
庭と庭園 Private Garden
1.古代都市における庭
一般市民の庭は、実用的な中庭。（入口のアトリウム、列柱廊に囲まれた中庭ペリステュリ

ウム）中庭は通路であり、採光・通風・換気の空間、作業場、憩いの場、自然鑑賞の場。

王族、貴族の庭は儀式、宴、研究用の庭。食料用の果樹園、作物園、薬草園、外国からの

栽培種の見本園、等研究用観賞用商売用。

メソポタミア、アッシリア、バビロニアの王族が盛んにつくる。バビロニアのネブカドネザル２

世（ＢＣ605～562）は、ペルシャ出身で故郷の自然を懐かしがる妻のために空中庭園
Suspended garden (hanging garden)を造る。
ギリシャでは、叙情的、宗教的な庭の扱い。神殿に果樹園を設ける。ヘパイトスの庭。ミダ

ス王のバラ園。エピクロスの庭園はアテネに遺贈された。古代ローマ時代では、ポンペイの

貴族の庭に既に泉をあしらった庭がある。ポンペイ郊外のマルクス・ルクレティウスのヴィラ

は、ウェスビオ火山のパノラマを借景にした高度な庭園技術で造られていた。帝政ローマ

初期の庭園は、起伏のある自然地形を活かした豪華な庭園。ローマ郊外のティボリにある

ハドリアヌス帝のヴィラには、ローマ帝国領土内の長旅を重ねたハドリアヌスが各地で感銘

を覚えた風景を再現。ギリシャ北部テッサリアのテンビアの谷、アテネのストア、ナイルのデ

ルタ（海浜劇場）、古代エジプト都市カノポなどがモティーフ。こうしたヴィラの庭園は、後の

ルネッサンスの庭園造成大きな影響を与えた。



バビロンの空中庭園Hnging Garden（Suspended Garden）

ネブカドネザル2世（ＢＣ605～562）が故郷の自然
を懐かしがる妻のために造った庭園。5層の階段状
庭園だったとされる。後のローマ皇帝の別荘に影響
を与えた。



ハドリアヌスのヴィラ

ハドリアヌスは在位117～138年、ローマ
郊外、ティヴォリの丘に約300ｈａの別荘を
営んだ。東はメソポタミア、西はイングラン

ドまで遠征した彼は、各地の思い出の風

景を庭園の中にしつらえた。

廃園となったヴィラはルネッサンスの貴族

に庭園造りのインスピレーションを与え、さ

らに18世紀中ごろ版画家ピラネージが廃
園の美を銅版画に刻み、ヨーロッパ各地に

広まった。



ローマ皇帝ティベリウスのヴィラ

ローマ全盛の頃、皇帝を始めとする貴族たちが郊外の丘の上に見晴らしの良い別荘を造り、美しい庭園をテラス

状に整備した。古代メソポタミアの「空中庭園」がモデルにされている。



ポンペイ市民の家の中庭

地中海沿岸のギリシャ、ローマ、メソポタミアなどの地域では、都市住宅の形式として中庭を中心とするコートハウ

ス形式が一般的であった。大規模な邸宅では、これらの中庭が泉を備え、果樹園が造られる等して美しい庭園と

なった。

ポンペイの貴族の邸宅（牧神の家
Casa del Fauno）の二番目に大きい
ペリステリウム（中庭）



イスラムの庭

スペインにアラブ人が上陸しイスラム王朝を樹立。レコ

ンキスタによってグラナダのアルハンブラ宮が1492年
に陥落するまで、ヨーロッパにイスラム文化が広まる。

イスラムの建物は砂漠地帯のオリエントの空間思

想を受け継ぎ、泉を中心としたパティオ（中庭）の連

続で構成される。パティオはまさにエデンの園として

パラディソと呼ばれ、中心の泉が四方向にそれぞれ

川となって流れ、美しい緑と花の溢れる楽園をイ

メージできるようになっている。イスラムの優れた水

工技術の発達が、これを可能にした。

アルハンブラ宮・獅子のパティオ

アルハンブラ宮の東隣りの丘にある夏の
住まい・ヘネラリフェのカナール



2.中世の庭園
ローマ帝国没落後、庭造りの習慣は教会により受け継がれた。教会の提唱した「囲われた

