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　文政元（1818）年、本堂の移設が行われた頃に
庭園の原形がつくられたと伝えられ、通称・猫と
呼ばれた三条市出身の庭師の作庭と言う。猫は下
越地方で作庭が伝えられる美石（びせき）と同一
人物ともみられ、作庭の形式も酷似している。
　庭園は、本堂と庫裡書院との間にある100平方
メートルほどの敷地に大樹クロマツ（このクロマ
ツは枯れ、現在は同位置に同幼樹が植えられてい
る）を主景とし、ヒイラギやツバキを配した枯山

水の庭園である。
　枯山水庭園では東と西にそれぞれ島を設け、そ
の間を石橋でつないでいる。東の島には立石が
あって枯滝が組まれている。全体的な地割りも石
組みもすぐれ幕末の庭として秀逸である。庫裡北
側の庭園は、石組み護岸の小池と山裾の滝石組み
が特徴的で、山腹に景石を据えて背景を一体化し
ている。
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⒈ ご挨拶
　豊かな自然に恵まれた四季の変化が素晴らしい
新潟。中でも長い冬から目覚め、一斉に咲きほこ
ろぶ桜の花から木々の芽吹き、そして新緑へ。春、
この季節は、新潟県民にとって胸躍る一番の季節
であります。皆様におかれましては、益々ご清栄
のこととお喜び申し上げます。
　さて、この度、ご賛同をいただきました皆様と
共に「にいがた庭園文化交流協会」を設立いたし
ました。
　近年、海外における日本文化の関心が高まりつ
つあり、それを象徴するかのように日本庭園が世
界的に注目されてきております。新潟県にあって
も、海外日本庭園との交流や市民レベルの国際的
な友好関係も活発化しつつあり、毎年多くの外国
人が新潟を訪れるようになってきております。
　また、日本庭園が持つ癒しの効果や、日本庭園
の根底に流れる自然との共生の理念が注目され、
これからの時代を生きる上で「庭ある生活・文化
の創造」が大切になってきております。
　こうした動向を踏まえて、人と庭園を普段の生
活の中でより密接に結び付け、庭園を介した様々
な取組みを活発化することで、庭園文化を介した
国内外における観光振興、文化交流、国際親善へ
と繋げ、さらに魅力あるまちづくりへと繋がるも
のと考えております。
　以前から、新潟県内には「豪農」と呼ばれる地
主の暮らしと深い関わりを持ってきたことで知ら
れ大規模庭園や個性豊かな中・小規模の庭園も数
多くつくられてきました。これらの庭園は新潟県
民の貴重な宝物であり、伝統文化を学ぶ貴重な地
域資源でもあります。私達は広く県内の素晴らし
い庭園を多くの県民に知っていただくと共に、庭
園の魅力を体験していただくワークショップやセ
ミナー、研修会などを随時開催してまいります。

　また庭園を中心とした文化・国際交流、さらに
はまちづくりの在り方なども提案し、これらに関
連した取り組みも行っていきたいと考えておりま
す。どうか皆様のご支援とご協力並びにご指導ご
鞭撻を賜わりますようお願い申し上げます。

にいがた庭園文化交流協会会長　松山　雄二 

⒉ にいがた庭園文化交流協会設立
−2016年3月26日−

　かねてから有志により検討を重ねてまいりまし
た新潟地方における庭園文化の発展と海外との交
流の促進のあり方につきまして、これらを主眼と
し県内をベースに広域的な展開を目指す組織「に
いがた庭園文化交流協会」の設立を皆さまにおは
かりできるところまでようやく漕ぎ着きました。
そこで以下の日程で設立総会を開催いたしました。
■設立総会

〈次　第〉
日　時：2016年3月26日㈯
会　場：新潟東急REIホテル（旧東急イン）　　
　　　　新潟市中央区弁天1丁目2-4　
総　会：総　会 13時30分〜15時30分　　
　　　：懇親会 15時45分〜17時45分

