山墓地）、

渋谷羽根沢村（現・渋谷区立羽沢公園）が神葬祭墓地として設

図 3-3　廃仏毀釈の図
『新詳日本史』浜島書店、pp198
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置され、加えて青山元郡上邸跡（現・青山霊園）、雑司ヶ谷元

鷹部屋跡（現・雑司ヶ谷墓地）、上駒込村元建部邸跡（染井霊園）、

深川数矢元町三十三間堂跡（深川墓地）が追加された。これら

の墓地は神葬祭墓地として設置されたものの、1873年の火葬

禁止令と府下朱引内での埋葬禁止に伴う土葬墓地確保のため、

1874年には新たに設置された 9箇所の墓地とともに共葬墓地と

して供用されることとなった（図 3-4）。新設の墓地を加えて墓

地需要に備えていた状況であったが、1875年には早くも東京府

知事より墓地不足に伴う火葬解禁の上申がなされることとなっ

た。

　火葬禁止に関わるここまでの顛末であるが、発端は警保寮に

よる司法省宛のであった。内容としては、千住や深川でおこな

われている火葬の煙と悪臭が健康を害し不潔であるため、人家

に煙の届かない地に火葬場を設けるよう検討を要請するもので

あった。これに対し司法省が太政官に上申、意見を求めたとこ

ろ、火葬場用地の新規設定は火葬の公認となるため火葬自体を

禁止すべきとの回答を得たのである 8)。仏教と火葬は必ずしも

対応するものではなかったが、この火葬禁止令は仏教排除の色

彩が濃いものであった。

　公衆衛生にまつわる問題であった火葬場の立地問題は火葬の

是非、すなわち宗教の問題にすり替えられたのであった。

　明治政府は私的であったはずの先祖祭祀を「天皇―氏神―先

祖という崇拝のイデオロギー」の末端と捉えており、墳墓を祭

祀の装置として捉えているのである 9)。明治政府が先祖祭祀に

おいた重要性は、

「墳墓ノ義ハ清浄ノ地ニ設ケ永遠保存スヘキモノ」 10)

という文言からもうかがうことができる。

　神葬祭地の設置と平行しておこなわれていたのが、墓地の法

的な定義であった。

　1872年、「地所売買譲渡ニ付地券渡方規則（追加）」において、

「墓所地ハ従前ノ通無税地ト可致事」

とのことが定められた。墓所は江戸時代にも「除地」「見捨地」

と呼ばれる無税地であり、その税制度を引き継いだものである。

同年、耕地畦ぎわへの遺体埋葬が禁止されている 11)ことを踏ま

えると、墓所を無税地として処理するためにその範囲を明確に

図 3-4　明治初期の青山共葬墓地
『青山霊園』郷学舎、pp36
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定義する必要性が生じたからであると考えられる。墓所に対す

るより明確な定義は 1874年になされ、「墳墓」「墓地」が以下

のとおり定義された。

第一条

死人ヲ埋メ木石等ヲ以テ其地ニ表識スル者之ヲ墳墓ト称ス 12)

第二条

墳墓陳列一区画ヲ為シ政府ノ許可ヲ受ケ又ハ帳場ニ記載スル者

之ヲ墓地又ハ埋葬地ト称ス 12)

この規則によると、墓地は複数の墳墓がおかれた一まとまりの

土地以外は「墓地」でない。すなわち、旧来の両墓制などは「墓

地」の定義から排除されたのであった。

　1875年前後を境として、明治政府の墓地行政における宗教色

は薄れてゆく。

　1874年、新設された墓地の管理が、従前の神官から会議所

へ移管され 13)、後の 1876年には東京府区務所の業務となった。

墓地管理業務が国家祭祀を担う役務であった神官から、地方自

治体へと移行したのである。

　また 1875年には土葬による墓地不足や西洋での火葬奨励運

動を受けて火葬禁止令が廃止された 14)。同年の「火葬場取扱心

得」では

「葬事ノ如キハ人民ノ情ヲ強テ抑制ス可キモノニアラス」 15)

と述べられており、火葬禁止に関わる一連の騒動が集結すると

ともに、市民に葬祭の自由が認められた。

　1877年には教部省が廃止され、国民教化が中止、祭祀と宗教

を分離した国家神道が確立された。

　墓地行政上も 1880年の「神奈川県伺い十月八日・内務省指

令十月二十七日」以降は神葬祭といえども単一宗教の専用墓地

は認められず、以降の新設墓地はすべてが共葬墓地となった。

　1884年には、現行の墓地行政法規である「墓埋法」にもつな

がる「墓地及埋葬取締規則」が制定される 16)。この制定理由に

ついては

「埋葬上ノ取締ハ専ラ宗教力ノミニ頼リ能ハサルヘキノ傾向之
アルニ付此際警察権ニ依リ其取締ヲ為サシムルハ最至当ノ義ナ
リ」 17)
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と述べられている。「墓地及埋葬取締規則」の制定をもって、

埋葬行政と宗教は完全に分離されたのである。分離に至った理

由としては、先述の地租改正に絡む税制的観点や後述の公衆衛

生・土地利用といった都市計画的観点など、宗教の枠組みでは

処理できない課題が生じたためであろう。

　公衆衛生に関わる制度としては、1879年、折からのコレラ流

行の影響から、府の衛生課事務事項として墓地の位置・境界お

よび埋葬、火葬の手続きが定められたことが挙げられる。

　土地利用については明治期から大正期にかけての急激な人口

増加との関連が深い。

　明治初期に開設された共葬墓地は、年代が下るにつれいずれ

も周辺地域の市街化が著しくなった。特に青山墓地は、都心に

あることが常に問題視されていたようで、1877年の「市区改正

事業」のなかですでに取り上げられていた。後の 1889年には

東京市区改正設計告示が出され、朱引内の墓地と朱引内の市街

に近接する 1000坪未満の小墓地（私有墓地を除く）は特別な

事情を除いて漸次移転することが打ち出された。1911年には青

山墓地移転に関する建議において、「衛生上、経済上、体面上」

の各観点から市街地に存在する大規模墓地の問題が指摘されて

いる 18)。全体の移転は財政や手間の面で現実的でなかったもの

の、墓地不足については解決の必要があったため、1912年に東

京市公園課長の井下清が墓地計画についての研究を開始した。

後藤新平が東京市長になった後の 1923年、日本初の計画的公

園墓地として多磨墓地が開設されるに至った。
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第 4章　近代日本における修景墓地―多磨墓地―

