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日本庭園は、
石と水と植栽で構成される
コスモス（宇宙）

日本人と日本庭園の関わりは深
いが、いつ頃から庭が日本に誕生
したかは実は定かではない。
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外国人が来ない今だからこそ鍛える
日本のビジネスマンの教養！

押えておきたい
日本庭園のキホン
コロナ禍でインバウンドが激減し、落ち込んだ観光業を支援しようと
GOTOキャンペーンが展開されている。各観光地では、密を避ける工夫を
しながら、ゆったりと名所巡りや名物グルメを楽しむ観光客の姿をみかけ
る。比較的人の少ないこの時期だからこそ、改めて日本の伝統文化に触れ
る機会としたいものだ。欧米のエリートビジネスパーソンは、おしなべて
哲学や美学に造詣が深いといわれる。つまり文化の造詣の深さはそのまま、
ビジネスパーソンとしての能力に反映されるのだ。
このため最近はビジネスパーソン向けの西洋美術講座などが人気のよう
だが、ここは１つ日本人らしく、日本の伝統文化に目を向けてみたい。たと
えば日本庭園。馴染み深い存在だが、その歴史や構成要素、鑑賞ポイント
などについて語れる人は少ないのではないか。いずれコロナが終息し、国
境を超えた交流が復活した時のために、歴史や鑑賞ポイントは語れるよう
にしたいものだ。

日本書紀には飛鳥時代の620年
頃、古代庭園として蘇我馬子（そ
がのうまこ）がつくったという記
録があり、これが日本の本格的な
庭園の始まりだとされている。
その馬子に庭園の技法を紹介し

たのが、路子工（みちのこたくみ）

という百済くだらからの渡来人（と
らいじん）である。彼は推古20年
（612年）に、呉橋（くれはし）と
須弥山（しゅみせん）の像をつくっ
た。須弥山は当時導入されたばか
りの仏教の宇宙観を表すものだ。
仏教において須弥山は、世界の
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中心にそびえる高山のことで、こ
の須弥山の周りを９つの山と８つ
の海が囲んでいると考えられてい
た。この世界観を、「九山八海（く
せんはっかい）」と呼ぶ。この須弥
山を中心とした九山八海の世界を
石組みで体現したものが「須弥山
石組（しゅみせんいわぐみ）」と呼
ばれる石組で、今日にいたる石組
の原点の１つとされている。
日本庭園は石と水と植栽（木）
の組み合わせで構成されている。
時代によって枯山水庭園のように
水がなくなったりと、その構成要
素は変化していくが、基本はこの
３つの要素で構成されている。な
かでも石組は一旦設置してしまう
と変化することがまずないため、
世界観の軸となる。そのためどこ
に置いて、どのように組むかはと
ても重要となる。

名園の石を
移動させることで
その時の権勢が
誰にあるかを示した

　戦国時代は武士の間で茶道が流
行し、優れた茶碗、名碗ともなれば、
その価値は何十万石にも匹敵した
とされたほどだが、その茶会を行
う場としての庭園の造園も戦国武
将にとっては大きな意味を持って
いた。
と言っても大造園ということは
せず、名園とされる庭園の石や石
灯籠を移築することで権勢を示し
たのである。たとえば天下人となっ
た豊臣秀吉はその権力を示すため
に京都の醍醐寺で「醍醐の花見」
と呼ばれた大宴会を催すが、その
時に名石とされる「藤戸石」を移
動させている。
この藤戸石は、源平合戦の時に

源氏側の佐々木盛綱が奇襲攻撃を
しかける際の目印となった石とさ
れ、足利一族から織田信長など歴
代の権力者に愛されていた、いわ
くつきの石。秀吉はそれまでどの
権力者も動かすことのなかったこ
の石を移動させ、自分の権力を示
したのだ。
その後、石はそれほどあからさ

まな権力の象徴にはならないもの
の、石組が庭園のテーマ、世界観
を表わす役割を担っていることは
変わりない。

日本庭園の石組は、
仏教や中国の神仙思想を
表している

石組が表すテーマは、前述した
仏教の世界観を表す「須弥山石組」
に「三尊石組（さんぞんいわぐみ）」、
中国の神仙思想（しんせんしそう）
に基づく「蓬莱石組（ほうらいい
わぐみ）」「鶴亀石組（つるかめい
わぐみ）」「夜泊石（よどまりいし）」
「舟石（ふないし）」、その他として
「七五三石組（しちごさんいわぐ
み）」「陰陽石（いんようせき）」が
ある。
神仙思想とは古代中国の神話の

ことで、海の彼方に神仙島があり、
そこには不老不死の薬があるとい
う説だ。神仙島には、「蓬莱（ほう
らい）」「方丈（ほうじょう）」「瀛
洲（えいしゅう）」「壺梁（こりょう）」
などの島があるとされている。

漢時代の武帝はこの神仙思想を
追求し、晩年住んだ離宮の庭園で
は、その池泉（ちせん）に神仙島
を築いたことで知られる。武帝は
この際、長寿のシンボルであった
亀の形に神仙島をつくり、その対
岸に鶴の置物を配置している。
この武帝の逸話から庭園の池泉
には、蓬莱島と鶴と亀の島がセッ
トでつくられるようになり、以後
中国ではこのスタイルがスタン
ダード化している。この武帝の世
界観は飛鳥時代になって仏教の伝
来とともに日本に入ってきて、そ
の造形をいち早く採用したのが蘇
我馬子なのであった。
神仙思想の石組は脈々と今日ま