〈内　容〉
⒈ 趣旨説明
⒉ 審議（事項）

⑴ 議長の選任
⑵ 新潟庭園文化交流協会の設立について
⑶ 新潟庭園文化交流協会の会則について
⑷ 設立当初の役員について
⑸ 設立当初の資産について
⑹ 事業計画及び収支予算について
⑺ 設立当初の入会金及び会費について
⑻ その他

『にいがた庭園文化交流協会』が誕生しました。
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　40余名の関心ある方々に参加をいただき、議事
を進行いたしました。初めに発起人代表の松山雄
二氏の司会により、同会の設立趣旨、会則の提案
がなされ了承されました。続いて行われた役員の
選出では、合計11名が決定され、運営を任される
ことになりました。役員は次の通りです。

顧　問 小 林 一 三 中野邸美術館代表理事

理事・会長 松 山 雄 二 都市計画家

理事・副会長 土 沼 隆 雄 ㈱要松園コーポレーション

理事・副会長 渡 辺　　 斉 新潟県建築士会常務理事

理　事 真 島 明 子 マシマ・インターナショナル㈱

理　事 土 沼 直 亮 ㈱要松園コーポレーション

理　事 栗 橋 俊 道 長安寺

理　事 花 井 健 一 新潟県

理　事 今 野 道 正 造園家

理　事 池 田 博 文 翔アトリエ

理　事 堀 川 秀 道 浄専寺

理　事 高 橋 伸 弘 高橋伸弘造園事務所

監　事 椎 谷 栄 子 新潟県

監　事 加 藤　　 徹 造園家

■今後の活動予定
⒈ 庭園に関する会報・冊子の発行

　庭園に関する情報を整理した会報・冊子の発
行をいたします。

⒉ 催しについて
①庭で楽しむガーデンパーティーを行います。
②庭園巡り

　10月頃を予定しております。貸し切りバス
にて、代表的な庭園のほか、あまり知られて
いない県内の庭園などもご紹介いたします。
日時、場所、会費などが決まり次第ご案内い
たします。

　③各種セミナーの開催
　12月頃を予定しております。「国内外の庭

園をめぐる動きについて」や「アメリカで行
われた庭園学会の報告」、「デンマーク・フレ
ソ市で開かれた日本フェスティバルの報告」
などを予定しております。日時、場所、会費
などが決まり次第ご案内いたします。その
他、庭園セミナーの開催。

　④海外庭園視察の旅
　　 カルフォルニアの庭園の旅（2017年6月頃予

定）、バンクーバ・ポートランドの旅（2018
年予定）

⒊ 調査研究について
「海外からの観光者の庭園に関する動向や県
内の文化財庭園の維持・育成管理の実態把握
や利活用の動向などについて」などを考えて
います。

⒋ その他
•ホームページを作成いたしました。

http：//gcea-niigata.org　
（ご覧いただければ幸いです）

　•Ｅメールアドレスを取得しました。
info@gcea-niigata.org

設立総会に先立ちましてミニ講演が行われました
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　このたび特集号ということもあり、京都在住の今江さんにお願いして寄稿をしていただきました。
　今江さんは、今まで日本庭園を深く見つめてこられ、そこから導き出される「本質」について知見
を数多く積み上げて、学会発表などもされてこられた学者肌の実務家です。今回、執筆していただい
た文面の中にも、庭園のとらえ方などについて重要なメッセージが込められております。

