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須長　一繁（すながかずしげ）

造園家、草樹舎代表取締役。1950年東京生まれ。

87年草樹舎設立。戸建て住宅団地の景観計画、外

構植栽設計をはじめ、個人住宅庭園、寺院の日本庭

園、大型観賞温室の内部造園、大学キャンパスの計

画・設計などに携わる。最近はフラワーガーデンや、

環境共生と庭の関係について興味を深めている。主

な仕事としては「善光寺東庭園」「新潟県都市緑化

植物園観賞温室」「信州短期大学キャンパス」「和佐

の里園芸療法ガーデン」「みずきが丘」「あすみが丘」

「泉成ローズタウン舞浜」など。



　住宅まわりの植栽というのは、実際には景

観づくりのうえで大きな役割を果たすのです

が、現実的には、かなり脇役的な扱いをされ

ることが多かったのではないかと思います。

そのなかで、近年、ガーデニングがキーワー

ドになっているようなまちづくりが増えてき

ており、だいぶまちなみの様子が変化をして

きているような気がします。

　ガーデニングは、じつは、いまにはじまっ

たものではなくて日本でも大正時代から、か

なりあったものであるということからお話を

したいと思います。

　いまのガーデニングは、ある意味でイング

リッシュ・ガーデンをお手本にしているため、

写真1庭を縁取るようにつくられたパーゴラ（緑廊）。パ
ラと思われるツル植物が絡み、石積みの花台や小さな鳥の

巣箱がみえる

写真2石敷きのテラスに設けられたベンチ。彫刻や花鉢によって景色としてもひとつのポイント

となる。背景は低い生垣
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ややもすると花を植えることが主流になって

います。花を植えれば、ガーデニングになる、

という考え方がまだまだ多くあります。

　しかし、すでに1920年代には日本にもイ

ングリッシュ・ガーデンがかなり導入されて

きています。写真1、2は、大正8年（1919）

に出た田村剛さんの『実用主義の庭園』とい

う本の挿絵として掲載されている写真です。

　これは、脇に「ジェキル氏原図」というた

だし書きがあります。他のページにもよくで

てきます。

　イングリッシュ・ガーデンに興味を持たれ

る方にとっては、このガートルード・ジーキ

ルという女性の名前は非常に印象の深い名前

になってきます。なぜかと言うと、ちょうど

いまから100年目らい前に、彼女がつくりは

じめた花を中心にしたフラワー・ガーデンが、

いまのイングリッシュ・ガーデンの原型であ

るといわれています。ですから、イギリスに

おいても19世紀の末から20世紀にかかろう

とする時期にいまのイングリッシュ・ガーデン

といわれているものが出来上がったわけです。

　この本が日本で出版されたのが、1919年で

すから、当時の情報伝達のことを考えると、

イギリスでこういう庭がつくられはじめてか

ら、さほど長い時間をおかずに日本にも情報

として入ってきたということがいえると思い

ます。

　では、どうしてイギリスの庭を日本の造園

家がしきりに紹介したのでしょうか。

　ここで時代背景を考えてみなけれぼならな

いのですが、大正時代は1912年から1926年

目比較的短い年代でしたが、ちょうど日本は

農業社会から急速に工業化社会へ転換をして

いった時代でもあったのです。

　たとえば、当時の東京市の市電、これがラ

ッシュアワーで問題になったり、あるいは住

宅が不足してなかなか住まいを確保できない、

そういう時代だったわけです。そのような都

市化していくなかでの生活環境の悪化に対し

て、ひとつ提案が行なわれたのです。

　大正lI年（1922）に上野で、平和記念東京

博覧会が開かれました。このなかで「文化住

宅」といわれる住宅が展示されて、非常に評

判を呼びました。この文化住宅が目指したも

のは、生活の洋風化という言い方でくくられ

るのではないかと思います。たとえば、いま

まで客座敷中心の間取りが、南の一番いい所

に居間を持ってくる。それから、女性の着物



が、この時代から洋服に変わりはじめました。

さらに食生活では、ライスカレー、トンカツ、

コロッケなど「洋食」がやっと住宅の食卓に

のぼるようになるのもこの時代です。

　そのような背景のなかで、当然、庭もその

姿を変えていくことになります。

　1920年に生活改善同盟が設立され、いま申

し上げたような「生活の改善・改良」をアピ

ールしていくのですが、それが洋風化であっ

たわけです。庭についても、どのような提案

をしていったか、記録が残っています。

　要約すると、「庭園は建物のまわりの空地と

して、採光、通風、防火、排水、空気の浄化

等の機能を持つ」というのが一番目にあげら

れています。二番目に、「使い勝手をよくする」

ということがあげられていますが、これは、

それまでの日本庭園、日本の庭が実用的に使

える空間ではなく鑑賞を目的とした庭園だっ

たからです。三番目は、「屋外の居室として利

用する」。これも非常に実用的な使い方を提案

したものです。さらに「野菜や草花、果樹の

栽培や家畜の飼育、これら趣味と実益を考え

て、庭のなかで行なおう」ということです。

このあたりが、ある意味でいまのガーデニン

グと相通じるところです。

　それから、「前庭の一部は街路からも見られ

るようにし、街路の装飾として街路の美観を

高めるようにする」。これなどは、まさにいま

のオープン外構ということで、外に向けてつ

くられる庭に通じるところがあるように思い

ます。「できるだけ広い芝を設ける。植栽は眺

めるだけではなくて、落葉樹を植えて緑陰を

設ける」ということも述べられています。最

後に「築山泉水」、これは日本庭園ですが「築

山泉水や石組の代わりにベンチやアーボア、

アーチ、パーゴラを設けて、余裕があれば噴

水や花壇等も設けたい」とあります。これら

が、生活改善同盟が庭に対して改善するべき

事項としてあげていることです。いかにこの

当時のイングリッシュ・ガーデンを取り入れ

ようとしていたかは、デザインだとか花のき

れいさとか、そういうことではなくて、実際

的な生活をより外部空間を楽しみながら過ご

せるような、そういう庭のあり方を提案して

いったということが言えると思います。

　翻って、いまのイングリッシュ・ガーデン

あるいはガーデニング・ブームが、この時代

と比べてどれほど違いがあるか。おそらく、

ここまで意識として持たずに、ただイングリ

ッシュ・ガーデン風あるいは草花をたくさん

植えるという程度ですませているのが現実で

す。そういうことから考えて、われわれはこ

の1920年代のガーデニングが持っていた意

味を十分考えたうえで、今後、住宅まわりの

植栽なり、ガーデニングというものに対して

考えていくべきではないでしょうか。そのよ．

うな反省は私自身非常に強く感じているとこ

ろです。要するに、生活改善同盟が庭に対し

てした提案は、建物における変化と同時並行

的に起こっているということが言えるのです。

　ただ、先ほど言いましたように、建物の一

番いい場所に居間がくる、あるいは、それま

で間取図になかった子供部屋が南のいい場所

に出てくる。そのような建物の変化、住まい

方の変化は、必然的にテラスというような空

間、あるいはそのテラスに続く広い芝生の空

間が必要になってきます。あくまでそのひと

つのモデルとしての庭、それをイングリッシ

ュ・ガーデンに求めたと理解するべきだと思

います。イギリスの庭が先にあったからだけ

ではなく、生活を庭という空間において楽し

めるような、そのモデルとしての庭が当時の

イングリッシュ・ガーデンであったと考えら

れるのではないかと思います。

　図1は、先ほど申し上げた『実用主義の庭

園』からコピーした図面です。建物そのもの

はまだ和風の間取りになっています。それか

ら玄関まわりは灯籠が置かれたりして、ここ

までは和風のつくりになっているわけです。

しかし、庭を見ると建物から一番遠い庭の中

心のフォーカル・ポイントに木製のペンチ

（腰掛）が置かれています。まさにイギリスで

は、いまでもこういう構成を取っています。

両脇に踏台が一対あり、さらに、左右に花壇

が設けられています。これはいまで言えばボ

旨ダー花壇ということになるわけです。

　隅に、アーボア（緑亭）がある。あるいは、

東西ということになりましょうか、果樹を使

った生け垣。垣根仕立ての果樹がある。それ

から西側のほうには菜園があります。北へま

わっていくと果樹が植えられて、また北側に

菜園がある。

　この北側の菜園は、ただ空いたからつくっ

たというだけではなく、日本の気候風土のな
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図1　著者である田村剛が、各国の庭園を研究した上で、当時の現実の住宅に理想の庭園と考える