庭園」は、教義を象徴する秘密の庭園。これと対照的な君主や領主が求めた「愉楽の庭

園」。どちらもエデンの園が原形となる。修道院の庭は、修道士の自給自足のための菜園

であり、日常の修行の場である。

3.ルネッサンス・バロックの庭
ルネッサンス発祥の地、トスカナ地方のヴィラは古代ローマのヴィラの庭園を引用し、軸線

と水の技術を取り入れた幾何学的で壮大なデザイン。古典の復興を論じる人文主義者の

集う文化的な空間。

フィレンツェ近郊カステロのメディチ荘の庭園。1503年に戴冠した教皇ユリウス２世は、ドナ
ト・ブラマンテに大規模なテラス型のヴェルヴェデーレの中庭を設計させた。ヴァティカン宮

とヴィラ・ベルヴェデーレを結ぶ300ｍ×100ｍの広大な中庭は庭園史上革命的な大きさ。
ティボリのエステ荘は、水のテーマパーク。

バーニャイアのランテ荘は、庭園が邸宅よりも重視された最初の例。

バロック。ティヴォリと並ぶローマ郊外の別荘地の双璧、フラスカティに1620年頃、ヴィラが
林立。「水の劇場」を備えたブランディーニ荘は、初期バロックの建築家が多数参加。ル

ネッサンスの比例、調和を重んじる端正な様式に対して、自由奔放、劇的、ダイナミックな

バロック様式が庭園に表現されるようになる。さらに16世紀中葉、カトリックの権威がゆら
いだ時期に非合理、不条理なものが脚光をあび、ボマルツォには謎の怪物公園が登場。



中世の庭

城壁で囲まれた庭園は、正方形

の区画に分割され、実用的な農

作物の栽培、役に立つ薬草の栽

培、観賞用の草花などが植えら

れ、研究された。

修道院の修道士にとっては重要

な修行の日課であり、領主の城

館では食糧増産の研究の一つで

もあった。

次ページ：聖母マリアの庭園
1415年頃

草花にはキリスト教の象徴が込
められている。





ルネッサンス
の庭

ルネッサンスの発

祥地、トスカナ地

方の貴族のヴィラ

は、古代ローマの

ヴィラを模倣して

造られた。建築家

レオン・バティス

タ・アルベルティは

1485年「建築十
書」の中で古代

ローマの知識人、

小プリニウスや

ヴィトルヴィウスの

提唱する「調和こ

そ美をもたらす」と

いう理論を展開。

これに基づいて支

配階級は庭園を

造る。そこへ人文

主義者たちが集ま

る。



ルネッサンスの庭園 枢機卿イポリット・デステの別荘の卵形の噴水



水のスペクタクル・エステ荘

廃墟となっていたローマ周辺を再興させたのは15世紀半ばの教皇たちであった。人文主義の中心としてローマは
見直され、数々のヴィラと庭園が造られた。1550年に着工されたエステ荘は30年かかって完成。

エステ家の紋章・鷲の
噴水と百噴水

スフィンクスの噴水
とオルガンの噴水、
大カスケード



エステ荘の鳥瞰図

ロメッタ

古代ローマ市街をイ

メージした背景施設。

これを舞台背景とし

て芝居が演じられた。

百噴水

卵形の噴水

水オルガン



ランテ荘

庭園はジャルディーノ

（ガーデン：園）部分とパ

ルコ（パーク：林苑）に別

れている。

ローマ北方バニャイアのヴィテ

ルボ市の東にあるリアリオ枢機

卿の別荘。邸宅よりも庭園が重

視された最初の例。
ジャルディーノ

パルコ



ガンベライア荘 フィレンツェ東郊外の丘セティニャーノにある庭園



ボマルツォ庭園

ローマの北、ヴィテルボとオルテの町の間にあるボマ

ルツォ村にあるマニエリスムの庭。

土地の貴族オルシニ公が造ったものとされるがなぜ

このようにしたものかは謎。



4.イタリア庭園の伝播
■16世紀にイタリア・ルネッサンスの庭園がヨーロッパに伝播するのは、1495年のシャル
ル８世によるナポリ王国攻略がきっかけ。フランス兵が、帰還に際してイタリア職人を同伴