庭 仕 事 と 技 術
今江　秀史　京都市文化市民局文化財保護課、大阪大学大学院人間科学研究科

　庭の＜技術＞があるという見方や考え方は、幻
想である。東京や京都から来た庭師が、初めて訪
れた新潟の地で庭造りや庭の手入れをすることが
できるかといえば、当然それなりにはできるであ
ろう。
　しかしながら、たとえば新潟の気候や植生、土
壌、石質、人々の気性を知らずして十分な仕事を
することは不可能である。庭仕事は、自動車の運
転技術のように初見の自動車に対して見知らぬ土
地でいきなり実行できる＜技術＞などとは異な
り、地域の風土と慣れ親しむ時間と地域住民の手
助けが不可欠である。  
　もちろん庭仕事にも道具を取り扱う技能や工作
物に対する作法といったものがあり、それらの事
柄については、本邦の広い地域で共通するところ
がある。そのような技能や作法にある種の一般性
が備わっているからこそ、全世界で自由自在に思
い通りの庭を作ることができ、さらには庭の＜真
理＞を説くことができるといった、そのような発
想も生まれてくる。だが残念ながら庭を取り巻く
森羅万象は、そのように単純な考え方で対処でき
るものではない。
　実際のところ、庭の＜技術＞や＜真理＞などと
いう概念は、発言者の自己都合と情況に応じてい
かようにも言い換えられている。＜技術＞とは、

「科学を実地に応用して自然の事物を改変・加工
し、人間生活に役立てるわざ」（『広辞苑』）である

が、本邦の庭仕事は、科学の成立以前から続けら
れており、近代科学のように人間と自然を区別す
る先入観も自然を支配しようとする奢りもない。
　そもそも庭仕事は、われわれの何気ない日常生
活における一連の行為である。したがって、たと
えば海外で築造される日本庭園と呼ばれる庭も、
本邦の庭の＜技術＞や＜真理＞が反映されている
などという訳にはいかない。それは、庭仕事を通
して、各国の風土や住人の気性と、本邦の生活の
歴史や慣習が寄り添うことにより、所有者にとっ
て充実感のある生活の場が開かれ、その持続に務
められているのである。そして、そのように庭を
築造し持続させるために必要なのは、まずもって
対話であり、良好な対人関係を築くことである。
それは、地域の別を問わず普遍的な事柄である。
　してみれば、地域の中と地域を越えた庭仕事に
共通することは、庭仕事に関わる所有者、庭師、
その他様々な人々が尊重し合えば、円滑に事が運
ぶということである。
　つまり、庭を通じて本邦の特定の地域と世界と
の文化交流をするということは、互いの＜技術＞
や＜真理＞をかざすことではなく、互いの地域の
歴史と慣習、庭師による地域の数だけの＜技量・
腕前＞を尊重し、対話を重ねることによって、お
互いに過ごしやすく充実した場を継承することと
考えられよう。
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磐座（いわくら）／神が降り立つところ

　　 総会当日に行われた講演の要旨 　  　
　設立総会におきまして、総会開催に先立って3
人（各20分程度）の講演がありました。その概要
を掲載いたします。

講　演 　― その１―
海外での日本文化・庭園に対する関心の高まり　

松山　雄二

　昨年、イタリアのミラノで開催（会期 ： 2015
年5月1日〜10月31日）された「ミラノ国際博覧会」
において、日本が出展した日本館が大絶賛で228
万人が来館。並ぶことが嫌いなイタリア人が10時
間待ちの日もあったとのことです。
　また、今年はデンマークのコペンハーゲン近郊
の小さな都市フレソ市（人口約4万人）で日本フェ
スティバル（会期 ： 5月21日〜8月13日）が開催され
るなど、近年、世界各国で日本文化に関わるイベ
ントが頻繁に開催され、大変な人気を博しています。
　一方、日本を訪れる観光客も急速に増えており、
昨年度は遂に2,000万人を超えています。
　その背景に何があるのでしょうか。色々な要因
が考えられますが、そこには日本文化を代表する
日本庭園の存在が大きいと考えます。

日本庭園の根底にある自然崇拝=自然共生の思想

　古来から日本には自然豊かで素晴らしい景勝地
が多くあり、身近な生活の場も緑豊かな環境にあ
りました。しかし、地震や火山や台風等の自然災
害に頻繁に見舞われたことなどから、日本人独特
の精神性として自然を敬い、大きな木や石や山にも
神がやどるとの思想（=自然崇拝）が生まれ、これ
が日本文化の源流にあります。このような思想が形
として表現されたのが日本庭園と言えるでしょう。
　我が国に庭園文化が定着するのは平安時代と言
われていますが、それ以前から日本独自の庭の原
点とも言える石を崇拝する文化を盤座などに見る
ことができます。