庭のプランをあてはめたもの

図2　建物のプランは、洋風の椅子式の生活を設定している。間取りは、中央に居間を大きく取っ

ている。図1の建物プランを改善したものと見ることもできる。庭には、パーゴラのかかったテ

ラス、壁泉、緑亭、アーチ、広い芝生、緑陰樹、畑、物干場などが見える

図3　図2のパース。元本の細かい部分がスミでつぶれているが、イメージとしてはわかる
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かではあまり日が当たらなくても育つような、

たとえぼフキとかシソなどをこの北側で植え

るように説明をしています。ということは、

庭園の空間構成はイギリスの庭に習っている

わけですが、実際に畑でつくるものについて

・はかなり日本の実態に則したものが考えられ

ているのです。それから、広い芝生の真ん中

に、ここではトチの木が植えられていますが、

それによって夏場の木陰をつくる、そういう

提案です。

　さらに図2には、生活改善同盟会の提案し

た住宅あるいは庭園のプランです。これを見

ていただいても、まさにイングリッシュ・ガ

ーデン的な要素が非常に盛り込まれているの

がわかるかと思います。

　そもそもイングリッシュ・ガーデンという

のは、先ほども申し上げたように、ただきれ

いな花が植わっているだけではなく、たとえ

ば野菜をつくる、あるいは果樹をつくる、そ

の野菜や果樹を使って料理をする、それを友

だちあるいは知人を呼んで一緒に楽しむ、そ

ういうところまで含めてひとつの生活スタイ

ルになっているわけです。ですから畑がない

のは、ある意味では本来のガーデニングの半

分の要素しかないと言えるのです。

　図3は、この建物と庭のパースですが、テ

ラスにはパーゴラが架けられ、日陰をつくる

ような落葉樹が植えられています。当然、疏

菜畑というものがあったり、物干しがあった

りしています。

　当時このような提案がされていたわけです

が、では実際どの程度つくられたのでしょう

か。写真3は日本電建が発行していた『朗

（ほがらか）』という雑誌の昭和14年（1939）

1月号に載っていた住宅の庭です。いまでいう

「お宅拝見」というようなコーナーですね。そ

のなかに、たとえば水とパーゴラを組み合わ

せたような庭の一部があります。あるいは、

いま流行っているラチスフェンスを使った仕

切り、そしてパーゴラ。こういうものが実際

につくられていたわけです。

　この当時ここまでつくっていたことを考え

ると、いまのガーデニング・ブームというの

は、やっとこの当時の足元に来た程度という

ことをあらためて思わざるを得ません。

　昭和14年（1939）、日本は中国との戦争を

継続している最中であり、ヨーロッパではド

イツがポーランドに侵攻を開始してまさに第

二次世界大戦に突入した年ですが、第一次世



界大戦後の株価の下落、あるいは世界大恐慌、

こういうものがずっと続いた時代にあって、

このようなガーデニングというものが盛んに

つくられていたわけです。最初に申し上げた

ガートルード・ジーキルさんが亡くなったの

が、1932年（昭和7年）ですから、大正8年

（1919）の段階で、ああいう写真を使っている

ということは、当時でいえば極めて早い日本

へのイングリッシュ・ガーデンの伝播と言え

るのではないかと思います。

　1920年代から30年代の前半ころは、造園

の世界ではたくさんの本が出版されています。

それもいまと違って造園のことだけ書いてあ

るだけではなく、草花の育て方あるいは草花

を使った花壇のつくり方、野菜の栽培の仕方

などが造園の本に必ず出てきます。いまと同

じように、造園と園芸が融合した、そういう

時代であったのです。

　雑誌『朗』の昭和14年の3月号のあるペー

ジには、片側に「非常時型小庭園の試作」と

いう題がついています（図4）。すでに戦争に

突入している時期でありながら、このような

提案がなされているのです。ここでは広い芝

生があり、砂場があり、そして花壇とパーゴ

ラがあります。じつは、花壇は戦争を控える

なかで先々野菜畑というものに変わっていく

わけです。あるいはこのパーゴラの下が防空

壕に変化していきます。生活の楽しみのため

につくられていた庭のつくりそのものが、戦

時体制のなかでその様相を変えていきました。

　一番最後に、A3のスケッチをつけました

（図5）。これは右下にも書いてあるように、

昭和15年（1940）、後藤健一さんという方が

描かれたスケッチです。いままでのわれわれ

の感覚からすると、こういつた時代にこのよ

うな庭つくりをするというのは、あまりイメ

ージできないのですね。このような庭をつく

る方がいたということに、私自身たいへん驚

いています。この後藤さんという方は、造園

の設計という仕事がなかなか成り立たなかっ

た時代に造園設計をやってこられた、ある意

味では、私たちにとって貴重な仕事をされた

大先輩になる方だと思います。

　駆け足ではありましたが、1920年代、大正

から昭和の初期に亘って、じつは日本にもガ

ーデニング・ブームがあったのだというお話

をしました。そのガーデニング・ブームは、

いまと違って、まさに生活そのものを改善す

る、生活の仕方をより豊かにする、そういう

写真3　平屋の建物と広い庭。洋風生活が半ば通常化した生

活という説明がある。庭の一部は、水路状の細長い池とパ

ーゴラ、そしてラチスフェンスによって洋風庭園の印象を

強めている。しかし、事変化における時代相は、説明文中

に「空襲」や「防空壕」という言葉によって充分にうかが

える
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1後藤碇一．造因事務所設茸．

図5　日中戦争から第二次世界大戦に入ろうかという時代につくられたということに、まず驚く。

噴水からカナール、池へと流れる水を中心に、石貼りのテラスが設けられる。このような庭をつ

くらせる感覚が、中流家庭への生活の洋風化の浸透をうかがわせる
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難錘晦鍮
　　　　　蠕瀦