　多磨墓地は日本初の公園墓地として設計され、1923年に北多

摩郡多磨村（現在の府中市・小金井市）に開設された。開設か

ら 12年後の 1935年に、他の東京市公営墓地と合わせるかたち

で多磨霊園と改称された。計画の当初から修景墓地として計画

され、実際には園地の 6割ほどを緑地として充てている。都市

計画法の「墓園」で定められる「敷地面積の 2/3以上の園地」

は多磨墓地を参考としたとされ、現法規に影響を与えた公園墓

地の雛型として知られている。

　本章では設計要件、設計者の思想、実際の設計を整理・対照

することで、設計に反映された要件と思想を捉えることを目的

とする。
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4-1　新設墓地の設計要件

　多磨墓地は東京市の墓地不足に対応するため計画、開設され

た。本節では、東京市が新設墓地を計画するにあたり示した設

計要件を整理する。

「東京市墓地並施設設計計画案」（1919年 6月東京市）によると、

当時の東京市の人口増加を加味した場合の墓地必要面積の試算

は以下の通りであったとされる 1)。

市内墓地の移転に必要な坪数 :557,337坪

向こう 30年間の必要墓地面積：303,634坪

向こう 50年間の必要墓地面積：530,052坪

　この墓地需要に応えるため、東京市の郊外に墓地新設が計画

される。

　当時、墓地の敷地選定の基準として「墓地及埋葬取締規則施

行方法細目標準」（1884年内務省）があり、このなかで、

第二条

墓地ヲ新設スルハ国道・県道・大川ニ沿ハス、人家ヲ隔ツルコ

トハ凡ソ六十間ニシテ、土地高燥、飲用水ニ支障ナキ地を撰フ

ヘシ

と定められている 2)。人家から離れ、土地が高燥で飲用水に支

障がない、との要件は、当時まだ残っていた土葬を念頭に公衆

衛生を意識したものであろう。河川の近傍が避けられたのは氾

濫等による土壌流出の可能性を考慮したものと考えられるが、

道路と距離を置く旨の要件が景観を意識したものなのか、後の

市街化の可能性を先読みしたものなのかは定かではない。

　東京市郊外の新設墓地に関しては、「東京市墓地並施設設計

計画案」（1919年 6月東京市）のなかで、

「大東京の東、北、西の郊外地にして土地高燥、国道、県道、
鉄道に近接のところを選び、各三十万坪とし、その買収価格を
四円以下、地主の承諾を得やすきところとす」
と条件が述べられ 3)、「墓地及埋葬取締規則施行方法細目標準」

に反して道路に近接していることを敷地要件として挙げてい

る。また同案では、
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「住宅地より離れ、大東京の八哩及十哩内外とし、交通機関と
道路との関係上、西方に於ては京王、玉川の沿線、東方に於ては、
京成沿線、北方は中仙道沿線」

とも述べており 4)、郊外に新設する墓地へのアクセス手段が重

視されていたことがうかがえる。アクセス手段が重視されてい

たことは 1920年の「東京市事務報告書」に

「市会ノ議決ヲ経、多磨墓地ノ新設経営ニ関シ交通上ノ利便ヲ
図ルベク、鉄道省ニ交渉シ小金井村ニ停車場設置方、十一月鉄
道大臣アテ申請セリ」

と述べられている 5)ことからもわかる。

　新設墓地の施設に関しては、

「墓地は近代的公園墓地とし、壇壁、門、道路、池沼、広場、
未設墓域、その他建設物は勿論、塋域にいたるまで風景的施設
を計画す」

との方針が示されており 3)、「近代的公園墓地」として開設する

ことは決定事項であったようである。

　多磨墓地として計画が実現された「近代的公園墓地」である

が、東京市公園課課長で多磨墓地の設計を手がけた井下清によ

ると、

「この新型墓地に対し、毀誉褒貶相半ばすると言うよりは、当
局の非常識に呆れたという風な観方が相当あつた。（中略）初
は有識者の外は外に墓地が得られぬ為、止むを得ず使用する如
き傾向があつた」 6)

とのことで、開設当初の「近代的公園墓地」が大衆の心を掴ん

でいたとは言いがたい。このことから、大衆が墓地に対して求

める空間像は、欧米の修景墓地開設に至る経緯とは異なり、大

きく変化はしていなかったのでないかと考えられる。

したがって、墓地新設自体は必要であったものの、新設墓地が

修景墓地であることは社会的要求ではなかったと推測される。

　新設墓地のより詳細な設計方針は計画案中の「第一期事業新

図 4-1　大正中頃～昭和初期の京王電車
『京王電鉄ホームページ』

＜京王電鉄ホームページ＞

http://www.keio.co.jp/train/museum/history/prewar.html
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設墓地予想設計図説明」で言及されており、

「東京市西方約三哩の地位にあり、主要街路に便して、面積参
拾万坪より算し、大なる高低なき高燥の地にして、周園を高さ
五尺の小土手を囲らし、その上に高さ約三尺の生垣を設く」 7)

とある。墓地と周辺の境界の設計方針は、現在の多磨墓地にも

通ずる意匠である。東京市からの距離については、多磨墓地は

新宿からでも 18km（約 11哩）離れていることから、この計画

案立案当時は他に有力な候補地があったものと推察される。

　新設墓地の内部の詳細な設計方針も計画案中で示されてお

り、

「墓地内道路幹線は、十間及び六間巾とし、道路の交叉点付近
は庭園的施設をなし、適当の位置に建碑地を設け、十間道路の
両側は、特等第一種墓地とし、国家的又は公共に功績ありし人
等を表彰する墓地とし ...」 7)

との記述がみられる。

　また新設墓地の地割については、「第一期事業新設墓地予想

設計図説明」のなかで

墓地　187,570坪

建碑地　1,600坪

道路　49,800坪

植込地　13,800坪

芝その他　4,400坪

土手　4,500坪

池　400坪（13ヵ所）

その他　67,930坪

合計　320,000坪

とされていたものの、1940年の追加造成を控えた 1938年 3月

図 4-2　1940年頃とされる造成中の様子
『多磨墓地』村越知世、pp35
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の「多磨墓地使用状況調書」によると、