　また、明日香村の石舞台などの古墳で石室を組
み上げる石組技法がその後の庭園の滝組み技術に
つながっていると言われています。
　それ以降、色々な様式の庭園が生まれてきます
が、基本的な思想は自然崇拝、現代的に理解すれ
ば自然との共存・共生の思想と言うことになりま
す。このことが西洋の自然を征服する思想と決定
的に違うところだろうと思います。ここに世界が
日本に注目する背景があり、現代社会が、そして
世界が日本庭園を求める今日的意義があるのだと
思います。

石舞台（奈良・明日香村）

浄瑠璃寺／浄土庭園
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現代社会と庭園思想

　高度に発達した社会やグローバル化する社会は、
一見、便利でモノが豊富で豊かに見えます。しかし、
一方では地球規模での環境破壊による異常気象や
ストレスの多い社会を生み出しています。既に世
界の多くの人々がこのことに気付き、真の豊かさ
とは何か、健康で快適で魅力的なまちづくりとは
何か、真剣に考えるようになってきています。
　自然との共生の思想に立つ日本庭園は、人々の
心を癒すと共に、人に優しい・環境に優しいまち
づくりの基本理念として、また日本庭園の根底に
流れる自然との共生の思想が地球規模で進む環境
問題に対抗する大きな思想として、世界的に注目
されてきていると思われます。

町づくりの先進都市=オレゴン州ポートランド市
人・環境に優しい優しいまち…
そこに日本庭園がある意義

　アメリカで一番住んで見たい都市にランクされ
るオレゴン州ポートランド市。70年代から車優先
の土地利用から徒歩や自転車で移動できるコンパ
クトな市街地形成に向け、公共交通システムを効
率化したり、自転車・歩行者用道路を整備する一
方で、市の中心部を流れるウィラメット川沿いに
あった高架道路を撤去して、リバーサイドパーク
として整備するなど、徹底した人に優しい・環境
に優しいまちづくりが進められてきました。
　こうした都市づくりの中で注目すべきは、ポー

トランド市には、1964年から1991年にかけて、8
人の日本人造園家が次々とバトンタッチしながら
造り上げた素晴らしい日本庭園があります。
　この日本庭園は北米で最も素晴らしいと高く評
価され、年間30万人を超える観光客が訪れていま
す。また、この日本庭園では、これからの時代、しっ
かりとした庭園文化を継承するためには日本庭園
の理論と技術を身につけた人材養成が不可欠と
の考えから「North American Japanese Garden 
Institute」を構想し、世界的な建築家=隈研吾氏
設計による施設（セミナーハウス、図書館、教育棟、
レストランなど）の拡充が行われています。この
ような取組みはポートランド市が目指すまちづく
りと思想的に無縁ではないでしょう。

BRT ／オレゴン州ポートランド市 ポートランド日本庭園

Portland Japanese Garden expansion Project
パンフレットから
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福祉とデザインの国・デンマーク／デンマーク
市民との出会いは庭園から始まった

　北欧デンマークは福祉の充実した国としてよく
知られていますが、アーネ・ヤコブセンやヴァー
ナー・パントンなど有名なデザイナ―を生み出し
たデザインの国であり、アンゼルセンの童話で有
名なおとぎの国でもあります。建築、インテリア、
日常品までそのデザインは目を見張るものがあり
ます。そのデンマークで今、日本文化・庭園に対
する関心が高まっています。
　デンマークの造園家=ボー・ラルセン、ジャネッ
ト・コレル夫妻と新潟市の庭園で出会ったことが
縁で交流が始まり、この間3度デンマークを訪れ、
デンマークの庭・まちづくり事情を知ることがで
き、交流が続いています。すでに現地では「デン
マーク日本園協
会」が設立され、
約300人 の 会 員
を擁し、定期的
に立派な機関誌