し、フランスにおけるルネッサンス伝播に貢献した。

■メディチ家の貢献。コシモ・デ・メディチは、中世からルネッサンスへの過渡期に、既に際

だった存在。フランス王アンリ２世に嫁いだカトリーヌは、チュイルリー宮の庭園建設を開始

し、フォンテンブローの改築を行った。さらに、アンリ４世の妃マリ・デ・メディチは、フェレン

ツェのピティ宮やボボリ園を懐かしみ、ルクサンブルグ宮とその庭園を造らせている。カト

リーヌが望んだチュイルリー宮の庭園建設に参加したのがル・ノートル家であり、その後、

ルイ14世の財務総監ニコラ・フーケの別荘、ヴォー・ル・ヴィコントを設計。
■フランス式庭園。1661年８月、完成したヴォー・ル・ヴィコントの宴に呼ばれたルイ14世
は、その素晴らしさに嫉妬し、３週間後、ヴィコントの館主・大蔵大臣フーケを公金横領の罪

で捕らえた。収監されたアルプス山間の僻地でフーケ死ぬ。フーケ家のエンブレムはリスを

モティーフとし、「登れないところがあろうか」の一文がある。14世はすぐにルイ13世が使用
していた狩猟用の小さな別荘であったヴェルサイユの館を大宮殿にするよう命じた。建築

は、ルイ・ル・ヴォー、装飾にシャルル・ル・ブラン、庭園はアンドレ・ル・ノートルが担当。約

2500haの庭園は、落日の方向に伸びる軸線が大運河を経て森を貫き、地平の彼方にとけ
込む壮大な遠景をもつ。ル・ノートルは、24歳で父の後を継ぎ、最初の傑作は、パリの南40
ｋｍにある「子爵の谷（ヴォー・ル・ヴィコント）」の館の庭園。



ヴォー・ル・ヴィコントの館と庭園

若きルイ14世がこれを見て嫉妬のためにヴェルサイユ造営を始
めた。その美しき庭園を造ったのは若きル・ノートル。彼はイタリ

アにも留学するが、起伏のあるイタリアの土地に造られたイタリ

ア式のテラス状庭園は平坦地の多いフランスに向かないことを

悟り、中央軸線を強調して漫然と広がる庭に求心力、統一感を

与えるヴィスタの幾何学による庭園デザインを考案した。



ヴェルサイユ宮苑

広さは当初約2500ｈａ、現在でも800ｈａ。パリの
中心市街地と変らない大きさ。



永遠の軸線・ビスタ
真西よりやや北に向いた西に向かって軸線は延びる。宮殿の鏡の間から夕日が沈むのが見える。手前はラトン

ヌ（アポロンの母）の池、その先に4頭立ての馬車に乗るアポロンの池。そして1.8ｋｍも続くグランドカナール。途
中、これに直交する南北のカナール1.5ｋｍがある。



ベルサイユの地

もともと沼沢地、湿地帯で庭園を造るに

は大変な労力と最先端の技術で土地改

良する必要があった。スイス人の池は

排水処理のためやむを得ず造ったもの。

当初1400もの噴水口を成り立たせるた
め、9ｋｍ先のセーヌ川から、沿岸にあ
る150ｍのマルリーの丘にポンプアップ
し、そこから8ｋｍも水道を引いたがあま
り効果がなく、周辺の谷から冬の雨を集