使用済埋葬地　65,683坪

未使用埋葬地　13,612坪

未整備埋葬地　12,326坪

（合計　91,621坪）

となっており、墓域面積は当初予定の半分程度となっている。

実施設計の地割の数値は、設計者である井下が

「通路と庭園施設に面積の三分の二を割いた」 8)

と述べていることと整合性が取れるが、どの段階でこれほど大

幅な地割の変更が決断されたかは不明である。
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4-2　設計者井下清の設計思想

　本節では、設計者である井下清の言説や井下と関わりのある

文献から、当時の墓地に対する井下の問題意識と、解決策とし

ての修景墓地に込められた設計思想を整理する。

4-2-1　井下の経歴

　多磨墓地の開設に関わり、事前研究から実施計画までおこ

なった人物が、当時の東京市公園課長であった井下清である（図

4-3）。井下は東京高等農学校を卒業後、東京市に奉職した。後

に関東大震災後の帝都復興事業で 52の東京市立公園を設計す

るなど、東京市の公園緑地行政に尽力した人物である。

　井下は、日比谷公園の設計や明治神宮の森を営造した実績で

知られる林学博士の本多静六や、造園技術の第一人者で作庭家

であった長岡安平らに師事し造園技術を学んだとされる。特に

東京市奉職後長らくの上司であった長岡安平との関係の深さが

指摘されており 9)、井下は長岡の死後『祖庭長岡安平翁造庭遺稿』

（文化生活研究会、1926年）という著作を上梓している。

　多磨墓地には開設前の墓地研究から設計まで関わっており、

墓地管理制度への言及も数多くみられる。墓地研究は 1912年

に開始しており、きっかけは林学博士の白沢保美から、東京

市墓地事業の参考用に欧米視察の土産として "Landschaftliche 

Friedhof（直訳で「景観墓地」）"なる研究発表を贈られたこと

が動機であると述べている 10)。

4-2-2　井下の緑地に対する思想

　井下は著書のなかで、緑地や公園とは何か、あるべき姿はど

のようなものかについて述べている。

まず井下は、近代化が進行する都市に対して、

「現在の都市なるものの構成が物質文化に偏した」
「郊外自然のうちに保養することが奨励せられ、家屋櫛比して
空気は停滞汚染し、日光は透射せずして昼なほ暗く、煤煙塵埃
舞い上がる都市を去って、風光明媚にして風清く、日光の燦然

図 4-3　井下清氏
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として輝く大自然のうちに行楽し、生気を満たし冷気に触れる
ことが要望される。」 11)

と述べており、物質化し悪化する都市環境に対するカウンター・

パートとしての自然、緑地の存在を示唆している。

また、

「公園は保存された自然地であるので、その地方の自然と其処
に発生した人文の発達が基礎となり、国民生活と時代思想が公
園地の内容を構成してゐると言ふことが出来るのであつて、公
園に於いて地方郷土色が最もよく保存され表現されてあるので
ある。」 12)

と述べており、公園を自然環境と文化のコラボレーションであ

ると考えていたようである。特に自然環境を活かすことに関し

ては、井下の上司で関わりが深かったとされる長岡が公園内の

樹木や植物はその土地に適した「自然木」を用いることを旨と

していたことの影響が考えられる。

「近代公園は自然生活の科学的効果を強調してゐるとはいへ、
自然のうちに宿る霊的なインスピレーションに精神的意義を持
つてゐるのである。」 13)

との記述からロマン的な自然観をもっていた可能性も推測する
ことができる。

　緑地や公園に対するこれらの観念は、造園的修景がなされた

多磨墓地の設計にも反映されていると推察できる。

4-2-3　井下の墓地に対する思想

井下は公園課の人物であるが、著書の中で

「公共団体或は宗教団体の信念的な社会施設として設備し、其
経営を徹底して霊の奉仕に光明を投ずべきものである。」 14)
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と述べるほどに墓地行政に対して熱心であり、後には都市計画

墓地や葬儀所業務を公園緑地行政に組み込んだ東京都独自の方

式を構築した。そのため墓地管理制度への言及もみられ、『墓

地経営』（井上安元／古今書院／ 1941年 8月）の序文も執筆し

ている。制度面にまで言及していた要因として、「公園経営」

の概念をもっていた本多静六の影響が考えられよう。

井下は、公園墓地以前の墓地を

「幽霊と人魂の出る処として人々が避けんとする傾向の地」
「その外観は葬地に墓石を羅列したものともいえる殺風景なも
のが都市には多い。（中略）今日の都市の雑踏に取り囲まれた
墓地は、極めて雑ぱくにして、都市景観を悪くしているばかり
でなく、合理的土地利用計画を甚だ阻害している」 15)

と評しており、都市景観と土地利用の観点で従来の墓地形態の

問題点を指摘している。これらの問題を解決する墓地について、

「都市の近郊に高燥にして風光明媚なる広大な浄地を卜し、大
庭園としての構想をもって高雅にして優麗なる遠地を営み、其
内に各種各層の墓所及び其に関係した施設の地を定め」 16)

と理想を述べている。

　多磨墓地が従来墓地と大きく異なる点として、造園的修景が

なされている点が挙げられる。井下は多磨墓地設計と前後した

1925、1926年に海外の墓地を視察しており、各国の修景墓地に

ついて、

アメリカ：「伊独の美点を採つて明朗を愛する米国人の思想を
基礎として創造した宏壮華麗な明るい庭園墓地」 17)

ドイツ：「簡素にして芸術味の深い幽玄な趣」 18)

フランス：「大小の墓が雑然と密集居る観があつて伊独の特色
あるものに比すべきものはない。」 19)

イギリス :「仏の墓地と著しい差はなく、保守的の国民性を窺
ふことが出来る。」 17)

と評している。なかでもアメリカとドイツの修景墓地に関する

記述は多く、特にドイツ、ミュンヘン市の修景墓地の植栽につ

いて、

「自然を愛する国民性が表れている」 18)



45

第 4章　近代日本における修景墓地―多磨墓地―　

とその印象を述べている。このことから、井下は植栽を重視し

た設計がなされているドイツのヴィスタ形墓地と風景形の通称

「森林墓地」を高く評価し、人工構造物が支配的であったフラ

ンスの墓地（井下が訪れたのはペール・ラシェーズ墓地であっ

た）には魅力を感じていなかったことがうかがえる。また、

「自然人である我々は麗しい樹林、美しい花、朗らかな芝草な
くて（中略）物足らぬ寂しさを感ずる。」 20)