で受け継がれている。池泉のある
庭園では、池のなかに蓬莱島、鶴島、
亀島を対にして配置するケースが
多く、それは水のない枯山水の庭
園でも表現されている。
蓬莱島は理想郷であるため人々

を近づけない島とされ、蓬莱石組
では、１つの巨石を立石にして峻
険な様を力強く示している。
また、鶴と亀は対なので、庭園
で亀らしい島を見つけたら、必ず
鶴島があるはずだ。注意して探し
てみるといい。それぞれ石組手法
で表現され、とくに亀は亀頭石、
亀手石、亀尾石、亀甲石などを使っ
てリアルに組まれることが多いよ
うだ。
一方鶴石組は鶴の首を表現する
鶴首石、羽を表現する羽石で構成
されることが多い。
このほか池泉には夜泊石が置か
れることもある。夜泊石は宝を運ぶ
ために夜、海に停泊する姿を現して
いる。池のなかに直線的に複数の
石を配することが特徴。また舟石は、
この世とあの世を行き来する舟を表
し、１つの石で表現する。
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仏教思想に基づく須弥山石組
は、須弥山を中心とした九山八海
の世界を表現するために、須弥
山に見立てたひときわ高い石の周
りをいくつもの石が囲んで配され
る。また三尊石組は、阿弥陀三尊、
釈迦三尊、薬師三尊、不動三尊な
ど三尊仏の姿を３つの石を使って
表わす。
三尊石組は石組の基本とされ、
真ん中を高くし、左右を低めに配
置することでバランスをとってい
る。石組の基本形なので時代とと
もにさまざまなスタイルが生まれ
ているのも特徴だ。
こうした神仙思想や仏教から離

れ、日本独自で発達したのが、「陰
陽石」。陰陽石は子孫繁栄を祈念
し、男女の和合を思わせる形で組
まれることが特徴だ。とくに江戸
時代になると世継ぎを求める大名
がつくる大名庭園で、盛んに採用
されている。
七五三石組は、もともと神仙思
想を背景に中国の縁起の良い数字
とされる奇数を並べたもので、7個、
5個、３個の塊で表現します。石組
みとしては最も組みやすいテーマ
とされている。

船に乗って
遊ぶためにつくられた
池泉舟遊式庭園

日本庭園は蘇我馬子の時代に大
陸の様式を模して作庭が始まった
が、そこで重視されたのが水だっ
た。とくに九山八海を表現する神
仙思想から生まれた庭園では海を
表現する池泉は必要条件だ。庭は
もともと古代においては神社の境
内や祭りの場の性格を持っていた
が、遊びができる場としての役割
が大きくなり、やがて池泉に舟を

浮かべて音楽や舞踊を楽しめるよ
うな大型のつくりに変わっていっ
た。舟を浮かべて遊ぶことからこ
の形式を「舟遊式庭園（しゅうゆ
うしきていえん）」と呼ぶ。また池
泉も長く曲がりくねった造形が多
いことから、曲水庭園（きょくす
いていえん）と呼ばれることもあ
る。いまでは言えばさながらディ
ズニーシーかUSJといったところ
だ。時代の順番からすれば、ディ
ズニーシーやUSJこそが現代の日
本庭園なのである。
さて舟遊式庭園や曲水庭園は奈
良時代に発達していったが、平安
時代になると、寝殿造（しんでん
づくり）の屋敷に大きな池泉を配
した庭園がつくられるようになる。
平安京があった京都は水に恵まれ
た土地で、掘るといたるところから
水が湧いたようで、記録によると
数多くの大池泉庭がつくられてい
た。
貴族たちは、その大池泉に龍頭
鷁首（りゅうとうげきしゅ）とい
われる、船先に龍と鷁と呼ばれる
想像上の水鳥を飾った２艘の舟を
浮かべ、遊びに興じていた。
この時代貴族の生活の中心は庭
だった。建物は庭に付随する存在
で、寝殿造の名の通り、寝るだけ
の場だったようだ。
この時に発達したのが、池泉ま
での水を引く「遣水（やりみず）」だ。
遣水は地下水を掘り上げ、曲線の
水路で引いてくるのが基本で、平
安時代になると寝殿造の建物の床
下を通すスタイルに変化していく。
これは夏に涼を呼び込むものとし
て人気を博していった。また床下
を通すことで生まれるせせらぎの
音も楽しんでいたようだ。
この遣水は当初直線的でしたが、
時代が下るにつれ、徐々に曲線に

変化していく。
大陸から庭園文化がもたらされ

た頃の日本の庭園は、直線を主体
とする四角いものだった。当時の
中国大陸の技法や考えが反映され
たものだが、これは当時の中国大
陸だけではなく、ヨーロッパでも
同様で、その多くが直線的だけで
なくシンメトリックな形をとって
いる。ところが日本では奈良時代
に入ると直線的な造園はみられな
くなっていった。
曲線的な造園にシフトした理由

としては、中国伝来の「曲水の宴」
の影響を受けたという説が有力だ。
曲水の宴とは、中国伝来の宴で、
曲がりくねった川の汀（みぎわ）（水
際）に座り、上流から盃を流し、
盃が目の前を通るまで詩歌を詠む
という優雅な遊びのことだ。
これを奈良時代の貴族たちが、
その嗜みとして取り入れ、その嗜
みの場としての庭園が次第に曲水
庭園に変化していったのだ。遣水
もこの影響を受け、曲線化していく。
遣水は平安時代以降、一旦廃れ