め風車と馬車で宮殿脇の貯水池に集め

た。

マルリーのポンプ

マルリーの丘
パリ

ヴェルサイユ



ヴェルサイユ庭園の影響

右：ウィーンのシェーンブルン宮殿。神聖

ローマ帝国皇帝ヨーゼフ一世がヴェルサイ

ユに対抗して造った。18世紀半ば、マリア・
テレジアの時代に完成。

下：南ドイツ、ミュンヘン郊外の水の妖精・ニ

ンフの館、ニュンフェンブルグ宮殿の庭。17
～18世紀にフランス式を取り入れる。その後、

イギリス式に改装される。



5.イギリス式庭園
18世紀、哲学や絵画の影響から庭園もギリシャ・ローマの理想郷の風景に回帰していく。

17世紀後期から18世紀初期にかけて、貴族の子弟教育の重要な一環として流行したグランドツアーは、
リチャード・ラッセルズによって、1670年刊行の『イタリア旅行記』で提唱された教育理念である。
貴族の子弟たちは、オックスフォード大学やケンブリッジ大学を卒業したあと、家庭教師や従者たちに伴な

われ、各国の史跡・芸術作品などを見たり、宮廷を訪問しながら、1～5年をかけてヨーロッパ諸国を旅行し
た。旅程で最も重点が置かれたのは、パリとイタリアの訪問であった。

パリでは洗練を学び、イタリアではローマの史跡やルネッサンスの功績を見て、ローマ帝国の偉大さとそ

の再生に思いを馳せることが求められたのだという。彼らはイタリア土産にクロード・ロランやサルヴァ

トール・ローザの絵を買って帰り、そこに表現された理想風景や崇高の美の風景を自ら所有する庭園の

モデルとした。これらは、自然の中に絵になる風景を見つけることであり、そういう風景をピクチュアレス

ク（picturesque）と言った。
一方で当時イギリス貴族の間ではやったキツネ狩りは、むき出しの草原や雑木林に触れることから自然に

対する新しい感触をもたらす。こうして風景式庭園がイギリスに誕生した。

また、１８世紀の英国の文人ジャーナリスト、エドマンド・バーク（Edmund Burke） は、『崇高と美の観念の
起源』 の中でBeautiful とＳublimeという二つの美の概念を説明している。