と日本人の自然観を述べていることから、アメリカとドイツの

修景墓地を好意的に評価した背景として、両国と日本での自然

観の類似を見出したことが推測できる。

また、日本人の自然観と関わって

「樹を植へ花を配することは住居の庭と同じであつて、（中略）
地下の霊を慰めるために庭を作り花を植へる」 21)

との言及があることから、井下は墓地が良好な造園環境である

必要性を感じていると同時に、墓地における理想的な環境を住

居観と重ねて考えている。これは宗教への託身でなく、良好な

自然環境を墓地の旨としていた欧米と類似した思考として指摘

することができよう。一方で、

「墓地の公園的利役は要するに利用であつて代用ではない。（中
略）之れを一般的の遊園散策地と視ることは難く、又斯く考察
することは墓地本来の精神に反するのみならず社会道徳上も寒
心すべきことであるとも云へる。」 22)

と述べていることから、アメリカの風景形墓地が生者の行楽地

として扱われていたような状況には否定的であったことが分か

る。

　造園計画的な側面からは、井下が設計に関わった瑞江葬儀場

（江戸川区、1937年竣工）の造園計画について ,

「付近が発展した将来に於ては、お互に建物が櫛比し、殊に不
愉快な情勢を招来することを予想したので（中略）直接使用す
る敷地以外は優雅な公園地域として造営し、一は付近に何等の
支障を及ぼすことなく ...」 23)
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と述べていることから、植栽が周辺市街地との緩衝帯の役割を

担うことを期待していたと考えられる。

　墓地の区画については、日本初の修景墓地である多磨墓地は

欧米の修景墓地を参考としたうえで、

「家族制度を基本とする我国風と習俗は新時代の墓制を樹立す
る上に於て大いに尊重」 10)

して設計された。設計時の配慮として

「階級的観念を殆ど感ぜしめぬ地割をした」 8)

と述べており、平等性を重視していたと考えられる。

墓碑自体の設計については、

「現代は更に自由主義的な時代であつて、昔の身分家格の区別
も無い」 24)

「今日に於ては、何等制限束縛の無い時代になつている。従つ
て将来我々が建立する墓も其人と場合に応じ最も適はしいと考
へたものを自由に用ひて差支は無いことゝ思ふ。」 24)

「墓は自己の趣味性格に合致したものであつて、永遠に存続さ
るべき堅固にして荘重なものであることを希ふのである。」 25)

と、自由を許容する反面、

「新墓地の開設に際し今日尚遺憾とすることはここの墓所営造
に対する指導統制であつて、建造物の大さ、型式に対する統制、
植樹並みに爾後の維持方法に対する規定と、中以下の墓碑建造
の直営なとに就て相当の成案が出来て居たにも関わらず、遂に
実現されなかつたことである。」 26)

と述べており、自己の表現たる墓碑と、多磨墓地全園での景観

的統一の間での苦心がうかがえる。

　墓地に対するこれらの思想は、欧米の墓地造園手法を導入す
るにあたり、デザインの再解釈につながったと考えられる。
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4-3　多磨墓地の設計

　本節では、多磨墓地の設計に関する文献調査と実地調査の結

果から事実を整理し、設計上の特徴を見出す。

4-3-1　現況

　多磨霊園は東京都府中市と小金井市にまたがって位置する東

京都立霊園である。1923年 4月 1日に日本初の修景墓地、日本

初の都市計画共葬墓地、として開設され、面積は 1,280,237㎡と

都立霊園の中でも最大規模である。主要なアクセス手段として

は京王電鉄京王本線、西武鉄道多摩川線、JR中央線と甲州街道

がある。

　敷地の南東角付近に正門（南門、表門とも）（図 4-4）、北西

角に北門（裏門、小金井門とも）があり、それぞれの門には南

北の参道がつながっている。南参道は京王本線多磨霊園駅から

のアクセスを、北参道は中央本線武蔵小金井駅からのアクセス

を、それぞれ意図している。

　園内は整形園路、軸線園路、周回園路、放射園路が走ってお

り、それぞれの園路には名前が付けられている（図 4-5）。南北

方向の整形園路には各園路が面する墓域やアイストップから名

前が付けられ、東側から名誉霊域通り、バス通り、公園通り、

壁墓地通り、せんげんやま通りとなっている。東西方向の整形

園路には南側から 1号通り、2号通りと番号で名前が付けられ、

南北を貫くバス通りを境に東 1号通り、西 1号通りというよう

に東西が分けられている。周回園路も同様に、バス通りを境に

大廻り東通りと大廻り西通りに分けられている。北門から伸び

る軸線園路は小金井門通り、正門から伸びる放射園路はみたま

堂・壁墓地通りと名付けられてる。園路には自動車の乗り入れ

が可能だが、区画内の通路は乗り入れられない部分が多い。ま

た、正門から東 2号通りまでの軸線園路は砂利と石畳の仕上げ

になっており、自動車の通行を考慮していない。バス通りは自

動車の通過交通を許しており（図 4-6）、園内に 2箇所のバス停

が存在する。東西 2号通りは東西の門につながっており、歩行

者と自転車は通抜けが可能である。

　区画は南東から 1区、2区と番号が振られ、小金井門付近の

22区まで千鳥式に付番されてる。壁墓地通り以西は 1940年以

降に追加造成された区域であり、こちらは北から順に番号が振

られている。各区画の開設時期は既往研究で明らかにされてい

図 4-5　多磨霊園案内図。整形、軸線、周回、放射の各園路がみえる。

図 4-6　バス通り南入口。特に結界的な様子はない。

図 4-4　多磨霊園正門（南門）
＜※以下、現地写真は筆者撮影＞
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図 4-7　区画ごとの開設時期 30)
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る 27)（図 4-7）。