ていったが、江戸時代になると大
名たちが造作した大名庭園のなか
で復活していった。

登竜門の故事から誕生した
蘭渓道隆の「龍門瀑」
　
このほか水を使った装置として
は、滝が重要な役割を果たしてい
る。滝は飛鳥時代には作られてい
た。滝は庭園のなかでも主役級の
存在で、その形式もさまざまなも
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のがある。
平安時代に誕生した「作庭記」

では滝の水の落とし方に言及して
いて、主に次のような種類が挙げ
られている。
●「稜落ち（そばおち）」…滝が正
面から見て斜めを向いているよう、
滝の面を少し左か右に斜めに向け
て落とす方式
●「向かい落ち（むかいおち）」…
二筋の水が向かい合うように落ち
る方式
●「片手落ち（かたておち）」…滝
壺に石を置き、そこに当たると水
の向きがかわるように落とした方
式。二段滝のような構図になる
●「糸落ち（いとおち）」…滝口の
部分に凹凸のある水落石を置き、
水の方向を複数に分散することで
いくつもの糸のような滝をつくる
方式
●「重ね落ち（かさねおち）」…二
重三重に水落石を重ねて水路をつ
くり、滝の落差に応じて、水の筋が
いくつも交錯しながら落ちる方式
●「伝い落ち（つたいおち）」…水
落石のひだに従って水が伝い落ち
る方式
●「布落ち（ぬのおち）」…淀ませ
ておいた水落石にゆるく流しかけ、布
をかけたような落とし方にする方式
●「離れ落ち（はなれおち）」…滝
口に鋭角の水落石を立てて、急流と
して落とす方式。水が石を伝わらず、
一気に落ちる

滝は、室町時代に枯山水の庭が
流行り出し、水が使われなくなっ
ても主役の座を守っている。この
枯山水の滝の様式をリードしたの
が、中国南宋から渡来した禅僧の
蘭渓道隆（らんけいどうりゅう）だ。
蘭渓道隆は、「登竜門」という故
事からイメージした「龍門瀑」を

生み出す。
中国の黄河上流には三段構えの
激流の滝があり、この三段の滝を
登りきった魚は龍になるとの伝説
があった。これが「登竜門」のい
われだ。
蘭渓道隆は、石組のなかに、龍

となる勢いのある鯉をイメージし
た石を組むようにした。この石を
「鯉魚石（りぎょせき）」という。
この龍門瀑は、後世の夢窓疎石
（むそうそせき）などの僧によっ
て広められていった。
龍門瀑は、池泉に流すための滝

として作られていたが、滝が枯れ
てもその偉容に打たれる者が増え、
次第に枯山水のなかでも多用され
るようになったのだ。
龍門瀑がある庭園では必ずこの
鯉魚石があるので、ぜひ探してみる
といい。その勢いからエネルギーを
もらうことができるかもしれない。
庭園における水のこだわりは、

ほかにも池泉の汀（水際）にも見
られる。池泉はもともと大きな海
をイメージして作られているので、
その汀には砂浜をイメージした施
しがなされていた。その手法の１
つが「州浜（すはま）」だ。州浜は
池の汀に同じ形の石を敷き詰めて、
水と岸との境目を曖昧にする効果
を狙ってつくられたものだ。州浜
の存在は汀の水が清らかに見える
効果もあった。

反橋は極楽浄土への架け橋。
平橋にはその意味はない

大きな池泉と寝殿造の建物で構
成されていた舟遊式庭園は、平安
時代末期になると当時流行った末
法思想（まっぽうしそう）の影響
を受けて、極楽浄土への往生の願
いを込めた「浄土式庭園（じょう

どしきていえん）」に移っていく。
従来の寝殿の位置に阿弥陀堂（あ

みだどう）を、対の位置に五大堂（ご
だいどう）や薬師堂（やくしどう）、
鐘楼（しょうろう）、経楼（きょう
ろう）を建てて、従来の池泉は黄
金池に、中島は極楽浄土の舞台と
見立てるようになった。
また浄土式庭園においては池泉

に反橋（そりはし）を架けるのが
一般的になる。反橋は極楽浄土へ
の架け橋であり、ここを渡ること
は浄土へ入ることを意味した。ち
なみにこうした池泉には、反橋で
はなく平橋も架かっているが、平
橋を渡っても極楽浄土へ入る意味
は持たされていない。

枯山水が広がった背景には
「コスパ」と
「応仁の乱」がある

平安時代から鎌倉時代へ移ると、
社会が貴族中心から武家中心に変
わっていく。庭園もまた変化して
いった。
大きな寝殿造ではなく、座敷に

畳を敷いた現代の和風建築に近い
書院造になっていった。庭園の規
模も縮小し、舟遊式庭園から回遊
式庭園に変わっていった。とくに
禅宗の影響を受けた鎌倉時代の武
士たちは、質素な生活を好み、舟
に乗って遊びに興じるより、池の
周りを歩きながら思索を巡らした
と言われている。
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また禅宗の影響により、庭で行
われていた行事や儀式が、室内で
行われるようになり、大型の庭園
は不要となっていった。庭園は徐々
にコンパクト化していったのだ。
さらに室町時代となると庭園は
大きな変化を遂げる。水のまっ
たくない枯山水の庭園が広まって
いったのだ。
枯山水が登場した背景にはいく