「NIWA」を発行
しています。
　多くの会員は自宅に日本庭園を自力で造ってい
ます。デンマークの方の話をお聞きして驚くこと
は、自分で計画し一部の工事を除き日曜庭師と
なって、飛び石はじめ全ての工事を自力で造って
しまうことです。そして室内と庭空間が見事に調
和しており、その使い方も見事です。さすがにデ
ザインの国です。
　一方、まちづくりについて見てみますと、人に
優しい・環境に優しいまちづくりを徹底してエコ
社会を進めています。通勤・通学での自転車利用、
鉄道、バスが一体となった公共交通網の整備とユ
ニバーサルデザインにより、人に優しい・環境に
優しいまちづくりが行われています。
　ここデンマークも、前述のポートランド市も日
本から遠く離れていますが、共に人に優しい・環

境に優しいヒューマンなまちづくりを進めてお
り、持続可能なまちづくりとして高く評価され、
注目されています。そして何よりも注目すべきこ
とは、そこには日本庭園にみる自然との共生の基
本理念が脈々と流れていることです。

歩くことで見えてくるわが街の魅力・宝物／
新潟県は日本庭園の宝庫　

　ポートランド市、デンマークのまちづくりとそ
れに関わる日本庭園の存在についてみてきました
が、本家の日本においては、日本庭園に対する関
心は決して高いとは言えません。
　しかし、近年の海外での日本庭園に対する関心
の高さや日本への観光客の増加等の影響もあり、
日本庭園に関心を寄せる人々が年々増えてきてい
るようにも思います。新潟にあっては、新潟市の
旧齋藤氏別邸の保存を求めた市民運動、その後の
一般公開を通しての庭園文化の普及活動、さらに

デンマークのG氏宅の庭

デンマークのFURESO駅：電車のホームとバスの乗り場が同じ

「NIWA」機関誌
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は県内の文化財庭園についての調査研究の成果を
まとめた「越後／新潟の庭園」（土沼隆雄著）の
出版などによって徐々に市民の日本庭園への関心
は高まってきています。
　資料によれば、新潟県内には145の文化財的な
庭園があるとのこと。日本庭園と言えば京都をイ
メージしますが、新潟は日本庭園の宝庫だという
ことを初めて知らされました。
　こうした貴重な庭園の再発見と合わせ、まちづく
りに必要な歴史文化的な施設や普段何も気にとめ
ない自然なども含め、わがまちの魅力の再発見が
必要です。そして、これらは歩くことで見えてきます。
　都市は生き物であり、今進められている都市づ
くりを持続可能な視点から常に点検し、問題があ
る場合は、計画の変更、場合によれば中止を求め
ることも考える必要があります。

庭園の新たな生命力を新潟のまちづくりに活かす／
「文化・国際交流」「人に優しい・環境に優しいまち
づくり」「庭ある生活・文化の創造」で自己実現を

　日本では庭と言えば、「京都」、「お寺の庭」、「豪
農や豪商の庭」、そして「古い庭が良し」、との見
方が強く、今までまちづくりの視点から庭園を地

域の宝として位置づけることは、殆どなかったと
思います。しかし、前述したように庭園は生きた
総合空間であり地域の宝です。「まちづくり」と
の関わりを抜きには考えられません。
　グローバル化した社会、地球規模での環境問題
や文化の荒廃が我々人類にとって大きな課題に
なっている現在、日本文化を代表する日本庭園の
思想と形が、そして自然との共存の基本理念を底
流にもつ日本庭園が、21世紀を生き続ける存在意
義＝生命力を強く感じます。
　新潟は庭園の宝庫です。新潟は山あり、平野あ
り、海ありと豊かな自然に恵まれています。また
米どころでお酒もあります。海の幸、山の幸にも
恵まれています。新幹線、高速道路も整備されて、
非常に便利です。日本海に面した新潟県は多く
の港を有し世界に開かれた都市を目指していま
す。こうした有利な条件を活かしたまちづくり
に、更に「文化・国際交流」、「人に優しい・環
境に優しいまちづくり」、「庭ある生活・文化の
創造で自己実現」などの庭園文化を位置づける
必要があります。