　現在の芝生墓地は 1962年に、壁墓地は 1993年に開設された

ものであり、多磨墓地開設当初は存在していなかった。近年は

ロッカー式納骨堂であるみたま堂や合葬式墓地を導入するな

ど、納骨の効率や墓地需要を考慮した施設の拡充にも取り組ん

でいる。

4-3-2　敷地選定

　多磨墓地の立地は東京都の西方約 20kmとなっている。新設

墓地設計時の要件は 4-1で示した通りであり、当初「三哩」（＝

約 5km）としていた距離に比べると都心部からは大きく離れて

いるが、経緯は不明である。

　都心部からの距離については、井下が序文を著している『墓

地経営』（井上安元）によると、

「将来の墓地は交通上多少遠隔の地にあつても、市街地の近接
と其の他非難されるべきことを避けねばならぬ。」 28)

と述べられており、居住地との近接を防ぎ都心からの距離をと

ることが都市計画上望ましいとされている。

　欧米の修景墓地に比べて一層の郊外化を後押ししたのは、交

通機関の発達であったと考えられる。そもそもの「東京市墓地

並施設設計計画案」（1919年 6月東京市）では新設墓地の立地

として「京王」（現・京王本線）、「玉川」（現・東急世田谷線ほか）、

「京成」（現・京成本線ほか）が挙げられており、多磨墓地の開

設に当たっては、

「多磨墓地新設ニ関シ其ノ北口ニモ入口ヲ設備シ、中央東線鉄
道トノ連絡ヲ取ルベク計画セラレルコトヲ望ム」 5)

と、墓地へのアクセス手段が案じられている。先述の『墓地経営』

のなかでは具体的な指標として、

「都心より普通常用の交通機関にて片道三十分、経費に於て往
復五十銭程度を目標とすること」 29)

「最近の交通機関、殊に自動車の普遍的発達に依り、其の距離
一七八哩、約一時間程度にして達する位置が、最も適当とすべ
き」 30)
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と述べられ、両者でかなり開きがあるものの、市街化による不

具合を来さないためには、都心部から交通機関を利用しなけれ

ばならない距離に墓地を置くべきであると考えられていたこと

は間違いがないようである。

　敷地の選定については、平坦で河川からも距離が離れている

こと、開設当時は近隣に集落がなかったことなど、道路が近接

していたことを除けば「墓地及埋葬取締規則施行方法細目標準」

（1884年内務省）に準拠した敷地選定がおこなわれているとい

える。

4-3-3　園路計画・園路設計

　多磨墓地の園路は、整形園路、軸線園路、周回園路、放射園

路からなる。園路計画は最初期の計画案から現況に至るまでの

間、最低でも 4回の設計変更があったことが既往研究によって

明らかにされている 27)（図 4-8）。この既往研究によると、1928

年案ではそれ以前の設計案にはみられなかった北門が追加され

た設計案が見られる。これは 1924年に仮乗降場として開設さ

れた武蔵小金井駅が 1926年正式に停車場に昇格したことを受

けてのものと思われる。この設計変更によって、正門、北門そ

れぞれを起点とする軸線園路を有することとなった。

　前述の 4回の設計変更では軸線園路、周回園路、放射園路に

ついての変更が認められるが、いずれの設計案においても、
図 4-9　井下も研究資料で目にしていたとされるウィーン中央墓地
の平面図。一辺の中央に入口があり、そこを端点とする軸線がある。
『西洋墓地史（Ⅱ）』佐藤昌、pp74

図 4-8　現況までの設計変更一覧 27)
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・軸線園路：延長部が整形園路と同一の幅、意匠である

・周回園路：直線部は整形園路と等間隔である

・放射園路：縦横の整形園路の交点を貫く

という共通点をもつ。このことから、軸線園路、周回園路、放

射園路はそれぞれ整形園路を基準として設定されていると考え

られる。欧米の修景墓地では一般的に、敷地の一辺の中央ない

し敷地の角に正門をおき、正門を端点とする軸線を用いて全体

を規定する設計手法が採られる傾向がある（図 4-9）。多磨墓地

では欧米の設計手法とは異なり、園地の隅に正門を置き、軸性

が全体を規定していない点が特徴と言えよう。

　周辺街路と多磨墓地内の園路のあいだでは、正門と北門にお

いて＜参道―門―内部軸線＞のつながりに軸性がみられる。欧

米の修景墓地では主要アクセス路から直角に曲がり門から墓地

内へ入る構成が一般的であるのに対し、多磨墓地への主要アク

セス路である参道を進むと門に正対するのは欧米の修景墓地に

はみられない空間的特徴である。

　南参道は多磨墓地の開設に合わせてつくられたとの言説があ

り 31)、北参道は地形図 1929年 8月 30日発行の 1/25,000地形図「吉

祥寺」と 1947年 7月 30日発行の 1/25,000地形図「吉祥寺」を

照らし合わせた結果、1927年以降 1945年以前につくられてい

る。古い年代の地形図を対照させたところ、以下の知見を得た。

・現在敷地中央南にある寺院は、1929 年 8 月 30 日発行　

1/25,000地形図「吉祥寺」より以前の地形図には存在していな

い

・敷地南辺中央に通じる道があった（が参道には転用されなかっ

た）

・南参道は当時既設であった道路を用いている

・北参道は新設である

　南門と北門では＜参道―門―内部軸線＞のつながりに軸性が

みられたのに対し、通過交通を許す南北道路と東西道路は突き

当たりの丁字路となっている。通過交通を許す道路に対しても

門は備えられているものの、正門、北門ほどの結界性はみられ

ない。

　現況の園路の仕上げは、軸線園路が砂利と石畳、整形園路、

周回園路、放射園路がアスファルト舗装、区画内通路が砂利な

いし土となっている。

　開設当初の写真と現況の様子から、軸線園路については砂利

仕上げであったと推察される（図 4-12）。

図 4-12　開設当時の名誉霊域付近。現況でみられる石畳が存在し
ておらず、砂利のみでの仕上げであったと推測できる。

『建墓の研究』井下清、図版頁 27

図 4-11　上記と同区域の現況地形図
『国土地理院電子地形図 25000』

図 4-10　1919年 12月 28日発行　1/25,000地形図「田無」
『今昔マップ on the web』

＜今昔マップ on the web＞

http://ktgis.net/kjmapw/kjmapw.html?lat=35.681287

&lng=139.76323100000002&zoom=14&dataset=tok

yo50&age=0&map2type=roadmap&dual=true
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4-3-4　植栽計画