つもの要因が重なっている。
禅宗の影響に加え、京都に水が

出る場所が少なくなっていったこ
と、広大な敷地を確保することが
難しくなっていったこと、さらに
この時代に北宋から入ってきた絵
画、水墨画の影響もあった。モノ
トーンの陰影で構成される水墨画
を３次元で体現するのに枯山水が
適していたからだ。とくにこの時
代に活躍した画家、雪舟（せっしゅ
う）の影響は大きく、峻険な岩山
をダイナミックかつ幽玄な筆致で
描かれた絵は、石を主体とした枯
山水の庭園にぴったりだった。ま
た水墨画は景観の全てを描かない
ため、観るものの想像力を掻き立
てた。その省略の美が枯山水には
マッチしていたのである。
もう１つ枯山水が広がった背景
は、ずばりコストパフォーマンス
の高さだった。広大な敷地に池泉
や植樹、多くの石組を要す大庭園
は多くのコストがかかった。造園
だけでなく、維持管理もばかにな
らない。とくに室町時代には、応
仁の乱が京都の街を壊し、武士た
ちも貴族も疲
弊していたた
め、 大 規 模
な庭園を築く
ことが難しく
なっていたの
だ。

茶の湯が生み出した
「露地」という世界

その後時代が安土桃山時代に入
ると、茶の文化が庭園の造形を変
えていく。
その１つが茶室の登場である。
庭園の一角に、客人を招き入れ茶
をもてなす専用の場として小さな
茶室が設けられ、茶の湯のイメー
ジを広げる空間として茶庭が登場
した。茶庭は茶室まで歩む「道す
がら」を意味することから、次第に
「路地」、さらに「露地」と変化し
ていった。千利休は露地を「世の
中の汚れをすすぐ場」ととらえ、
自分の清浄の世界に身を置かない
といけないと考えていたようだ。
そのため、露地は質素で、深山
幽谷の庵の風情がよしとされた。
露地は清浄を旨とする場なので、
口や手をすすぐために「手水鉢」
が置かれるようになった。
この手水鉢をシステマチックに
構成したのが、蹲踞つくばいだ。
蹲踞は手前に手水をするために乗
る「前石」、夜会のために手燭（手
持ちの灯）を置く「手燭石」、鉢か
らこぼれる水を受ける「海」など
がセットになって構成された。
もともと用と美のバランスを追
求する茶の湯から発展していった
露地においては、蹲踞の中心とな
る手水鉢もまた多様化していった。
「袈裟形（けさがた）」「鉄鉢型（てっ
ぱつがた）」「四方仏形（しほうぶ
つがた）」、「笠形（かさがた）」な

どさまざまな趣向を
凝らしたタイプが、
およそ20種以上誕生
している。
石灯籠が登場する

のもこの頃。お茶で
夜咄をしたり、暁の

茶会のための明かりとして露地脇
に置かれるようになった。
露地はやがて茶の湯の発展とと

もに複雑化し、外露地と内露地に
分かれていく。

敷石には書道の楷書、
行書、草書に似た
カテゴリがある

この露地の登場で取り入れられ
た要素が、「飛石（とびいし）」と
「敷石（しきいし）」だ。
飛石は、土や苔などで歩きにく

そうな場所の足場と行き先案内を
兼ねて打たれた。
飛石の打ち方にもさまざまな種
類が生まれていった。
左右に一歩ずつ打たれる「千鳥

（ちどり）打ち」を基本としながら、
まっすぐ打つ「直打ち」、２つが直
打ちで、１つ置いてまた２つが直
打ちとなる「二連打ち」、２つと３
つを組み合わせ
る「二三連打ち」
などのほか「三
連打ち」「四連打
ち」などがある。
ほかに雁行が
んこうをイメー
ジした「雁（かり）
打ち」、大きく弧
を描く「大曲（おおまがり）打ち」
などがある。いずれも無理のない
足の運びを促すという「用」を目
的としているが、風情や侘びといっ
た美も重要になる。着実に目的に
誘うだけでなく、途中にわざとルー
トを外した石を置いたり、なかに
は大きく迂回させたりなど、遊び
心を入れることも重要だ。そこに
は、立ち止まって景色を見てほし
いという作者やオーナーの意図が
反映されている。飛石のなかでも



庭園を彩る松の木
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滝や遣水、池泉の周囲に沿った打
ち方をしているものをとくに「沢
渡り」と呼ぶ。
一方敷石は、飛石とは違い、歩

みそのものを安定させるために打
たれる。歩くと足裏に当たる敷石
の礫を楽しむのが敷石の趣だが、
その組み方によって、書道の「楷書」
「行書」「草書」にあたる「真」「行」
「草」のスタイルがある。切石だけ
で幾何学的に組んだ敷石を「真」、
自然石のみを用いた「霰あられこ
ぼし」と呼ばれる敷石を「草」、切
石と自然石を組み合わせた敷石を
「行」と呼び、わけている。

役木の王様「松」

日本庭園を構成するもう１つの
大きな要素は植栽（木）だ。石組
の亀や鶴と同様に、縁起を担ぐも
のが主体で、これには盆栽などに
使われる松や杉、檜、楠などの常
緑樹が用いられてきた。これらの
木は寿命も長く、古代より神が舞
い降りる「依代（よりしろ）」とし
て信仰の対象となるものも多く見
られていった。
平安時代後期の「作庭記」には、
東西南北のそれぞれに青龍、白虎、
朱雀、玄武の神がおり、その四神
相応（ししんそうおう）に従い、ど
の方向から水を引き、池を置き、
山が見えるように作庭すべしと書
かれている。現実には必ずしもそ