※このレポートはにいがた庭園文化交流協会の設立
総会で話題提供した話に加筆したものです

③公共庭園

現代社会における公開庭園の位置づけ

今まで
私的な生活空間
身近な生活の舞台

（社交・慰安・観賞）
生きた総合空間
地域の宝

これから

プライベート（個・共）性 伝 統 性

パブリック（公）性現 代 性

④文化財庭園

②共有庭園

⑤市民参加型
庭園

①個人庭園

庭園の位置づけ
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講　演 　― その２―

日本庭園存在の意義　土沼　隆雄

　1200余年を誇る日本庭園の長い歴史の中で、人
はそれを造る技と自然とつながる日本人の心を連
綿として継承してきました。そこには何か大切な
ものがあると世界は気付きつつあります。

⒈ 越後/新潟の庭園
　新潟地方に数多くの優れた庭園があること、
海外からの日本庭園見学は、もはや東京や京都
が入り口ではなくなりつつあります。

⒉ 新潟の庭園の特徴　　
　庭園を特徴づけるものは①土地と自然風土、
②人間の意志や思想、③庭園を実現するため
の経済的、社会的基盤などがあり、これらの
相互関係が庭園様式を規定しています。

⒊ 日本庭園存在の意義と目的
（いのち） 
　庭園は人間にとって一番近い自然環境であ
り、小さな命の宝庫であり、その営み（命）を
見つめる大切な場です。 

（こころ） 
　今、世界では心を閉ざし、感動のカケラすら
味わうことなく闇の世界をさまよっている人た
ちが大勢います。こうした人たちと向き合った、
本当に「心が解き放たれた自然の世界」にこそ、
これからの庭園の存在価値があります。 

（ひと・社会・人生） 
　人が究極的に求める幸せのあり方を、幸福学
では、幸せは社会のなかで広がっていく力があ
り、それは人を介したネットワークによって伝
播していき、人とのつながりが生涯の幸福度を
決める 。（ロバート・ビスワス・ディーナ）

　生活の仕方や人生にとって大切な庭園を社会
の中でしっかりと定着させなくてはなりません。　

講　演 　― その３―
公開日本庭園の利活用 ～新潟からの発信～　

土沼　直亮

　今、日本庭園が海外で議論されています。しか
も議論の中心は、単なる日本庭園の「かたち」で
はなく、日本庭園が世界の人々の「こころ」と「か
らだ」にどのような影響を与えるのか、つまり双方
向でどのような変化をもたらすのかについてです。
　隔年で開催される北米日本庭園協会の国際会議
が2月上旬にフロリダ州ウエストパームビーチで
行われました。会場となったモリカミ日本庭園に
は北米全土をはじめ、日本やカナダ、英国や豪州
などから各国の日本庭園管理者や日本庭園に関心
を持つ一般市民が集まり、2日間に渡って日本庭
園に関する多くの発表がありました。僭越ながら
私もこの会議で国際日本庭園研究センターの一員
として発表する機会を頂きました。日本における

旧石崎邸／石泉荘庭園
※ただいま閉館中です。 お問い合わせは TEL 0254（21）1128まで
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公開日本庭園の利活用の現状報告が主たるチーム
テーマで、東京都82の公開日本庭園、日本全国
140以上にのぼる公開日本庭園の調査事例に続き、
新潟市にある旧齋藤家別邸の利活用事例について
実務的な立場から報告を行いました。この流れで
旧齋藤家別邸の報告を行ったのは、比較的公開年
が新しいこと（2012年より一般公開）に加え、国
指定名勝の文化財庭園でありながら、かなりに積
極的に庭園を利活用している全国でも珍しい事例
であるのように思います。
　日本庭園は、歴史ある文化財庭園ほど映画や絵
画、あるいは音楽のように、芸術作品として、そ
れ自身が鑑賞対象として扱われることがこと多い
ように思いますが、一方で、様々な活動や交流の