　多磨墓地全園にわたって、造成以前から自生していたとされ

るアカマツが残されている。このように造成以前の植生を活か

したことには、長岡の「自然木」を活かす思想が影響している

可能性も考えられるが、造園技法上は極めて一般的なアプロー

チであるといえる。

　敷地は全園が土塁で囲まれており、2区付近では植栽の施さ

れた土塁上に歩道が敷かれ、3,4区と北面、東面では土塁上に

植栽のみ施されている。3,4区以西は石垣となっており、植栽

は他の面に比べて量が少ない。2,3区それぞれとバス通りとの

境界は土盛りに植栽が施されており、墓域は道路に背を向けて

いる（図 4-13）。一方、それ以北の区画ではバス通りに向いて

墓域があり、道路との境界は並木となっている（図 4-14）。

　1940年以降に用地買収、造成された 22区以降の区画では、

他の部分の園路に比べて並木が若く、墓域に残っている樹木も

少ない。

　これら現状見て取れる植栽意匠の各区画間での差異は、各区

画の開設時期と照らし合わせると、増加する需要のための墓域

比率引き上げと、戦時体制の進行による造園費用、造園行程の

削減によるものであると推察される。

　現在の芝生墓地が開設されたのは 1962年であるが、それ以

前に芝生と思われる仕上げの無縁墓地が現在の 17区に存在し

ていたことがわかった（図 4-15）。この無縁墓地は青山墓地か

ら改葬されたものであり、現在は合祀墓所に再度改葬されてい

る。この無縁墓所の様子は、1941年の航空写真でも確認するこ

とができる（図 4-16）。

図 4-13　南北道路と 2,3区の境界（上）と 4-14　それ以北（下）

図 4-15　無縁墓地
『建墓の研究』井下清、図版頁 97

図 4-16　1941年 6月 25日陸軍撮影の航空写真。右上に現在の 17
区にあたる無縁墓所がみえる。
『国土地理院　地図・空中写真閲覧サービス』
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第 5章　まとめと考察

5-1　各章のまとめ

第 2章

　　18世紀中頃以降、社会構造の変化に伴って生じた人口急増

により市街地教会墓地の諸問題により、教会墓地に対する大衆

の支持は弱まることとなった。教会墓地がさまざまな問題を引

き起こしたことによって、墓地はもはや宗教的超越性によって

捉えられる存在としてではなく、法規、造営技術、空間像など

の即物的な設計要求に晒される存在となった。18世紀末には大

衆の間にロマン的な趣味が広まり、ロマン的自然景観のある環

境が死者を悼む場として理想像とされるに至った。欧米におい

ては修景墓地の開設よりも理想の墓地像（＝造園的に修景され

た墓地）が先行しており、修景墓地は時代の要請に応えるかた

ちで成立した。庭園造園手法は郊外化によって大規模に、かつ

宗教性なしに墓地空間を設計する際の空間の統御法として用い

られたとも解釈できる。

　墓地に対する造園的修景の技法としては各国間に差異があ

り、それぞれ設計の根底にあった植栽や自然に対する位置づけ

が表れているものと推測できる。

　アメリカでは散策して楽しめる田園を模した空間として成立

したため風景形の園地となり、不整形で自然的な造園修景と

なっている。風景形の造園に至った理由のひとつとして、求心

性がないことが平等を旨とするアメリカ市民の信条に合致して

いたことが指摘されている。田園風景が好まれた背景としては、

都市と対比的な空間が余暇のイメージをもたらしたためであろ

う。植物が自生する植物園かのような様相となっており、生者

の行楽地として自然環境らしさに重きが置かれている点は、他

国で広まった修景墓地と大きく異なる。のちに樹木を減らし芝

生を多用した開放的なものが主流となるが、風景形の園地構成

は継承されている。

　ドイツではオールスドルフ墓地をはじめとする最初期の修景

墓地から 20世紀中頃までほぼ一環して軸線をもつヴィスタ形
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か焦点形で計画されている。ドイツ人は森や緑を愛していると

言われ、修景墓地は緑が豊富であるが、墓地に対しては自生状

態の植栽ではなく統御された植栽が求められているといえる。

1900年代初頭から 1920年頃にかけて樹木が自生している森林

に風景形の園路を配した通称「森林墓地」が登場することとなっ

たが、埋葬効率の悪さと整備の難しさからヴィスタ形・焦点形

の構成に回帰している。このことから、墓地の理想的な環境と

して植栽は求めながらも、あくまで実利的な墓地空間であるこ

と、死者に向けた象徴性がある墓地空間であることが求められ

ていると解釈できる。

　フランスでは墓碑をロマン的に装飾する効果を狙っており、

園路分類では焦点形となる。設計上、植栽はあくまで人の手に

よって統御された自然として扱われていたと考えられ、それら

を統べるものとして人為的な軸線が設けられたと推測される。

イギリス風景庭園様式に影響を受けているとはされているが、

ペール・ラシェーズ墓地は元を正せばフランス様式の個人庭で

あったことから、フランス様式に特徴的にみられるヴィスタが

継承されたことは当然と言えるかもしれない。

　イギリスでは修景墓地の最初期のものこそ風景形で自国の庭

園様式を逆輸入したかたちであったが、死者のための厳かな墓

地空間が求められた結果、ヴィスタ形・焦点形の園路構成となっ

た。他国と大きく異なる点は植栽の扱いである。修景要素とし

ての位置づけは他国と変わりないものの、自然的なことが秩序

の欠如として捉えられた結果、自然的な風景の中に追悼や祈念

の場を設けることの是非が問われたのである。

第 3章

　日本では明治時代以前、特に江戸時代までは寺院によって

人々の死が管理されていた。これは寺院が宗教的な救済として

人々の死後の世話をしていたということだけでなく、寺院が戸

籍に類似した行政システムの担い手であったことにも大きな理

由があると考えられる。死者の世話に関して、宗教が特権的な

位置づけにあったという点では、近代以前の欧米と類似してい

ると言えよう。

　明治時代に以降、墓地の供給・管理は政権を握った明治政府
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の役務となった。明治政府は墓地供給をおこなうが、当初は祭