のような条件
の土地が見
つかるとは限
らない。そこ
でそのような
場合に対応
した植栽方法
が書かれてい
る。

たとえば東に川がなければ柳（や
なぎ）の木を9本植える。西に大
通りがなければ木大角豆（きささ
げ）を7本、南に池がなければ桂（か
つら）を9本、北に山がなければ、
楡（にれ）を3本植えるなど、樹
木の種類と本数が指定されている
のだ。さらにそれ以外の樹木に関
しても、西には紅葉を植えると良
い、東に花木を植えると良い、な
ど細かく指示されている。
庭園において、役割をもった樹

木を「役木（やくぼく）」といい、
江戸時代に書かれた『築山庭造傅』
には、この役木の役割について細
かく書かれており、今日の作庭の
基本となっている。役木には次の
ようなものがある。
●正真木（しょうしんぼく）…庭
の中の主木で、景観の中心となる樹
木。松、黐（もちのき）、槇（ま
き）などが代表
●景養木（けいようぼく）…正真
木と対比的に扱い、正真木を補完す
る樹木。正真木が松などの針葉樹で
あれば、景養木には楓（かえで）な
どの広葉樹を使う。逆に正真木が広
葉樹である場合は、針葉樹を用いる
●寂然木（じゃくねんぼく）…南
庭の東側に植える木で、常緑樹を用
いる。枝葉の間から朝の光が溢れ輝
くのが望ましい
●夕陽木（せきようぼく）…寂然
木とは逆に南庭の西側に植え、西日
が葉を美しく透かすような、楓など
紅葉する木がのぞましい
●庵添えの木（いおりぞえのき）

…茶庭において茶室の軒や腰掛
け、四阿（あずまや）などの近くに
植えて風情を醸し出す木
●飛泉障りの木（ひせんざわりの

き）…滝の手前に添えて、滝口をあ
らわに見せないようにする木で、奥
山の風情を醸し出す

●見越しの松（みこしのまつ）…
庭の背景を構成し、前面の景観を引
き立てる
役木はそれぞれ役割にふさわし

い樹木が植えられているが、古く
より主役を務めてきたのがやはり
松だ。池泉に浮かぶ蓬莱島や鶴島、
亀島などに植えられているのも松
がほとんどで、これは縁起だけでな
く、神仙思想において松が仙樹と
して決められてきたからでもある。

新宿に小田原の宿場町を
原寸で再現した
大名庭園（テーマパーク）が
あった！

　枯山水や茶庭の発展により、抽
象化、華美の排除など、ひとつの
究極に向かった日本庭園だが、江
戸時代になるとふたたび大庭園の
時代を迎えた。戦国の世も終わり、
安定した社会を迎えると諸藩の大
名は権威と趣味の良さを競い合う
ように造園に力を入れ出したのだ。
これが「大名庭園」の登場である。
サイズが大型化し、池泉なども
復活した。特徴としては、富士山
などの名勝を庭園内に再現するこ
とが挙げられる。
たとえば、熊本の水前寺成趣園

（すいぜんじじょうじゅえん）では、
富士山に見立てた築山を中心に東
海道の名勝を再現している。また
黄門様で知られる徳川光圀は、中
国様式を取り込んだ小石川後楽園
を江戸に作庭し、また柳沢吉保（や
なぎさわよしやす）は六義園（りく
ぎえん）に和歌に歌われた世界を
再現した。
尾張藩2代目藩主だった徳川光
友は、なんと現在の新宿区の戸山
公園一帯に、小田原の宿場街を原
寸で再現した「戸山荘（とやまそ
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う）」を造営している。その敷地面
積は約45万平米、東京ドームの約
10個分。街道沿いに37軒の店が立
ち並び、花屋や筆屋、酒屋が軒を
連ねていたといい、藩主が遊ぶ時
にはそこにエキストラが配されて、
実際に物が売買されていたという。
まさにテーマパークだが、これ
を江戸時代につくったというのは
驚きだ。
もう１つこうした大名庭園とし
て特徴づけられるのが、男女のシ
ンボルに模した陰陽石を構成のポ
イントにしていることだ。名大名
庭園と呼ばれる庭園には、必ず陰
陽石が配されている。たとえば岡
山の後楽園や香川の栗林公園に

は、複数の陰陽石が置かれてい
る。大名たちの世継ぎを持つプレッ
シャーが偲ばれるようだ。
日本庭園は明治以降になると、
西洋式の庭園要素を取り入れなが
らも日本庭園の伝統を受け継ぎ進
化していった。明治大正期の日本
庭園の特徴としては借景という概
念を取り入れたことにある。借景
とは庭園外の自然を背景として取
り入れること。借景により庭園自
体の広さや世界を大きく見せるこ
とができたのだ。
日本庭園には、竹垣や橋、延段、
苔、砂など欠かせない要素がほか
にもあり、その種類や使われ方も
さまざまだ。興味が湧いたのであ

ればぜひ専門書などを手にとって
もらいたいと思うが、それより何
より、実際に日本庭園に足を運ん
でみるといいだろう。日本庭園は
オープンエアで、コロナの感染リ
スクも少ない。いままで気づかな
かった新鮮な光景が見えてくるは
ずだ。