　　　　　　難麟
写真4　セットバックして設けられた生垣と、大きく茂った

庭木がゆとりと落着きを感じさせる

写真5　緑量のある植栽であり、とくに生垣のボリュームは

まちなみに大きく貢献している。しかし緑（樹木）だけの

風景としては、今の時代では、ややもの足りなさを感しる

騨
糎
瞬

写真6　緑量としては少ないが、草花の色彩が緑に映えて美

しい。道からの見え方に気をつかうために、手入れも行き

届いている

写真7　古くからの住宅地で見られた個性的な前庭。ヒマラ

ヤスギやイチチの緑と焼丸太の門塀、足元の花の色が調和

してきれいに見える

58

方向のなかでっくられたものだということを

申し上げたわけです。

　しからば、約70数年を経て、同じようにガ

ーデニング・ブームに遭遇して、いまわれわ

れはどう対応するかということについて、次

にお話ししていきましょう。

冨　　≡　　　　　　　屍　　　　　　蓑・

　住宅まわりの植栽ということは、いままで

は比較的、「宅地の豊かな緑」というものを中

心に考えられてきました。建物なり外構の構

造物、土留めなどのハードな要素、カタモノ

といわれる要素が見えなくて、緑に覆われた

環境が落ち着きがあり、豊かな印象を持つま

ちなみとして考えられてきたわけです。

　そういうまちなみをつくるうえで、生け垣

が果たす役割はきわめて大きなものがありま

した。たとえぼ緑の量の測り方で、緑被率と

いうものがあります。これは航空写真などを

使って、平面的に緑のボリュームを測る測り

方です。それに対して凝視率という、道路に

立ったアイレベルから緑のボリュームを測る

考え方があります。その緑視率からいうと、

この生け垣は非常に大きなボリュームとして

われわれの目に入ります。

まちなみ大学［第3期］講義録2

　写真4のように比較的敷地に余裕がある場

合、生け垣を全面に出さずにその前に低木あ

るいは芝生を置いてその奥に生け垣を持って

くる。これによって、パブリックとプライベ

ートの仕切りをつくるという意味もあります。

ですから、新しいまちづくりにおいて、生け

垣と玄関まわりのシンボルツリーがまさに定

番として定着してきたわけです。

　緑量としては十分で、それなりに落ち着き

がある、豊かな印象を与えますが、花木につ

いては、それぞれ短い時期の組み合わせとい

うことになるので、緑に対して花の色が見え

ない時期もかなりでてきます。写真5も緑は

豊かですが、やや沈んだ印象を受けます。

　写真6は反対に芝生で開放的なつくりをし

ています。最近つくられる建売住宅でも、緑

量をメインに考えたまちづくりが行なわれて

いるわけですが、たとえば一方で、ここで見

ていただくように、既存の生け垣とか灌木を

なくしてしまい、草花を植えたプランターを

たくさん並べたような家が見られるようにな

りました。まちのなかに草花の色が溢れはじ

めたという変化は必ずしもニュータウンだけ

ではなく、比較的古い住宅街のなかでも見ら

れるようになりました。

　写真7はヒマラヤスギのシンボルツリーで

すが、一・般的にはヒマラヤスギは、住宅地で



はあまり使うことはありません。周りにほと

んど植栽がなく、一本だけシンボル的に大き

い木を使う場合にそれなりの効果を持ってい

るわけです。足元に花を飾っていますが、考

えようによっては単純なガーデニングという

ことになるわけです。ただ、単純ではありな

がら、使う鉢の素材、あるいは焼き丸太の門

馬に対して樽の素材、要は素材感を統一する

ことによって、ゴチャゴチャとしたうるささ

がなくすっきりと花だけを引き立たせる効果

を生んでいます。

　たとえば写真8も同じように、住んでいる

方がご自分で玄関前や植栽にいろいろなもの

を飾りはじめたものです。これなども最近多

く見かける光景になってきました。生け垣と

シンボルツリーはそれなりに効果はあります

が、時代が変わり、好みが変わってきたなか

で、生け垣を中心とした緑だけではないもの

が求められる時代になってきました。

　それからもうひとつ、建物のデザイン、外

壁の色、それから建物のイメージと植栽のデ

ザインがマッチしているかどうかということ

が、やはり問題になってきました。たとえぼ

写真9でいうとツゲの仕立物が入っています。

こちらにはソテツが入っている。生け垣はシ

ラカシだと思いますが、それにツツジが植わ

っている。要はこの植栽だけを考えてみると、

無国籍風と言うか、固定したイメージが持て

ないような植栽のデザイン、組み合わせにな

っています。植栽と建物のデザインが一体化

したときは相乗効果があっていいのですが、

そうでないとどこかに違和感が出てきます。

　写真10も新しい建売住宅で、大きなデッキ

などがっくられています。ただ、この植栽は、

やはり緑。花はほとんど意識してない。ここ

に植えられているのはほとんど同じ種類のッ

ッジです。たとえばこれらが一時に咲くとき

はそれなりにきれいかもしれませんが、それ

以外の時期は緑です。先ほどの、きれいな飾

り方はされてなかったにしても、まちのなか

にさまざまな色が見えていたものとは、だい

ぶ趣が違うわけです。

　写真11もよくあるパターンです。シンボル

ツリーにハナミズキを当ててます。それから、

こちらに植わっているのはキンモクセイです。

さらにサツキが植わっています。同じ植栽と

いいながら、建物のデザインや色、そのイメ

ージにどうやって合わせていくかということ

を考えないといけないと思います。ここには

茎憲

写真8狭い空間にギンヨウアカシアやコンファー、セイヨ
ウシャクナゲなどが植栽されているが、住み手かさまざま

なガーテングッズて自分らしさを表現しているのかも知れ

ない。室内を飾るように外部空間を飾ることは、今やこく

普通の感覚になってきた

写真9、10建物のデザインと植栽のイメーシは、今まであ

まり意識されなかった。緑のボリュームだけを考える時代

から、植栽にもデザインや、色の調和を考慮する必要が出

てきている

写真11　建売の植栽の典型的パターン。建物だけではなく

植栽も含めて商品であり、まちなみをつくり出すことを考

えるべきだろう

写真12　日本の伝統的植栽の一型態。マツはシンボルツリ

ーとして考えることができる
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とくにそのような具体的な植栽のイメージと