「舞台」として、人が人や自然、文化や学びと出
会い、体験をし、癒しや生きがいとなる「場」と
して積極的に利用していく側面も重要であると考
えます。
　2009年カナダ・バンクーバーにある新渡戸稲造
記念庭園を訪れた際、池汀に置かれた石碑に氏の
有名な言葉「願わくは われ太平洋の橋とならん」
と彫られた石碑をみました。協会設立に際し、願
わくは新潟の庭園が、世界の様々な国との文化交
流の「舞台」となることを願っています。

庭 園 雑 感

日本庭園の特性と構成手法　土沼　隆雄

　日本庭園の見方は多様です。事前に先入観など
一切持たないことや感性で味わうことも一つの見
方です。しかし、日本庭園をより深く味わうため
にはその特性や成り立ちを知ることも大切です。
　日本最古の解説書「作庭記」にみる日本庭園の
心と技は、我々日本人の情感の結晶と言えます。
　日本庭園は、ご存知のように風景地や野山の美
しい景色を庭園に取り込むことで、心和む空間を
設えてきました。そして素材は植物、水、石、土

などの自然材で出来ていてごくシンプルです。 
　さらに、これらの素材を使って石組、園路、池、
島、橋、植栽、築山、垣根、灯篭などを立てて日
本庭園を特徴づけています。
　日本庭園の特性には①囲む＝囲

い

繞
にょう

、②縮める・
拡大する＝縮景、④仕立てる＝樹芸、⑤わび・
さび＝時間、⑥借りる＝借景などがあり、日本
庭園を形にする構成手法（レシピ）として①真
行草、②天地人、③遠近感の強調、④修景重点、
⑤暗示による心理効果、⑥アイストップ、⑦隅
がけなどがあり、大庭園ではこれら全ての要素を
扱うこともありますが、小庭園ではいくつかを組
み合わせて形つくることもあります。
　日本庭園は、一言でいえば、その対象となる
自然を省略化したり簡素化したりして美しい空
間（景色や雰囲気）に仕立てる技術でつくられて
いますが、重要なことはその形そのものではなく
自然の中で連綿と続いている自然をより深く洞察
し慈しんだ日本人の心を理解することではないで
しょうか。では、もう少し詳しく日本庭園の特性
についてみていきましょう。

⒈ 日本庭園の特性
◆囲繞性
　空間を樹木や塀などさまざまなもので囲う（囲
繞）ことによって、その中に別世界（古くは浄土
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や楽園）を作り出す行為から、外圧に対して内を
守る意味から遮断して囲みをつくり、内部を安心
安全な空間とするものまでその意図は多様です。
◆縮景性、写景性
　多くの庭園では、限られた敷地にそのまま大自
然を持ち込むことができなかったため、ある部分
を省略したり強調するなどしてより自然らしく景を
縮めて、景色を取り込みコンパクトに完成させる造
形表現の一つ「縮景」という手法が用いられました。
　写景はある対象をほぼそのまま切り取って写し
て1/1で造形する手法です。

◆樹芸性
　樹芸とは、本来、樹木を扱いながら、それらに
さまざまな美的要素を付加して、芸術までに高め

たものです。今、世界で大人気の盆栽などはその
典型です。100年、200年とその美しい姿を変えず
保ち続ける技は、樹木の個性、性質などを見極め、
加えて深い自然の洞察を重ねて仕立てられたもの
で、私達に感動を与えてくれます。雪国の庭園に
見られる刈込みも一種の樹芸と言えます。 
◆借景性
　これは借景対象を土塀や生け垣、窓枠でキチッ
と縁取り（フレーミング）して、中に景色として
取り込む発想と技法のことです。つまり空間を枠
取りする代わりにその空間そのものになってしま
うということです。原則的には遠景（山並みや寺
院）など美しい景色を庭園にそのまま取り込んで
一つの庭園として完成する手法です。
◆時間性
　庭園の最も味わい深いものに時間の美がありま
す。内部の本質が長い時間と共に外部に表現され
ることであり、例えば、鞍馬石などのように内部
の鉄分が赤さびのように表面にあらわれて風情の
ある表情を浮かべます。若松では見せない亀甲模
様の幹肌や苔むした灯篭などを愛でる心や、夕暮
れのもの悲しさにも、実は「時の移ろい」を肌で
感じる日本人独特の古（いにしえ）の感性が潜ん
でいます。日本庭園は「生きている」に象徴され
るように石、水、木、人、自然などの生命体の集
合で出来ており、実は古来からある歴史庭園の中
に秘めている言わば「自然基調の空間」で、これ
らは日本庭園を形づくる骨格であり、土木、建築
分野にはない文化性ということができます。