【参考】
●『よくわかる日本庭園の見方』 監修・斎藤忠一 

［JTB 出版］●『しかけに感動する「京都名庭園」』 
烏賀陽百合 ［誠文堂新光社］●『歴史がわかる、
腑に落ちる「日本庭園」の見方』 監修・斎藤忠一
／田中昭三・『サライ』編集部 ［小学館］一●『日
本美術史』 監修・辻惟雄 ［美術出版社］
【参考WEBサイト】
●「和楽」公式サイト　ほか
【画像提供】
● PIXTA　ほか

■ 日本庭園は、石と水と植栽で構成されるコスモス（宇宙）
■ 船に乗って遊ぶためにつくられた貴族の「舟遊式庭園」
■ 池の周りを思索する武家のニーズから生まれた「回遊式庭園」
■ 池泉式庭園の世界観の原点は「神仙思想」と仏教
■ もっともベーシックな石組「三尊石組」
■ 池泉式庭園の池の島は「蓬莱島」
■ 反橋は極楽浄土への架け橋。平橋にはその意味はない
■ 水墨画の影響を受けて成立した枯山水
■ 禅僧、蘭渓道隆が生み出した石組滝の傑作「龍門瀑」
■ 龍門瀑には滝を登る縁起物「鯉魚石」が必ずある
■ 茶の湯がよって生み出された「露地」という世界
■ 露地を歩くために飛石、敷石が生まれた
■ 飛石、敷石は、意図的に景色が入るように工夫されている
■ 敷石には書道の楷書、行書、草書に似たカテゴリがある
■ 石灯籠も、蹲踞も露地から生まれた
■ 小田原の宿場町を原寸で再現した大名庭園、「戸山荘」
■ 大名庭園はテーマパークのはしり
■ 大名庭園にある陰陽石には大名の世継ぎへの悲願が込められている
■ 役木の王様「松」
■ 朝日に映える木、夕日に映える木を正しい位置に植える
■ 明治以降は借景が発達

POINT



Contact: MOSEVIC
Unit 4, Viaduct Works, 
Ponsanooth, Truro, Cornwall, 
TR37JW
Phone : +44 (0) 7825 751711

（MOSEVIC公式サイトより）
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イマドキのリサイクル事情ってスゴイ！

えっ、こんなものまで！

SDGs がビジネス界を席巻している。

SDGsとは、国連が提唱する持続

可能な社会実現していくために企業、市民が取り組むべ

き目標として設定された17ジャンル、169のターゲッ

ト項目のことを指す。

17のジャンルだけでも大変なのに、169もの項目をク

リアするなんて…。会社が倒産してしまう！ と叫びを上

げなくても大丈夫。このなかの１つでも２つでも会社の

事業やふだんの生活などで取り組むことができれば、そ

れだけでも十分SDGsの仲間として認められるので…。

　逆に言えば、169もの項目を立てれば、何かしらでき

ることはあるだろう、というのが、このSDGsの趣旨。

テーマとしては、貧困や差別、教育格差、ジェンダー

平等など現代の人権問題、労働問題などが入っているほ

か、クリーンエネルギーや海の豊かさ、陸の豊かさなど

といった、割と昔からの環境問題があがっている。

　このエネルギー問題、環境問題は20世紀から引き継

いだ割と古い問題で、ある程度すべきことは明確で、社

会にも浸透している。

　なかでも資源のリサイクルについては日本の取り組み

は先進的であり、社会にも定着している。だからなんと

なく、目新しい技術や事業など、ないのでは？ と思いき

や、リサイクルはどんどん進化している。しかも結構意

外なカタチで。

　いくつか紹介しておこう。

●デニムのサングラス「MOSEVIC」
多くのリサイクル事業でも衣類は、さまざまな企業

がさまざまなカタチで取り組んでいるが、イギリスの発

明家であり、スタートアップ「MOSEVIC」の創設者で

あるジャック・スペンサーさんは、デニムをリサイクル

してサングラスのフレームに利用するビジネスを開始し

た。彼は知人のデザイナーから、廃棄されるデニムをカー

ボンのように強化して洒落たサングラスに変えるアイデ

アを約10年ほど前に受け、デザインや強度など、納得

できる商品にするまで、9年をかけてきた。

　彼はいわゆるファストファッションを展開するブラン

ドが、カーボン・オフセットに取り組んでいることを知っ

てはいたが、それだけでは、「地球やウミガメを救うこ

とにはつながらない」と考えていた。

　MOSEVICのサングラスは、廃棄されたデニムに樹脂

を注入し強化したもので、デニムのタフさをさらにタフ

にし、ソリッド感を演出。レンズにはドイツのカール・

ツァイスが使われて、デザインフルでラグジュアリーな

商品になっている。



エアバスやボーイングのドアや翼
を使った時計やライト、テーブル。

(PLANE Industries公式サイトより）

Contuct: Plane Industries
Whaddon Farm
Hilperton Lane
Bath
BA14 6NR
+44 (0) 7889 201 334
harry@planeindustries.com

(PLANE Industries公式サイトより）
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飛行機の座席に使われた