いうのは、まったくないわけです。たとえば、

カナダからの輸入住宅の庭の植栽であれば落

葉樹と針葉樹の世界です。ということで落葉

の高木と針葉樹が入ってきています。それか

らこの植物の葉っぱや花の持つ色合いがどう

関係するのか。葉っぱの色、花の色、そうい

うものと、外壁の色、それから北方系である

とか南方系であるとかいう、そういう植物の

持つ地域イメージ、それが建物とデザイン的

に合うかどうか。そういうことが非常に重要

だと思います。

　シンボルツリーは、見方を変えれば門かぶ

りの松、伝統的な日本の門構えということに

なります（写真12）。昔から、必ずしも道路

に対して緑を見せていくという手法が日本の

造園の手法になかったわけではありません。

要はその時代なりの松の持っている文化的イ

メージが、単に松をひとつの植栽材料として

とらえるのではなくて、神の依り代というよ

うな、松の持っている神聖なイメージと一緒

になって、こういうところに表われているの

です。

写真13　雑木の庭が広くつくられる中で、樹木の持つ意味も変化してゆく。常に緑であることに

家の継続性を重ねてみたかつての意識は失われ、花や紅葉の美しさや季節感を喜ぶ見方が中心と
なってきた・

写真14、15　雑木の庭という和風の庭に、洋花を取入れ
る試みが行なわれている。日本型のガーデニングのひとつ

といえる
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　写真13は、現代的な和風のつくりの住宅で

す。ここではシンボルツリーはモミジです。

日本の庭は、永い間、常緑樹の世界でした。

マツやマキをはじめ、モッコクといったもの、

常緑樹が主役でした。先ほど、1920年代の話

をしましたが、じつは和風の庭の世界でも、

1920年代は非常に大きな変化の時代でした。

常緑樹中心の庭から落葉樹中心の庭に変化し

ていったのです。落葉樹中心の雑木の庭とい

うのはまさに大正期の、新しいタイプの日本

庭園です。そのような1920年代の和風の変

化がじつはこういうところにつながってきま

す。門かぶりの松のように、常緑の木をシン

ボルとして使うのではなくて、まさに落葉を

シンボルにしてくる、その流れが現在までも

つながってきているように見られるわけです。

　写真14も落葉樹をシンボルツリーにした例

です。ここでは、ふつう足元にサツキのよう

な灌木を使うところ、シロタエギクなどの草

花を使ってきています。ある意味では、雑木

の庭と草花類をマッチングさせる試みと言え

ると思います。

　写真15はいまの門まわりです。落葉樹と草

花は非常に相性がいいのです。本来的に落葉

樹の林というのは、春先、ことに落葉樹の枝

葉が繁る前に、春の野草類が一斉に咲きます。

そのような野草類と共存しているのが雑木類

の世界です。

　住宅まわりの植栽ということではちょっと

特異な例になりますが、モウソウチクも非常

におもしろい素材です（写真16）。私も一度

建売住宅に使ったことがありますが、使い方

はむずかしいのですが、うまくマッチすると

非常に面白い植栽になります。マツとか、タ

ケ、モミジなど、われわれにとって見慣れた

なつかしい植物材料から、最近はコニファー

類などの植物が使われるようになってきまし

た。もともとコニファー類はイギリスで非常

に改良が進んで日本に持ち込まれてきました

が、さらに遡ると江戸時代の日本にも、イギ

リスのプラントハンターという人たちがしき

りに来ていました。彼らが日本から持ち帰っ

たもののひとつが、針葉樹の葉変わりを鑑賞

する楽しみ方というふうにいわれています。

日本では、盆栽を含めて、葉っぱを見る楽し



灘、，

　　　熱竃

写真16　日本的な植物としてのモウソウ竹は、現代建築に

よく調和する。竹も中国型のバンブーが入って来て、多様

性が高まり、刈込んで生垣にしゃすいものもある。バンブ

ー系は根の伸長が少ないので、根止めの必要がないのも使

いやすい

写真17　コニファ一類は数千という品種を持ち、多様な姿

と葉の色を楽しむことがてきる。洋風庭園には、いまや欠

かすことのできない樹木

写真19　ガーデニングは、自分の家の外部空間を自分らし

く飾ることでもある。押しつけ過ぎず、それぞれの人が自

分のペースで行なうことができることが大切である

写真18入居後に花を植えて愉しむ人が増えている。外構
や植栽のデザインは、そうした愉しみのキッカケや花がよ

り美しく見える背景を考慮しておく必要があろう

写真20　コニファーガーデンのお手本のような庭。街中で

このような庭が、誰でも見て楽しめることは、ついこの間

まで考えられなかった。街の風景の変化ともいえよう

み、観葉という楽しみ方が、世界の園芸の世

界のなかでも極めて独特な鑑賞法としてあっ

たわけですが、そういうものをイギリスでは

うまく自分の国で発展させていったと言えま

す。

　写真17を見ていただくと、植物が持ってい

るイメージと、建物の持っているイメージが

共通するところで、両方が引き立て合う関係

になっています。建物、それから、コニファ

ー類という常緑の植物を背景にしてはじめて

草花類がより引き立ってきれいに見える、そ

ういう組み合わせになっています。

　写真18は、入居された方が草花を一生懸命

植えています。背景の建物、懸盤や、もとも

と植えていた針葉樹の緑、それからレンガ、

自然石、このような素材のなかで花がじつに

引き立って見えます。ですから、花を植える

こと自体は入居された方のガーデニングの楽

しみですから、そこまでわれわれが踏み込む

必要はないわけです。ただ、そういう花を植

えてみたくなるような仕掛けと言いますか、

しつらえ、これをつくっておくことは、やは

り非常に重要なことではないかと思います。

　写真19は、入居者が一生懸命花を植えて楽

しんでいる例です。もともと植わっていたの

は大きなユリノキですが、街路樹やコニファ

ー類、あとは芝生だけなんですが、そこに飾

ってみたくなるようなしつらえがされている

ので、なかには喜んで自分で積極的に飾りつ

ける人もおられます。実際に、ここまできれ

いにしておくのは相当な手間になります。で

すから、われわれはあまりそれを押しつけす

　　　　　　第11回住宅まわりの植栽とガーデニング 61



ぎないとことも、大切なことです。

　写真20はコニファー類を中心とした植栽で

す。一般的には1．50mかせいぜい1．80mぐ

らいのものが使われますが、きちんと手を入

れて成長していくとこのように形態や葉っぱ

の色合いの違いで変化が出るわけです。花の

色がないところ、あるいは花の色に代わって

葉っぱの色で変化を持たせる。針葉樹の世界

と北ヨーロッパから輸入されたハーフティン

バーというこの建物のイメージととてもよく

マッチしているわけです。

　写真21も非常に熱心にガーデニングをやっ

ている例です。おそらくこの居間の前は生け

垣で目隠しをしています。庭の隅のところは

パーゴラ、そしてデッキで視線が透過しても

構わないという、割り切りがされています。

外に向けて草花類が植えられています。非常

にうまい組み合わせです。ここまでやるのは、

相当に園芸をやっていた方ではないかと思い

ます。プロが見ても、ものすごく評価できる

組み合わせです。

　たとえば北側の本当に狭い場所、いままで

辮睡霧・

難縮幽幽

　　　　　　　＿・蜘〆『，
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写真21ガーデニングの植物の選択と栽培技術の高度化によって、このようなボーダー花壇をつくることができるようになっ

た。本格派カーデナーがここにもいる
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写真22　クリスマスシーズンには、コニファーにリボ