政一致のうえでの墓地供給であった。すぐ後には明治政府は衛

生、土地利用、景観、税金といった宗教の枠組みで解決できな

い諸問題に直面することとなり、これらの問題の即物的な解決

が求められた結果、行政の供給する墓地は宗教の枠組みから離

れることとなった。明治政府の墓地供給は神道という宗教と深

く関連づけられた墓地供給であった点で、欧米での近代行政に

よる墓地供給とは大きく異なっている。

第 4章

　設計要件、設計者の思想、実際の設計を整理・対照することで、

設計過程や実設計において以下の事項を見出した。

[1]井下の思考

　井下は墓地を宗教的枠組みとは切り離し、即物的環境として

捉えていた。墓地に対する理想像として、住居観を例に挙げな

がら即物的な環境を提示していることから、欧米で修景墓地成

立に至った際の修景墓地設計者や大衆と類似した思考がみられ

る。したがって、第 3章の内容を踏まえると修景墓地の成立に

至る契機となった要因は欧米諸国と同様であったと言えよう。

[2]社会的要請ではなかった修景墓地

　東京市の新設墓地は当初から修景墓地として計画されていた

が、欧米とは異なり社会的要請により修景墓地として営造され

た訳ではなかった。修景墓地として計画された経緯としては、

墓地新設案自体が井下による立案で、かつ井下と同様の問題意

識を抱えていた人物の後押しがあったことが推測される。井下

の研究による新設墓地の計画案は 1918年に完成しており、『多

磨霊園』（村越知世）pp13-14には 1920年の話として、

「井下氏による多磨墓地計画案は、市の首脳によって認められ」
「池田助役は、一日、井下氏より東京市の墓地事業の実情と、
墓地新設計画の説明を受け、実施の断を下した」

とあることから、首脳のなかに理解者が居たことは間違いない

事実である。一方で、1933年の「東京市墓地並施設設計計画案」

の立案者が不明であること、1934年の後藤新平による東京大改
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造計画がどのように墓地計画に影響を与えたかが不明であるこ

とから、厳密には推測の域を出ない。

[3]交通機関の発達に伴う「郊外」の拡大

　欧米の修景墓地との大きな相違点として、欧米より都市中

心部から離れた（欧米の修景墓地は市街地中心部からおよそ

2~4kmの徒歩圏にあった。）距離に営造されたことが挙げられ

る。これは 20世紀に入って以降の交通機関の発達によって、

都市の郊外の範囲が大きく広がったことと符合する。ただし開

設当時は新設墓地は周辺の市街化を避けるため「電車で 30分

程度の距離」に離されていた郊外の外れであり、首都圏郊外の

幕開けには 30年ほど先んじていた。

[4]記念碑の不在

　軸線園路は「東京市墓地並施設設計計画案」の段階から配さ

れることが決定しており、かつ名誉霊域は軸線園路の「両側」

とされていた。実設計では片側だけであるものの、当初計画を

踏襲したといえ、計画段階から実施設計まで一貫して、著名人

の墓碑を記念碑的に用いることは意図されていなかったといえ

る。正門からの軸線園路上には噴水塔が建っており、アイストッ

プとなっているものの記念碑のように意味合いをもったもので

はなく、設計意図は不明である。

[5]園地隅の正門と参道の選択

　正門の位置は園地の隅にあり、園地の一辺の中央か園地角に

門を設けることが一般的な欧米の修景墓地とは異なる。現在の

南参道は開設当時既設であった道路を転用していることから、

正門の位置は参道に位置によって決定したのではないかと推測

できる。現在の南参道を選択した理由としては、参道に直線性

が求められたからではないかと考えられる。1919年発行の地形

図と 1929年・1932年発行の地形図を比較すると南参道と旧甲

州街道の交差点（字「上染屋」）付近で南参道の線形が直線化

されていることがわかる。また、1919年発行の地形図では現・

南参道よりも字「人見」付近をかすめて園地南に至る道路の

方が道路等級が高いこともわかる。したがって、現・南参道が

選択された経緯には強い意図が読み取れ、転用されなかった道

路との差異から直線性にその理由があるのではないかと推測す

る。
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[6]園地の中心性の不在

　園路は軸線をもつヴィスタ形である。1928年「墓地費多磨墓

地整備費冊ノ一」に掲載の案では、正門からの軸線と北門から

の軸線（正確には北門からの軸線園路を延長した対角園路）の

交点をつくる案も検討されていたことがことが分かるが、1937

年の案では軸同士の交点をもたないプランへと変更されてい

る。また、1928年案では対角園路が数本引かれ軸線園路延長部

の軸性が薄れていることからも、軸性を用いて園地内に中心性

をもたせる意図はなかったと考えられる。
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5-2　考察

　前節を受けて、園路計画についての特徴である [6]に着目し

て同時期の日本の都市計画でみられる特徴と比較し、多磨墓地

の設計上の特徴を考察する。

　まず、多磨墓地の開設と前後した時期の都市計画から、以下

の傾向を見出した。

《収斂点・拡散元としての中心性》

　放射路の収斂点はモニュメントではなく実際的な動線の収斂

点・拡散元である。日本では都市計画の発展と交通機関の発展

は時間的に間を置かず発生しており、都市計画上「流れ」を考

慮したデザインになっていると推察される。

　国立は 1926年に箱根土地株式会社によって開発された。街

路は放射線状に伸びているが、その収斂する先は国立駅である

（図 5-1）。同様の事例として田園都市株式会社によって 1923年

に開発された田園調布がある（図 5-2）。これらの計画において、

駅はモニュメントというよりは単なる動線の収斂点・拡散元で

あると言えよう。満州では満鉄が都市開発をおこなったため、

駅が放射状路の収斂点となっているのは物資の集散地としての

役割ゆえであるとの指摘がなされている 1)（図 5-3）。

図 5-1　1930年 7月 30日発行　1/25,000地形図「府中」
『今昔マップ on the web』

図 5-2　1931年 6月 30日発行　1/25,000地形図「東京西南部」
『今昔マップ on the web』

図 5-3　満州、佳木斯都市計画
『植民地満州の都市計画』越沢明、pp115

＜今昔マップ on the web＞

http://ktgis.net/kjmapw/kjmapw.html?lat=35.681287

&lng=139.76323100000002&zoom=14&dataset=tok

yo50&age=0&map2type=roadmap&dual=true

＜今昔マップ on the web＞

http://ktgis.net/kjmapw/kjmapw.html?lat=35.681287

&lng=139.76323100000002&zoom=14&dataset=tok

yo50&age=0&map2type=roadmap&dual=true
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《軸線の指向性》