シートカバーを使用した、

限定商品。気が利いている

のが、いずれもどの機体の

どこのシートを利用したと

いう“出自”がわかるだけで なく、そのシートが何カ

国、どのくらいの距離を移動し、どのくらいの高度で、

平均時速何kmで飛行したという

記録を表示したタグもついてい

るのだ。

　ファッション性だけでなく、

誕生した時から語るにふさわし

い「物語」が染み込んでいるのだ。

　同社では、ほかに機体の部

材を使った時計やテーブル、ラ

イトなどをソリッドでレトロ

フューチャーなテイストで創り

出している。

●廃棄野菜から生まれた、
　食べても安心なクレヨン
　食品の廃棄ロスに対する関心がさまざまなカタチ

のビジネスを創り出している。青森県に本社をおく

MIZUIROは、廃棄される野菜からカラフルなクレヨン

を開発し、国内だけでなく海外でも展開している。

　創業者の木村尚子さんは、地元青森のデザイナー。子

育てをしながら仕事をしている時に、地域の農家との交

流などから野菜の魅力を広げたいと考えたこと、子ども

と一緒に楽しめる時間をつくりたいとの思いから、青森

●旅客機の廃棄シートや
　エンジンパーツから生まれた
　デザインバッグや家具
　コロナ禍で大きなダメージを受けている航空業界。飛

ばない飛行機が空港に駐機したままの状態が続く光景を

見るのは、物悲しい限りだ。再び世界中に自由に旅行で

きる日が待ち遠しい。そればかりか、このダメージを受

け、日の丸ジェットとして進められてきた三菱航空機が

開発を凍結した。航空機は日本のものづくりの新たな柱

として期待されていただけに、今後の影響は計り知れな

い。

　一方このタイミングで引退する現役機も多い。データ

会社のシリウムによると2016年以降、引退してきた航

空機は毎年400 〜 500機程度だったが、2023年まで

に年間1000機に増えると予想している。

　また同じくコンサルティング会社のNAVEOの調査

では、運行しないまま、再開しない飛行機が2019年の

680機から2020年には2000機に増えると予想してい

る。こうして引退を余儀なくされた飛行機は、解体され

て使える部品が中古市場に回っていくことになる。これ

はこれでリサイクルに

なるわけだが、客席の

シートなどはリサイク

ルされるよりは、マニ

ア向けのマーケットな

どに放出されるか、廃

棄処分される率が高

い。

　イギリスのファッ

ション＆インテリア

メ ー カ ー のPLANE 

industryは、その名の

通り、飛行機のパーツ

を再利用してバッグや

家具、時計などのセン

スあふれる商品に生ま

れ変わらせている。

　2016年にクラウド

ファンディングによっ

て誕生したバッグは、



(MIZUIRO 公式サイトより）

入れ歯リサイクルボックス
(日本入れ歯リサイクル協
会 公式サイトより）
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県の藍染の技術にヒントを得て、野菜の煮汁を使ったク

レヨンを思いついた。商品開発や事業化などについては

全く知識がなく、手探りでの開発だったが、青森県の助

成金を得て、２人のスタッフを雇用して試行錯誤を繰り

返していた時に出会った名古屋のクレヨンメーカーで事

業化が大きく前進、製品化にこぎつけた。

　MIZUIROの原材料は加工時などに廃棄される皮や外

葉、規格外品で、特産のりんご、とうもろこし、ごぼう、

キャベツ、ねぎ、人参、カシスなどが使われている。同

社では現在、野菜だけでなく、米や花を使ったクレヨン

「おこめのクレヨン」「おはなのクレヨン」、野菜を使っ

た粘土「おやさいねんど」などを販売している。

●入れ歯のリサイクルで、
　世界の子どもたちを救う
　今でこそ少ないが、昔のお金持ちは金歯を入れる人

が多かった。今は……。昔ほどではないが、入れ歯は貴

金属の宝庫だ。宝庫というと言い過ぎかもしれないが、

かなりの量が含まれている。金や銀、バナジウムなど、

レアメタルが部分入れ歯で平均５ｇ入っているという。

ざっくりいうと１個当たり2,500円ほどの価値がある。

しかしその多くが持ち主の死去とともに「死蔵」された

り、あるいは廃棄されることが多かった。このためこれ

をリサイクルしようという動きが2000年代から高まっ

た。2006年にNPO法人、「日本入れ歯リサイクル協会」

が設立され、そのリサイクルが進んでいる。同協会は各

自治体にリサイクルボックスを設置するほか、協力する

歯科医院にも置いてもらっている。同協会では貴金属精

製会社に持ち込み、これを現金化し日本ユニセフ協会な

どに寄付している。現実的には１個あたりの精製コスト

は収益を上回るが、これを一度に大量に集めてコストダ

ウンを図り、収益化している。

　ユニセフによれば、１個あたり入れ歯の収入で、マラ

リアから身を守る蚊帳が４張、寒

さから身を守る毛布７枚、勉強す

るためのノートと鉛筆を約46人

分などが購入できるという。

　入れ歯だけでなく、虫歯の詰め

物や被せ物などに使われる金属も

貴重な資源となる。歯はいろいろ

な意味で大切なのだ。

●使用済み紙おむつは
　リサイクルで新品に
　紙おむつは、現在ほとんどの乳幼児を持つ親が使う定

番アイテムとなっているが、子どもが一人でトイレに行

けるようなると途端に不要になる。だいたいお母さん、

お父さんはスーパーやドラッグストアで数十着入のお値

打ち品を買っているので、紙おむつが余ってしまうこと

が多々ある。そういった紙おむつなら、メルカリで売れ

ば確実に売れるだろう。これはリサイクルではなく、リ

ユースだ。日本はリサイクル技術、文化は進んでいるが、

リユース文化はヨーロッパに比べて進んでいなかった。

そこでというわけではないが、環境省が使用済みの紙お

むつのリサイクルのガイドラインをつくり、再利用を促

した。背景は、子ども向けの紙おむつ消費の問題より、

大人向けの紙おむつ問題があった。少子高齢社会を受け、

年々大人向けの紙おむつの消費は上昇しているが、その

9割が焼却されているという。使用済み紙おむつは水分

を含んでおり、そのため焼却には通常使用しない助燃剤



ユニ・チャームの紙おむつのリサイクルフロー（ユニ・チャーム 公式サ
イトより）

（Northern Monk Brewery 公式FaceBookより）

（コンバース 公式サイトより）
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が使われる。また紙おむつは吸収性を高めるため、プラ