ンや豆電球を飾りつける家も増えてきている。写真て

はブルーグリーンの葉に、ベージュのリボンという、

彩度を押えたシックな飾りつけ

まちなみ大学［第3期］講義録2

写真23前庭があたかも八一であるかのように造り込まれた庭。

さまざまな草花が咲き乱れ、住み手の熱意が感じられるととも

に、道行く人も足を止めてしばし眺めている

写真24　カーポートを庭にする。都内の住宅では庭が持てない

人が多い。車と草花を共存させることにより、庭がなくてもガ

ーデニングを愉しむことができる事例



でしたら生け垣を一列入れて足元に灌木で終

わってしまうのですが、コニファー類、シャ

クナゲのような植栽になってくると、入居者

がいろいろな飾りつけをしてくれる。要は、

そういうお客さまの気持ちを引き出す、一つ

の引き金をつくってあげることが大事になっ

てくると思います（写真22）。

　写真23は、また独特のガーデニングの楽し

み方です。玄関前全体をフロントガーデンと

して、落葉樹を積極的に使っています。落葉

樹の足元に草花を植えて楽しむというつくり

方です。雑誌でよく見る、どこにでもあるパ

ターンとは違って、独自の楽しみ派していら

っしゃるという例です。

　ガーデニングを楽しむのは、土地がなくて

も可能です。たとえばここで見えるのは、ク

ルマが一台入ったら人がやっとその脇を歩く

だけの空間しかないカーポートです。しかし

カーポートには常にクルマが駐車しているわ

けではなく、まして庭がないお宅にとって、

カーポートは唯一の外部空間です。そういっ

た場所で、花や緑を楽しみたいという消費者

の欲求には根強いものがあります。そういう

場合のカーポートのひとつのあり方として、

こういうつくりがあるわけです（写真24）。

　都心ですから当然、隣との境界はブロック

塀がつくられるのですが、イギリスではウォ

ール・ガーデンと言いますが、壁面をうまく

演出することによって庭の空間を引き立てる

こともできるわけです。わずかこれだけの空

間ですが、植物としては25種類ぐらい入って

います。ですから、必ず季節ごとに何かしら

は咲いているというつくりになっています。

　私自身、ツツジ、サツキをあまり使わない

で植栽を演出することが多いのですが、それ

は別にッッジ、サツキが嫌いなのではなく、

いままであまり安易に使いすぎたのではない

か。要は値段が安くて丈夫で、ボリュームが

あって、花もそこそこ咲くよと、そのような

便利な材料として使っていたのではないでし

ょうか。だけど、先ほども申し上げたように、

建物のイメージも外壁の色合いも関係なく、

とにかくッッジ、サツキで済ませているのは

われわれ植栽を考える人間にとっては、極め

て腹立たしいことなのです。たとえば、写真

25のように一戸だけがサツキの花がいっぱい

咲いていればきれいかもしれない。だけど、

この濃いピンクのきつい色が何十本何百本い

っせいに咲いたとしたら、そのような景色を

懸一思

写真25潅木はサツキだけが植栽されている。花の時期は、

美しいと感じるよりもサツキだらけで色が強いためにうる

さいとすら感じる。なんでもサツキとは、あまりにも無神

経な植栽といえないだろうか。

想像してみたらどこかおかしい。とにかくツ

ツジ、サツキを絆創膏みたいに張っていくと

いう使い方だけはしていただきたくないとい

うのが、これは私からのお願いです。

　ただ、サツキといっても、赤に近いような

濃いピンク、淡いピンク、それから白、シボ

リがあります。そういうものが葉っぱの緑と

組み合って、サツキのきれいさというのが出

てきます。ですから、サツキを使うのであれ

ば、どの色の花をここでは見せたいのか、ど

の色が合うのかということを考えて使ってい

ただきたいと思います。要は、品種を指定し

ないといけないのです。そこで造園から、や

や園芸に寄ってくるわけです。品種を知らな

くても、白い花の咲くサツキ、あるいは淡い

ピンク色のサツキ、ひと言そういうだけでも

違うわけです。ただ、色は溢れすぎると非常

に嫌悪感をもよおすことになります。

　そういう意味でたとえば、ガーデニング・

ブームのなかで、われわれがイギリスから学

んだ植栽の手法のひとつが、先ほどコニファ

仁心の植栽例として見ていただいたように、

このような組み合わせです（写真17）。同じ

葉っぱでありながら、じつにいろいろな質感、

色合いがあります。そういうなかに少しずつ

異なった色の花が見えるようにする。たとえ

ばレンガだとか、ウッドフェンス、常緑の

木々、などを背景にすると非常にきれいに見

えます。造園のなかで、植栽の色彩デザイン

の教育は一切されてこなかったのです。どち

らかというと緑としてのボリュームとか、姿、

形、あるいは花暦というような季節ごとに何

が咲くのか、そういうことまでしか教育され

てきませんでした。

　写真26のような高い擁壁がある家もよく見

かけますが、狭いところだと建物と擁壁の内

側は約50cm、広いところでlmぐらいです。
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写真26　よう壁上の狭い空間に、色や形の変化を持つさま