⒉ 日本庭園の構成手法
◆真・行・草
　日本庭園の長い歴史のなかで受け継がれてきた
伝統的な美の表現方法です。真は正確で隙間のな
い力強さ、草は崩れたなかに見出される風情ある
形、行はその中間です。

富士山を縮景して庭園に取り込んでいる
（ジャパニーズ・テイーガーデン／サンフランシスコ市USA）

美的なバランスを保つために行う松の剪定
（ポートランドジャパニーズガーデン／ポートランド市USA）
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◆天・地・人
　奥行きのある不等辺三角形に配置することを基
本とし、強中弱、大中小、高中低、遠中近の区別
を明確にすることで得られる空間構成の手法です。

◆遠近感の強調
　日本庭園のみで表現される手法ではありません
が、長く伝統庭園技法として受け継がれてきた空間
技法の一つで、実際の大きさ以上に庭園を広く見せ
る方法です。例えば室内から庭園を見る場合、建物
近くに幹太の樹木を植え、遠くに細木を植えること
で近景、中景、遠景をつくる、また全体に葉のこま
かい植物を選ぶなどは遠近感を強調する方法です。
◆修景重点
　樹木や石など庭園要素の配置上の重点・非重点を
はっきりさせることで景にメリハリが出てきます。左
右対称形式の庭園には当てはまらないが、その他
の形式においては庭園の中央に重点を置くことを避
け、左右いずれかの一方に重点（修景重点、強調点）
を定め、その部分を特に力強く表現することにより、
庭園全体が強いバランス感を持つようになります。
◆暗示による心理的効果
　見せたいものを直接見せるのではなく、部分も
しくはその姿をまったく見せずに期待感を感じさ
せて連想させます。例えば視線の途中に植栽や垣
根を組み、視線対象の全体を見せず、また見せた
いと思う美景、例えば石灯篭、滝、建物などを樹
木で半ば隠し、暗示や想像によってその心理効果
を利用してその景色を完成する技法です。

◆アイストップの効果
　注目されやすい園路や視線の突き当たりや狭く
暗い場所から明るい方を見た先のポイントなど、
目のつきやすい所に見ごたえのある点景を設える
などは昔から行われてきました。このように意識
されやすい視線の行き止まりに注目される物もし
くは景をつくることをアイストップと言います。
◆隅がけ
　左右対称にして等分のバランスを崩し、斜線で分割
することで新しい空間バランスをつくるなどは、日本
庭園の通路や橋の掛け方に多く見られる技法です。

 出典：「日本庭園の特質」進士五十八（1987）
　　　「越後／新潟の庭園」土沼隆雄（2014）

編 集 後 記
　遅くなりましたが、このたび第一回、にいがた
庭園文化交流協会（交流協）会報を出すことがで
きました。短い時間での編集となり、読みにくい
面はご容赦ください。
　さて、庭園を社会的に位置づけた場合、まず
保全して最終的には広義の観光としてどれだけ
の人を呼べるかどうかということになろうかと
思います。交流協では地元新潟の庭園を中心と
して、人と庭園との関わりから、徐々に海外に
おける国際交流などを通して一人一人の皆さん
の楽しみややりがい、生きがいに繋げていきた
いと考えています。そのための情報機関として、
この会報をより益々充実したものに進化させて
いきたいと思いますので、どうか、これからもよ
ろしくお願いいたします。　　　　　　（事務局）　

橋は流れに対して斜めに架けている
（ジャパニーズ・テイーガーデン／サンフランシスコ市USA）

不等辺三角形に配置する枯山水の石組
（ブローデル・リザーブ日本庭園／シアトル市USA）