クロード・ロランの絵

自然の中にローマの遺跡や廃墟を取り入れた長

閑な風景画。古典的な神話や哲学的な思想に基

づく詩的な要素も表現されており、こうした風景を

実際に求めることが流行となる。



サルバトーレ・ローザ
の幻想的で崇高な絵

崇高な自然風景

かわいらしく、滑らかなで、繊細であり、色彩が明

るく澄んでいるという心地よい美しさもあれば、と

てつもなく巨大で、激しくダイナミックな、しかも暗

く陰鬱で堅固な感じを与え、場合によっては恐怖

感や緊張感をいやでも高めるような美しさもある

と言う。後者をsublime・崇高美としてＥ．バー
クは説明している。

18Ｃドイツ・ロマン派の画家フリードリッヒの孤
独感に溢れた崇高で力強い作品



ストウ庭園 最初の英国風景式庭園

建築家チャールス・ブリッジマンは、古代ロー

マのヴェルギリウスなどの詩文に出てくる「ゲ

ニウス・ロキ（土地の精霊）」の考え方を取り入

れ、土地の微地形を吟味して最適な形を庭園

として仕上げた。塀に囲まれ幾何学的に縛ら

れた自然を一気に解放した庭園造りを進めた。

ストウの館は1923年以来、パブリッ
ク・スクールの校舎となっている。

1715年頃からブリッジマンはストウ
の庭園を手がけるが1730年頃から
ウィリアム・ケントに受け継がれた。

ケントは十年近くイタリアで過ごした。

クロード・ロランやプサンの絵は彼の

庭造りに大きく影響した。最後にラン

スロット・「ケイパビリティ」・ブラウン

が参加してストウ庭園は完成した。



ブリッジマンの「ハーハー」

ハーハー（空堀）

フランス庭園の

ような囲いを取り

払い、視界を遠く

まで広げ、動物

たちが入れない

程度の空堀で境

界を造る。



ストーアヘッド庭園

まさにクロード・ロランの絵をそのまま庭園として造ったような庭園



ブレニム・パレス庭園

初代マールバラ公ジョン・チャーチルが南ドイツドナウ河畔のブレンハイムでフランス・ババリア連合軍に勝利し

た記念に国から贈られたブレニム宮。カースル・ハワードを建てた建築家ジョン・バンブラが設計した。1705年
から約20年かけて造られた。館を取り巻く庭園を風景式庭園に改造したのはランスロット・ブラウン。造園予定
地に立つと「この敷地は風景式庭園に改造する可能性capabilityがある」と語るのが口ぐせだったブラウン。
1874年11月30日、この館でウィンストン・チャーチルが生まれた。



ブレニムパレス



ハンフリー・レプトン
事業に失敗し借金取りから逃れて田舎にこもり、農業、植物学、庭園について研究した。

ケイパビリティ・ブラウンの精神を受け継ぎ造園家として能力を発揮する。顧客を魅了す

るカタログ、「レッド・ブック」は好評だった。



レプトンの手法ーモンタージュ

土地のゲニウス・ロキを完璧に理解し、

造園修景の使用前・使用後をわかり

やすく絵にして顧客に評判を得た。



大陸に渡った風景式庭園
詩人ウィリアム・シェンストーンも風景庭園を支持し、バーミンガム近くに「リーソーズ」の庭園を造る。彼は風景式

庭園は「崇高」「美」「メランコリックあるいは瞑想的」という3つの性質を備え持つべきだという。この庭園に感動し
たフランスのジラルダン侯爵はパリ郊外のエルムノンヴィルにフランスで最も美しい風景式庭園を造る。

ジャン・ジャック・ル

ソーは人生最後の6
週間をここで過ごす。

ユベール・ロベールの

デザインしたルソーの

墓はこの庭園の重要

なポイントになってい

る。ルソーの自然思

想、ゲーテの新ロマン

思想などがすでに

ヨーロッパでは主流に

なり、風景式庭園は

大いに受け入れられ

た。ベルサイユ庭園

においてもマリーアン

トワネットがプチ・トリ

アノンに田園風景を

取り入れたアモーを

造らせている。



アモー（農村、村落） ヴェルサイユのはずれに1776年、ルイ16世の妃マリー・アントワネットがフランスの農
村風景を再現し、自ら農作業をしたりして楽しんだ。まさに自然風景式の庭園。



6.日本の庭園の歴史
古代の貴族の寝殿造り庭園。中国から伝わる池泉式庭園。池には神仙郷があり、蓬莱島

がある。龍頭鷁首（りゅうとうげきしゅ）の舟を池に浮かべ、舟遊を楽しむ。そのまま寺に寄

贈され、浄土庭園とも言われる。治水のために使われていた石の設営はそのまま庭造りに

おいて重要な要素となる。橘俊綱の作庭記では、石の建てかたが庭造りの全体コンセプト

にかかわる最も大切な考え方であると述べられている。

鎌倉、室町になると枯山水が多くなり、池泉廻遊式となっていく。庭を散策し、思索にふけ

る楽しみ。浄土の世界から禅の世界へ。

デザインにおける真行草。天地人、借景など美学的追及が深められる。書院造りの家、寺

院、武家、大名屋敷の庭。囲まれた庭に自然を縮景。遠くを眺め、全体を連続させて大きな

景色とする借景。

大名屋敷の庭園や寺院の庭園において、日本の庭園文化が完成される。

庶民の庭は、町屋の坪庭。鉢植えの植栽の中に実現。



日本のデザイン美学

天地人

真行草

枯山水



廻遊池泉の大名庭園だがこの中にも田畑がある。岡山の後楽園