ざまな植物を植栽している。植栽をデザインしているとい

う印象があり、年間を通して楽しめる工夫がされている

惑誕…；…1欝；……　：：難…；：1…：難＿知

　　　1縁回即　　織圃1

写真27葉の色
や樹形の変化が

見られる。斑入

り植物も垂れて

くると、より柔

らかな感じが出

てくる

一般的には、生け垣と灌木、あるいはよくて

アイビーを垂らすというのがこれまでのやり

方だったと思います。そういうなかで、ここ

では落葉樹、コニファー類、あるいは下草、

そういうものを組み合わせて植えています。

写真27は、狭い空間のなかで、落葉樹があり

常緑のユーカリの仲間でブルーグリーンとい

う色合いの葉っぱとラベンダーのような花も

植わっている。それから垂れ下がるような植

物もあります。わずかな空間ですが、このよ

うに植物を見せることができるわけです。

　写真28が実はいままでの植栽。あるいは緑

化といってもいい。緑にするという意味での

緑化。たとえば、カイズカイブキ、擁i壁を隠

すのにアイビー、そしてツツジが植わってい

ます。これがいままでの一般的な意味での植

栽です。われわれが見て、毎日365日、こう

いう景色を見たいと思うかどうか。たとえぼ

写真26や写真27とどちらがいいか。それは、

もし自分がそう思うのであれぼ、やはりお客

さまにもぞうしてあげるべきではないかと思

います。

　現代のいろいろな事例を見ていただきまし

たが、1920年代の庭と決定的に違うのは、宅

地規模の縮小といいますか、非常に狭いなか

で庭をつくらなければいけないということの

ようです。当時も、広い芝生をつくったり、

まちなみ大学［第3期講義録2

翻

写真28　写真26、27と同様のよう壁上の植栽。いままで
多く行なわれていた手法であり、‘緑化門という印象が強い。

年間を通しての変化はほとんど感じられない

その芝生のなかに日除けの木を植えたりしま

したが、そういう余裕すらないのが現在の住

宅環境です。いまは広い芝に代わってつくら

れているのが、たとえばデッキやテラスとい

う空間であって、ある意味では庭の居室化が

進んでいます。しかし、そのような個人の生

活の楽しみは、たとえ規模が小さくなって、

テラスやデッキでしか楽しめないとしても、

やはりそれは大事な要素としてつくっていか

なければいけません。いまの時代のガーデニ

ングを大切にして、どのような可能性がある

のか、どういうものを提案していかなければ

いけないのかが、非常に重要になってくると

思います。

　環境共生や、ユニバーサル・デザインとい

うことも非常に重要なテーマになってきます。

かつて1920年代に、造園側から生活改善、

改良の提案がなされたように、今の時代の庭

づくりにおいて、こうしたテーマは社会的な

意味や役割を持ち、現代的な問題を肩肘張ら

ずに生活に取り入れることが大切ではないで

しょうか。そのためには、ガーデニングの愉

しみのなかで自然に行なうことができる仕組

み、しつらえを備えるアイデアが求められる

のではないかと思います。

　環境共生ということではいろいろな手法が

あります。たとえぼ夏、日射を遮ることも、

設備の負荷を軽減し、エネルギー消費量を抑

えるという意味で、重要な要素です。写真29

は西側に向けた窓のところにつくったパーゴ

ラです。夏の太陽光線が室内に入らない、最

小の寸法でつくっています。こういつたとこ

ろに蔓植物を絡めていくのは、草花を立体的

に楽しむとともに、夏場の日差しを遮る効果



を考えているわけです。

　最近は冬でも水不足という言葉が聞かれる

時代です。当然コストのかかる大きなダムを

つくることには社会的な抵抗が非常に強い時

代です。そういうなかで、コストをかけた上

水をやたら鉢にやったり、庭に撒いたりする

よりは、雨水を有効に利用して草花に灌水す

ることも考えられます。写真30では、手前に

手押しポンプがあります。これで建物の雨樋

から地下のタンクに貯水された水を、ジョウ

ロに汲み揚げます。電気式のポンプで汲み揚

げてホースで撒くほどの水量ではありません

から、ジョウロで水をやる程度で十分遅す。

そのような考え方が生活のなかで無理なくユ

ーザーの意i識に届くような提案をしていくこ

とが大変重要だと思います。

　写真31にも、いまの手押しポンプと同じも

のがあります。これは建売住宅のなかでも、

環境共生住宅の一例なのですが、こちらにレ

ンガでつくってあるのは堆肥置き場です。最

近では生ゴミを堆肥にする機器が標準装備さ

れている例も多くありますが、次々に堆肥が

できても毎週堆肥を使うことはないわけです。

そこで一定期間ストックしておく場所が必要

になります。ここでは、鉢物を使ってディス

プレイして花台のようにしています。堆肥を

使える時期が来るまでストックする場所を演

出の場にするという提案です。

　環境共生ということではこれ以外にも、た

とえば、玄関や勝手口を北風から守るような

植栽、夏場は庭に吹き込んでくる風を冷やす

ような効果を発揮する植栽など、いろいろな

手法があります。また、最近はガーデニング

が、だれにでも楽しめるようなしつらえを持

ったユニバーサル・デザインの庭づくりとい

うことが言われています。そのひとつが園芸

療法という考え方を生かした庭です。

　最近、東京ガスが消費者の意識を調査した

なかで、約7割近い人が植物があると非常に

心が癒されるという回答を寄せています。そ

のような調査結果を見るまでもなく、人間と

植物は深い関係が認められてきました。たと

えば和歌山県に一昨年、高齢者を対象とした

老人保健施設がオープンしました。老人保健

施設というのは、病院と自宅の中間に位置す

る施設で中間施設ともいわれます。宿泊を含

めて完全に入り込む場合と、自宅から通って

くるデイサービスの両方があります。そこに、

園芸療法のための庭がつくられ、高齢者の

遜

写真29　西向の窓に影をつくるパーゴラ、ツ

ル植物が茂るとさらに効果がある。バラやツ

キヌキニンドウ、ジャスミン類を絡めると立

体的にボリュームのある花が楽しめる

欝

写真30　環境共生のひとつである雨水活用の

ポンプ。庭のデザインとしても面白い効果を

生む

写真31生ゴミのコンポストから出る堆肥を熟成させ、保
管する堆肥倉庫を設けた例、鉢物を飾れば花台となる

方々に園芸を作業していただいています（写

真32）。車椅子の方は施設のなかではなかな

か外に出る機会がありません。今までは外へ

出ても自分の手で花にふれたり、花の香りを

嗅いだりすることができるような施設はあり

ませんでした。車椅子で庭を散歩したり、園

芸作業に一緒に関わっていく、そのようなこ

とから気持ちの面で前向きになっていくとい

われています。

　写真33は園芸療法とともに、リハビリをテ

ーマにした庭です。通常リハビリというと室

内で機械を使って行なわれますが、たとえば

歩行訓練を考えてみると、部屋のなかでただ

ぐるぐる回っているだけでは、あまり前向き

に、喜んでやる気にはなりません。さらに、

室内の真っ平らな床で歩行訓練をしたとして

も、外へ出た途端に転倒して骨折するケース

も意外と多いのです。室内の真っ平らな環境

と違って外に出れば当然、ざらざらしたレン

ガもあればつるつるのタイルもあり、アスフ

ァルトもあれば芝生もあって、舗装によって
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写真32　老人保健施設の園芸療法ガーデン。今ようやく施設での導入が少しずつ始まっている。