　中心的な機能や象徴性をもつ建築物や場は軸線の端点に存在

し、軸線は端に向けて指向性をもつ。日本においては軸線が参

道的様相をもつことが指摘されており、焦点を一つの軸線で結

びつけるバロック的な軸線と比較して指向性が高いことが指摘

されている 2)。

　1891年の札幌市中心部（図 5-4）をみると、駅と庁舎が軸線

の端点となっていることがわかる。また、中国大陸で 1940年

頃の北京西郊新市街の中心地区（図 5-5）では 100mの幅をもつ

興亜大路が新市街の南北軸として機能している。この軸線の端

にあるのは中央駅（南端）と軍司令部（北端）であり、軍司令

部のさらに先には万寿山が控えている。

　ワシントン D.C.（図 5-6）やパリ（図 5-7）のバロック的な軸

線と比較すると、軸線中央の焦点性が高くないと捉えることが

できよう。

図 5-4　1890年頃の札幌中心部
『Wikipedia』

図 5-5　1940年頃の北京西郊新市街
『日本占領下の北京都市計画 (1937~1945年 )』越沢明，pp272

図 5-7　パリ市
『Google Map』

図 5-6　ワシントン D.C.
『Google Map』

＜Wikipedia＞

http://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/8/8

c/%E6%98%8E%E6%B2%BB24%E5%B9%B4%E

6%9C%AD%E5%B9%8C%E4%B8%AD%E5%BF

%83%E9%83%A8.jpg

＜ Google Map＞

https://www.google.co.jp/maps/

@48.8664607,2.3189786,5979m/data=!3m1!1e3

＜ Google Map＞

https://www.google.co.jp/maps/

@38.8961221,-77.0259711,5529m/data=!3m1!1e3
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《軸線同士の無関係性》

　軸線は相互に無関係に存在する。日本都市の街路パターンは、

局所的な広がりをもった空間が陣取り的に発生して形成されて

いると指摘されている 3)。

　札幌の中心部では、駅、庁舎、大通りがそれぞれ軸線として

存在しているが、お互いの交点にはバロック的な焦点をもって

いないようにみえる。1940年頃の北京西郊新市街地図（図 5-6）

では、興亜大路と交差する長安大街が東西に貫いている。長安

大街は天安門前に至る新旧市街を結ぶ軸線であるが、興亜大路

との交差点には強い求心性はみられない。交差点の角の建築物

の用途をみると、一般企業と百貨店となっており、区役所や警

察が建つ北端の軍司令部周辺、郵便局と電信局が建つ南端の中

央駅付近に比べて、権威的な建築物や都市機能に関わる建築物

は配されていない。「新京」の建設計画図では 2箇所の宮廷府

と新京駅がそれぞれ軸線をもつが、それらの軸線は平行で独立

に存在している（図 5-7）。

　同時期の大連は、ロシア統治時代の都市計画を下敷きにした

バロック的な都市計画であり（図 5-8）、焦点となっている交差

点の周囲を囲むように市役所、警察署、領事館、銀行が立地し

ている。これと比較すると日本の都市計画では軸線は限られた

範囲に影響を及ぼすものであり、全体を統御するシステムとは

捉えられていないようである。

図 5-6　1940年頃の北京西郊新市街地図
『日本占領下の北京都市計画 (1937~1945年 )』越沢明，pp271

図 5-7　満州国都「新京」
『植民地満州の都市計画』越沢明、pp76

図 5-8　満州、大連都市計画
『植民地満州の都市計画』越沢明、pp51-52
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　これら日本の都市計画手法から見出した特徴と比較しなが

ら、多磨墓地の園路設計の特徴について考察する。

　多磨墓地園内において、門の求心性は参拝者の動線を考慮し

た《収斂点・拡散元としての中心》によるものではないかと考

えられる。門は鉄道や自動車を利用して参拝に来た人々の、園

地において《収斂点・拡散元としての中心性》をもつ。したがっ

て門を端とする軸線は門の方向に《軸線の指向性》をもってい

る。また、これらの軸線は全体を統御するシステムではなく《軸

線同士は無関係》に存在する。各軸線は名誉霊域など園路近傍

の限定された空間に影響を与えるにとどまり、墓域のある各区

画はグリッドパターンの統一された秩序に従う。軸線同士の仮

想交点は無関係に存在する軸線の「他端」の交点であるがゆえ

に焦点性を見出されず、軸線の限定的な影響範囲ゆえに全園は

均質性を帯びていると考えられる。

　また、園内の各区画の墓域割には序列が見られないことから、

井下の平等性を求める思想が反映されていると考えられる。

　これらのことから全園で序列のない公平性ある空間となって

いる点が、西洋の修景墓地には見られない多磨墓地の空間的特

徴であると言える。
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5-3　今後の展望

　本章では、多磨墓地の設計上の特徴を受け、小問題を設定し

仮説を立てながらも検証までは至らなかった事柄を、今後の研

究課題として列挙する。

〔1〕

　[4]記念碑の不在と [6]園路の中心性の不在から、全園で均質

な空間となったと考えられるが、均質性は意図的に生み出され

たものなのか。また、意図的であるとすれば、どのような思想

や観念が背景にあるのか。

〔仮説〕

　均質性は意図的に生み出されたものではないか。井下が「身

分を感じさせない区画割」について言及していたことから、平

等性に配慮していたと考えられる。また、井下が述べていた「先

祖祭祀」の場としての墓地であれば、モニュメンタルなのは個々

の墓域である。墓地は私的な祭祀の場として、社会構造からの

超越性をもった場所として志向されていたのではないか。

〔2〕

　[5]園地隅の正門と参道の選択について、＜参道―門―内部

軸線＞という空間構成は社寺に倣ったものではないか。

〔仮説〕

　開園当時には軸線園路が砂利で仕上げられていたことから、

社寺の境内との類似性は指摘することができそうである。参道

を進むと門に正対する構成は欧米宗教墓地ではあまりみられな

い構成で、寺社の空間構成にヒントを得たと考えることが自然

かと考えられる。

〔3〕

　噴水塔はモニュメントと捉えるべきか。

〔仮説〕

　正門を入った後の園地内でのアイストップと捉えるのが自然

ではないか。門を中心に園路が放射し参拝者の動線が拡散する

一方、社寺に倣った＜参道―門―内部軸線＞という空間構成を

実現するために、到達点でありかつ権威的・象徴的でないもの

として置かれたのではないか。
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