スチックなどを使用。これが焼却の際に炉を痛めるとい

う問題があった。

　こうした要請を受け、業界トップのメーカー、ユニ・

チャームは2015年から事業化に取り組んでおり、2019

年に再利用できるまでの技術を開発。現在業界全体に普

及すべくコンソーシアムの設立を進めているほか、この

10月には、2030年まで、全国10 ヵ所のリサイクル拠

点の実現する予定だ。

●腐りかけた残飯をつかった
廃棄物ビール
フードロス対策が話題だが、イギリスのクラフトビー

ルメーカーのNorthern Monk Breweryが生み出した

ビールは、食べ物の残飯。しかも腐りかけた洋梨や賞

味期限のクロワッサンなどを使ったもの。もともと同社

オリジナルの発想ではないようで、賞味期限の食品を

提供するプロジェクトThe Real Junk Food Project

（TRJFP）がオープンさせたカフェに感銘を受けて、

「WASTED（廃棄物）」を発酵させて完成させた。醸造

過程で出るホップや麦芽カスは、農家に寄付して堆肥な

どとして使ってもらう。完全クローズドのリサイクル。

　製法からすると洋梨を使ったエール。味は、非常に

バランスが取れており（信じられないくらい）、ほのか

な果実味を感じる、とイギリスの保守系メディアのガー

ディアンが報じていた。それにしても原材料に堂々と「廃

棄物」「残飯」と印字されたビールを出されたら、誰が

飲むだろう？　感覚としては日本の納豆を「腐った豆」

と紹介する外国人のようなものだろうか。

　日本でもできそうだ。

●廃棄野菜を染料にした
 「フードテキスタイル」
　一方、スポーツシューズ

ブランド、コンバースは廃

棄野菜を染料に利用してカ

ラフルなスニーカーを商品

化している。この染料を提

供しているのは、名古屋市

の豊島という繊維商社。同

社は野菜から抽出した染料

を使った素材や商品を「フー

ドテキスタイル」ブランド

としてメーカーに提供して

いる。現在までに15の農家

や食品関連企業と提携、靴

や衣類をはじめとするさま

ざまなファッションブラン

ド商品として世に送り出している。フードテキスタイ

ルの魅力はなんといってもその色の数。50の食材から

500色のバリエーションを生み出している。

●ナイキのスニーカーは、
廃材でつくられる
グローバルブランドのナイキは、ある意味最もSDGs

に敏感な企業の１つかもしれない。ナイキの工場はベト

ナムやインドネシアなどの低賃金国に置かれており、そ

の従業員待遇が劣悪で、NGOなどに指摘され大きな問



（ナイキ公式サイトより）

（ナイキ 公式サイトより）

卵は100％無駄なく使われている。（キューピー公式サイトより）
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題となっていた。現在、

ナイキは労働環境改善

などに積極的に取り組

んでいるほか、Move to 

Zero」をスローガンに掲

げ、炭素排出と廃棄物ゼロを

目指した「サステイナブルな商品開発にも意欲を見せて

いる。今年8月には自社工場から出た繊維などの廃材を

50％以上使ったブランド「ナイキ ス

ポーツウエア リサイクルド キャ

ンバスパック」のシューズや

ウエアを発表した。全体的に

アースカラーが目立つ、落ち

着いた色だが、カラフルな色

に慣れているファンには好評

のようで、クールとの声も挙がっ

ているようだ。

●卵の殻を徹底的にリサイクルする
　キューピー
　食品リサイクルは、さまざまな企業がいろいろな商

品や事業で展開している。マヨネーズで知られるキュー

ピー。製造工程で残った卵の殻は年間で２万８千トンも

あることから、早くからその卵の殻の利用法にはアイデ

アを絞ってきた。

　キューピーでは殻が含む高いカルシウム成分に着目。

土壌改良材として提供するほか、またカルシウム強化

材として乳幼児向けの栄養食品の原料に使っている。ま

たその色から石灰の代わりにグランドに線を引くための

フィールドライン、エコチョークなどに商品化。エコマー

ク認定やグリーン購入法適合商品ともなっている。

　このほか、砕いてスタッドレスタイヤやゴム底靴の

材料などの工業製品原料としても使われている。また

近年は殻の多孔質構造に着目した壁材としても利用さ

れている。

　さらに卵の殻の内側の卵殻膜は、アミノ酸など成分を

豊富に含んでおり、コクを出すために同社のドレッシン

グなどにも使われている。

　卵に限らず、生き物が生み出すものは、ほとんど無駄

がない。アイデア次第で、まだまだリサイクル利用でき

そうだ。
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イト／外務省サイト／コンバース公式サイト／ナイキ公式サイト／
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