今後は在宅にもつながる仕組みが求められるが、その際には住宅の庭で園芸療法が行なえる庭づ

くりを考える必要がある

写真33庭口の中に、階段やスロープが設けられ、舗装も変化させて、歩行訓練のリハビリテー

ションとしても利用できる

66

足ざわりが違います。そういういろいろな舗

装を、頭ではなくて足の裏で思い出して歩か

ないと転倒ということになりやすいわけです。

ここの庭では、そういう意味で舗装面が6種

類ぐらいに分けてつくってあります。当然ス

ロープや階段もつくってありますが、そのよ

うな歩行訓練の仕上げの場としても、この庭

は使われています。

　写真34が園芸療法に適切といわれている、

立ち上がりのある花壇です。「レイズドベッド」

という言い方をします。立つゼ作業をしたり、

座って作業をしたりしている人がいます。ガ

ーデニングのなかで、特に高齢者がしゃがん

で作業をするのは一番腰と膝に対する負担が

大きくなります。障害を持ったり運動能力が

低下した方々が、より楽にガーデニングを楽

しめるためのしつらえとして、こういう花壇

が考えられています。座ったままでも立った

ままでも作業をしていいわけです。

　園芸療法を取り入れる前と後とでは、お年

寄りの表情が決定的に違うことは、施設の理

事長もおっしゃっています。ここでは、とく

に痴呆症に対してデータを取っています。入

所して約3ヵ月間作業をするのですが、その

なかで痴呆の症状の改善が見られるのが8割

5分ぐらいあり、園芸が痴呆症状に対して高

まちなみ大学［第3期講義録2

写真34　高齢者や障害を持つ人でも使いやすいレイズドベ

ッド、立上がりがあるため車椅子出の利用もしゃすい。立

ったり、縁に腰掛けて、ゆつく．．り自分のペースで作業を行

なう

写真35　ガーデニングの愉しみは誰でもできることが楽し

い。高齢者と園児が一緒に作業すると気持ちも明るくなる。

イモの苗を植え、秋には収穫して焼イモ等のイベントも行

なう

写真36　草花の世話をすることは、いつも自分が世話をさ

れている状態とは反対の立場になることでもあり、気持ち

に張りが出て、周囲の人とコミュニケーションが生まれる。

そうした作業を続ける中で、痴呆状態の改善が見られる人

も多い

い効果が認められるというデータが出はじめ

ています。

　写真35は近所の子供たちが遊びに来て、一

緒にイモの苗を植えているところです。秋に

なると、また同じように集まって収穫を楽し

む。世代交流も非常に重要な要素です。写真

36は花が咲いてきたときの様子。みんな表情

が豊かです。人と話をしない人も、植物を媒

介に話はじめるというケースも意外とあるよ

うです。

　このような施設を出て自宅へ戻ったときに、

自宅でできる環境づくりもこれからの課題に

なります。たとえば建物の内部においてはか

なりユニバーサル・デザインがされてきてい

ると思います。ただ、建物と庭、建物と道路



など、まちづくりのなかで求められる要素も

今後テーマになるのではないかと思います。

　社会的な意味あるいは役割というところが

ら、ガーデニングの代表的なところをいくつ

かピックアップをしてお話しましたが、ガー

デニングは、単に草花がきれいだから、ある

いは、園芸的な楽しみだからということだけ

ではなく、ガーデニングを通じた環境との共

生、あるいは高齢者や障害を持っている人た

ちとの共生ということでもあるわけです。

　ちょっと環境共生のところに戻りますが、

先ほど生ゴミを堆肥にして土に戻すことを申

し上げましたが、これからの宅地開発も含め

て、共生というコンセプトで何ができるかと

いうことがあります。昔からいわれているこ

とですが、できるだけ原地形を崩さずに宅地

化するような手法がやはり重要です。地表分

の土というのは何千年もかけてつくられた栄

養分のある土ですが、それを捨てて悪い土を

表に出してくるような造成は、やはり共生と

いう面からいうと改善の余地があるのではな

いかと思います。地形を改変して、いい土が

表に出なくなることはよくあります。植栽と

いうことから考えると、いままであったいい

土を撤去し残土として処分して、反対に、畑

や山のいい土を今度は客土として持ってくる

のは環境に対して二重の負荷を与えているこ

とになります

　最初は土が悪くても、ガーデニングという

コンセプトをまちづくりのテーマにしていっ

た場合、ふだんの生活のなかで生ゴミの堆肥

を土に入れながら、自分で土をつくっていく。

そして野菜をつくったり花をつくったりする。

それが本当のガーデニングです。ガーデニン

グに限らず、植物を扱う最大の基礎というの

はやはり土なのです。

　それから雨水の問題も、先ほどはタンクに

溜めて使うということだけ申し上げたのです

が、これは、当然雨が多いときは溢れるわけ

です。溢れた水を、こんどはできるだけ地下

に浸透させる。地下水を酒養していくことに

よって、場合によっては周辺の湧き水となっ

て出てくる。それが、たとえぼ水性植物ある

いは水性の動物、あるいは昆虫を生かすひと

つの要素になっていきます。

　それから、とくに東京ではヒートアイラン

ドということがいわれます。微気象の緩和と

いうことでも植栽が、いろいろな役割を果た

すことが可能です。植栽というものが、趣味

嗜好や機能だけではなく、非常に社会的な役

割を持ってきているということが言えるので

はないかと思っています。

質疑応答から

1920年代にガーデニングはどこまで普及し

ていたか？

　　1920年半のガーデニングのお話に関連

して、生活として庭を楽しむという実例が当

時からあったということですが、実際問題こ

のような事例がどれだけ浸透していたのでし

ょうか。

　そこで見せていただいたしつらえが、果し

て使いこなせていたのかどうかというソフト的

な部分はどのようなものだったのでしょうか。

須長　当時、郊外に新しいまちづくりが展開

されました。大正12年の田園調布、10年の成

城学園などがそういうハシリなんですが、そ

ういうところの対象は当時でいう中流階級で

す。当時の月給取りという人たちですね。で

すから官吏、先生、あるいは大きな会社のホ

ワイトカラーを対象にしています。それが当

時の郊外住宅の購買者層だったのです。

　それ以下という言い方もないですが、収入

的には低いブルーカラーとか商売人は、まだ

そういう住宅には入居できない状況が一般的

だったと思います。

　そういうことでいえば、当時の中流階級、

いまでいうサラリーマンにとっては必ずしも

飛び抜けたことではなかったのです。昭和初

期に開発された住宅地を見ますと、たとえば

大谷石を組んでつくったパーゴラの木部が半

ば朽ちて残っているのを見かけることがあり

ます。あるいは、壁泉が、これも大谷石でっ

くられてましたから、いまは水が出ない、ボ

ロボロになっていますが、そういう名残は

所々であります。

　決定的なのは戦争なのです。庭を掘り返し

て、すべて畑にしてしまったわけです。それ

によって当初の形で残っているというのは極

めて少ないのです。

　ただ、小説家が自分の子供のころの想い出

として書いているような文章のなかに、いく

つか見つけることはできます。たとえば大岡

昇平の『少年』のなかに、ちょうど渋谷の松

涛のあたりに鍋島家が分譲住宅をつくったが、

1区画100坪か150坪ぐらいで、そのなかの一

　　　　　第11回住宅まわりの植栽とガーデニング 67



68

軒を子供のころ親父さんが買って、入居した

という話があります。そこでは、玄関が建物

の中心にあり、アプローチはちょうど庭の真

ん中を突っ切っている。入って左側は洋風の

応接間があって、その前は芝生でバラが植わ

っている。右側のほうは、飛び石があって日

本庭園になっていたそうです。たとえば文学

の作品のなかであっても、この時代にこうい

う庭があったよというのはわかるような気が

します。

　あるいは、元朝日新聞の方の思い出話のな

かに、関西のほうですが、針葉樹を中心とし

た庭木と、それからシュロ、当時非常に洋風

のイメージが強い植物ですが、そういうのを

植えた庭や、広い芝生があったというような

話が出てきます。

　それからもうひとつ、私自身1920年代に

興味を持って約20年ぐらい経ちますが、この

時代の住宅の庭について書かれた造園の本は、

極めて少ないのです。大正8年に『実用主義

の庭園』を書いた田村さんは造園界では大先

輩ですが、その同時代の造園家は、かなり田

村さんに対しては否定的なことを書いていま

す。『実用主義の庭園』は、庭園芸術という観

点からはかんばしくないという言い方で非難

しています。ですから造園界というよりも、

どちらかというと、たとえば、当時の住宅メ

ーカーとか、先ほど『朗』という住宅雑誌は

日本電建から刊行されていましたが、あるい

は当時、新聞社が結構新しい提案の住宅プラ

ンを募集しているのですが、そういうなかに、

建築家が書いた建物のプラン、プラス庭のプ

ランというのが所々あるのです。そういうと

ころで窺うしか、いまのところありません。

ですからどこまで実際それが普及していたか

というのは、なかなか検証しきれないのです。

日本の気候風土と植栽の楽しみ方

　　日本の気候風土等を考えると、屋外空間

というのはどこまで可能なのでしょうか。冬

の寒いときや夏の暑いときもは使いにくいで

しょうし、1年間で利用できる期間というのは

すごく限られてくるような気がするのですが。

　戦後の日本の住宅を見た場合も昭和30年あ

たりに屋外空間の利用に関してさまざまな試

みがあったと思うのですが、それがいつの間

にか忘れられて、その後いまでいうガーデニ

ングブームがおきたと思うのですが、日本の

気候風土のなかでいまこのような提案をして
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もなかなか受け入れられにくいところがある

ような気がします。

須長　これは二つに分けて考えたほうがいい

と思います。植物を楽しむ、園芸的な要素と

してのガーデニングということと、それから、

それをデザインしたときの、仮にモデルとし

てのイングリッシュ・ガーデンというものと。

二つに分けると、はじめの植物を楽しむとい

うのは、日本にも古くから園芸文化というの

がありますからこれは根づきます。

　ただし、デザインとしてのイギリス風なも

の、これは変わっていくはずです。必ずしも

イギリスだけがすべてではありません。その

当時は、イギリスの庭がアメリカにも行き、

あるいはシンガポールなどアジアへも来て、

熱帯植物を使いながらイギリス的な植物のデ

ィスプレイがされていたのです。あるいは、

オーストラリアやニュージーランドでも。そ

れはイギリスの庭がそれまでにないスタイル

だったから、世界的に波及していったのです。

生活のなかの庭の典型的なスタイルとして、

世界中に普及して行ったわけです。

　ところがやはり、熱帯は熱帯、あるいは、

日本のように高温多湿なところは、そういう

環境ですから、当然その土地土地の生活に合

わせて変わっていくはずなのです。使う植物

は当然変わりますが、形そのものも当然変わ

ると思います。たとえば、2年ほど前ですか、

イギリスのチェルシーのフラワーショーで、

フランス人の世界的ファッション・デザイナ

ーであるイブ・サンローランが庭をつくって

出展していましたが、テーマとしていたのは

アフリカなのです。反対にイギリスやアメリ

カでは、日本庭園が興味を持たれている。

　これからの、庭のデザイン、様式というも

のは、世界的に融合していくはずです。です

から、ひとつのお手本としてどことどこを取

ってそれを混ぜ合わせたものが出てくるかは、

これはまだわかりません。移り変わって当た

り前です。ただ、植物を栽培する、生活のな

かでふれあうという、そういう感情は、絶対

根づくのではないでしょうか。そういうふう

に分けて考えていただいたほうが分かりやす

いと思います。

生活に根ぎしたからこそ普及したイングリッ

シュ・ガーデン

ーイギリスやドイツの庭が、生活に根ざし

た、従来になかった形態だということですが、



たとえばイタリアの庭園は彫刻・彫像が配置

されてあって、フランス式は幾何的な形態な

どというような、その程度の理解しかないの

ですが、イングリッシュ・ガーデンというの

は、それらに対して住宅のなかに取り入れや

すい要素があったということでしょうか。

　たとえば日本には、刈り込みに代表される

ような、つくりもの、仕立てものがあります

し、また自然をうまく活かしたような形もよ

く見受けられます。それがイングリッシュ・

ガーデンにも通じるものがあるということで

しょうか。

須長　まさに、おっしゃるとおり。イングリ

ッシュ・ガーデンのスタイルそのものは、18

世紀に出来上がるわけです。それまでは、い

まお話にあったようにイタリアからフランス

に渡り、フランスからオランダ、あるいはフ

ランスから直接イギリスという流れのなかで、

イギリスの庭もつくられていました。これは

まさにヨーロッパの庭園の基礎ともいえる整

形式の庭園なんです。

　18世紀に、日本語では自然風景式庭園とい

う言い方になりますが、それがイギリスでつ

くられます。それはイギリスの風景を、その

まま庭としてきれいにつくって見せるという

ことです。どちらかというと平面的なデザイ

ンを中心にした幾何学様式ではなくて、イギ

リスの田園地帯やうねるような丘陵地帯、あ

るいはそこを流れる蛇行した川だとか、ある

いは方図とした森、その脇の草原など、まさ

にイギリスの自然を絵のように見るように仕

立て上げたものです。これがまさにイングリ

ッシュ・ガーデンといわれているものです。

日本でも、新宿御苑の庭の一部が、まさにそ

の自然風景式庭園なんです。明治の終わりご

ろですが。

　19世紀にかかるぐらい、あるいは19世紀に

入ってからですが、元々あったヨーロッパの

伝統的な整形式から自然風景式に移るなかで、

かつての貴族、あるいは王様、大地主という

階層だけではなく、産業革命とともにイギリ

スでも中間層が力を持ってくるわけです。そ

ういう人たちが、かっては王侯貴族とは比べ

ものにならないくらいの狭い敷地のなかで、

それでもそれなりの屋敷を構えていくのです。

そこでは、とても整形式の庭園などできませ

ん。そこで、整形式と自然風景式をミックス

して凝縮したスタイル、それはより生活と密

着するので、リンゴの木を植えたり、野菜を

植えたりもする。そのうえで花も当然植えま

す。パーティーでもやれば花を飾り、自前で

植物を利用します。そして先ほど申し上げた

ように、19世紀の本当の末になってミセス・

ジーキルが、まさにいまのフラワー・ガーデ

ンというのをつくりはじめたのです。

　そうしたイギリスの庭の中に、トピアリー

という植物を装飾的に刈り込んで造形する手

法も取り入れられています。日本でもときに、

松やツゲを利用した鶴亀や宝船などがっくら

れている例が見られます。

狭い市街地での植栽の工夫

　　先ほど見せていただいたスライドのなか

では、たぶん日本の近郊郊外のまちなみとい

うことで紹介いただいたと思いますが、たと

えば都心の東京23区を取り上げてみると150

雌ほどのコンパクトな敷地が全体の50数％を

占めています。そこに6割ぐらいの建蔽率で

すと、非常に庭という部分が少なくなる。三

階建も増えているというなかで、都市のなか

でのガーデニングには、郊外型とはちょっと

異なる手法があるのではないかと思うのです

が。

須長　基本的に、いわゆる大木というか高木

を植える余地は、極めて少なくなります。か

といって、たとえばいままで3m50ぐらいの

シンボルツリーを植えておけば二階建の建物

ととりあえずは釣り合いが取れたのですが、

三階建になるとそのバランスは極端に低くな

るわけです。そのような場合、たとえば構造

物にツル植物を絡めるというのがやはりひと

つの方法です。これはもう10m、20mも伸び

ますから、容易に三階建ての高さになります。

あるいは、外壁にメッシュ状のものを取り付

けておくことによって、たとえば西側に関し

ては、全面緑といっこともできます。そのよ

うな自由さのある植物は、まさにツル植物で、

うまく利用することができます。

　それから、皆さんご存じのコンテナ・ガー

デン。これは鉢一っでできるし、季節ごとに

つくり替えることもできます。日本は昔から

盆栽の文化がありますから、盆景みたいなも

の、季節感を感じさせるような花をその時々

入れ替えながら、玄関まわりとかカーポート

まわりに置くというような、コンテナ・ガー

デン的な要素も利用できます。

　また、先に見ていただいたカーポートの場

合でも、25種類の植物が入っていました。あ
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の程度の空間は都市のなかでも取れることは

あるでしょう。としたら、少なくとも10～

20種類は、十分楽しめるのです。そのために

は、いままでの造園屋さんにはない植物でも

園芸の世界から持ってくるわけです。

　たとえば、そういうもののひとつで、最近

注目されているのがセダムという多肉植物。

これは、ほとんど4、5cmの土があれば、生育

できるという植物です。花も咲きます。その

ような植物をカーポートの周囲や目地の間に

植えていく。あるいはコケも、そういう意味

ではいいです。ちょっと大判の平板な自然石

の平板の目地のところにコケを入れていく。

タンポポやスミレのように、種さえ蒔いてや

ればいくらでも出てくるものがあります。

　あるいは、園芸植物でもスイートアリッサ

ムなどは草丈が非常に低いです。そのような

ものを使っていくとカーポートのような5m、

3mという空間のなかでも、結構季節ごとに

花は見せられます。

　　あとは屋上ガーデンも考えられますね。

私も都内に住んでいるのですが、たまたま新

築したときにコニファー関係のものを植えた

のです。ところが比較的寒い地方での植栽だ

ったからか、うまくいかなくて全滅したので

すが、たとえば街路樹でも都市のなかで向く

植栽というのもあるのですか。

須長　コニファーは北方系のものとお話が出

ましたが、これから東京のような大都会では、

通常の気候と違った都市型気候なので、そこ

に向くのが亜熱帯の植物です。ついこの間ま

で温室に入っていたような植物が、いまの東

京だったら冬でも保つのです。熱帯の植物は

生命力が強いです。沖縄で昔、街路樹を植え

るときに材料がなくて、枝を切ってそのまま

挿しておいたらついちゃったというぐらい熱

帯植物というのは強いのです。たとえぼダチ

ュラ、あるいはランタナ、コバナランタナ、

カポックなど亜熱帯系の植物がこれからの都

市気候のなかでは意外と保ちます。

　ですから、東京のような環境を考えた場合、

最低気温が満たされれば、熱帯系のものでも

保ちます。かえって寒冷地のものを東京に持

ってくるほうがむずかしいです。シンガポー

ルあたりには日本国内と同じものがけっこう

ありますし、意外と東京という都市型環境の

なかで、新しい植物が使えるようになってき

ました。

　都市の過密空間のなかで植物を楽しむとい
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うのはなかなかむずかしい面がありますが、

植物というのはそれだけ、多様な姿、形、生

き方を持っているので、そのへんをうまく選

んでくると、意外と使えるものが出てくると

思います。

　最後にひとつお話しておきますが、戦後す

ぐの20年代、30年代の住宅というのは、あ

る意味ではまだ貧しかったり、あるいは市営

住宅など平屋建ての住宅がまだ多かった。ま

ず雨露をしのげる時代からだんだん生活の内

容の問題になってきて、二階建も出てきます。

要は、まず食って寝るというのが優先なんで

すが、庭というのは、衣食住が満足できてそ

のあとにでてきます。

　日本でガーデニングがなんでこのところ流

行っているのか考えると、やはり日本におい

ては1990年の花博がひとつのきっかけにな

っています。花井以来、全国で、自治体も民

間も含めて、花というものが人を呼べるもの

だということに気がついた。最初は、コスモ

ス何十万本とか、ヒマワリが何十ヘクタール

とか、花単体の魅力で人を呼んだのですが、

それは見に行っても、自分の庭でやるわけに

いきません。そのうち1992年ですが、『ビズ』

という雑誌が発刊されて、それまでのインテ

リア雑誌が「インテリア・アンド・ガーデン」

と衣替えしたのです。ということは、いまま

でインテリアの世界に向いていた興味の対象

が、自分の生活空間として庭というものを意

識しはじめたのがそのあたりではないかと思

います。インテリアとエクステリア、内部と

外部を共に自分の好きなようにしたい、自分

の好きな世界につくり変えたいという欲求が、

そのころ強く表われてきたと思うのです。

　それ以来、まさにイングリッシュ・ガーデ

ンがお手本になってきたのです。これは、あ

る評論家の方が書いているのですが、戦前・

大正期の生活レベルというのは冨戦後の高度

成長が終わったあとの1960年代ぐらいのレ

ベルだったというのです。意識として、生活

を楽しむ余裕が出てきたのが、まさに高度成

長が終わったあと。そこでやっと、たとえば、

それまで畳に座っていた生活から椅子になっ

て、その椅子も少しこだわりを持つようにな

る。あるいは、洋食が出てきたり、ワインが

飲まれるようになる。生活にそのようなバラ

ンスができてきたときに、プラスアルファー

として求めばじめたのが、庭ということなの

ですね。


