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モミジを用いる庭の設計のための援用ツールの作成

－京都の 52 庭園 1353 本のモミジに学ぶ－

Creating a Support Tool for Designing Gardens with Japanese Maple Trees 
: Learning from the 1353 Maple Trees in 52 Gardens in Kyoto 

井口とも*・村上修一** 

Tomo Iguchi *･Shuichi Murakami** 

The aesthetic value of maple trees in gardens in Kyoto was considered to be firmly established among people. 
Therefore, as a tool for the planting of maple trees in private gardens, we created the set of cards by extracting plans 
showing the layout of the maple trees from actual examples in Kyoto. 1353 samples of 2m square planar 
configurations centered on maple tree trunks were obtained from the measured drawings of 52 gardens in the 
literature. They included any of the following 12 types of elements other than maple trees: tall trees, shrubs, buildings, 
lanterns, rocks, stepping stones, bridges, white sand, moss, grass, water, and garden paths. Cards were generated for 
490 patterns of planar configurations classified according to the type, number, and arrangement of elements. 
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１．背景と目的 

観光地として有名な京都市だが，観光客数が最も多いのは 11

月であり，12月も5月と同程度である1）。大型連休などが無いに

もかかわらず，晩秋に多くの観光客が訪れる要因として，紅葉の

織り成す風景が考えられる。京都市では，カエデ属の主要樹種で

あるイロハカエデの紅葉日（葉の色の大部分が紅色系統に代わり

緑色系統がほとんど認められなくなる日）の平年値が12月3日

とされる2）。一方，京都市の観光客の目的地として，最も多く挙

げられているのは「寺院・神社・名所・旧跡」である3）。その内

訳についてはデータが無く，また，月別の観光客数のデータも無

いため，推測の域を出ないが，寺院等の庭園に植栽された樹木の

紅葉が，多くの観光客を引き付けていることは想像に難くない。 

このように人々を魅了する紅葉樹木，中でもイロハカエデな

どのカエデ属の樹木（以降，モミジと称する）のある庭園の趣を，

都市の中の小さな自庭にも再現してみたいという需要は少なか

らずあると考えられる。確かに，モミジの植栽について記載のあ

るガイドブックやサイトを参照したり，造園の設計や施工に関わ

る方に相談したりすることはできる。ただし多くの場合，モミジ

の確実な活着や健全な生育についての情報は得られても，審美性

や空間構成に関わる情報は，被相談者の経験則の範囲に限られて

しまうのではないか。学術的な知見はどうかというと，日本庭園

の空間構成に関する研究としては，庭園全体を構成する要素を分

析して類型化した例4）や、庭木と庭石による構成を定量化した例

5）があるものの，モミジなどの特定の樹種に着目して構成を把握

した例は認められない。 

そこで，審美的価値観が人々の間に定着していると考えられ

る京都市内の寺院等の庭園を対象として，モミジと他の要素によ

る構成を把握し，その構成を庭の設計に応用するための援用ツー

ルを作成したので本稿で報告する。 

２．方法 

2-1. 対象 

モミジと他の要素による構成を把握するためには，要素の種別

を判別するとともに，要素の位置関係を把握する必要がある。そ

のためには実測等の調査が必要となるが，非公開のものや立ち入

りを厳しく制限するものがあり現実的ではない。一方，要素の判

別や位置関係の把握が可能な資料として，『日本庭園史大系』6）

付録の庭園実測図がある。自ら作庭も行う庭園の専門家である著

者らが実測して描いたものであり，図中には樹種名が記載され，

景石，地被，池，流れといった要素も判別が可能である。そこで，

本実測図を用いることとした。 

本書の出版年から判断するに，本実測図の情報は半世紀前のも

のであり，現在の状況と一致しないことも予想される。ただし，

寺院等の庭園の構成が半世紀の間に大きく変化することは考え

にくい。逆に，古い情報の方が元の構成に近い状況を表している

とも言える。よって，本実測図を用いることは目的にそくしてい

ると判断した。 

なお，本実測図には樹高といった鉛直方向の寸法は示されてお

らず，また，樹木や景石など立体的な要素の姿図も示されていな

い。したがって，本実測図から把握できることは，平面上の構成

に限られる。 

2-2. 手順 

 本実測図のうち，京都市内に立地する寺院等の庭園であり，モ

ミジと判断される「カヘデ」の表記があるものをスキャンした。

実測図の画像データをイラスト作成ソフトに読み込み，まず，モ

ミジの樹幹の位置をトレースした。さらに，モミジの樹幹を中心

とする2m×2mの正方形（実測図の図郭に平行）を描き，その

範囲内にある要素をトレースした（図-1）。この正方形で切り取

られたモミジとその他の要素の平面構成を，1サンプルとした。
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【図-1】モミジの樹幹を中心とするサンプルの例 

 

一般的な戸建て住宅の庭に広く応用できるよう，サンプルの寸法

を出来る限り小さくすることが必要だが，小さすぎるとモミジと

他の要素との組み合わせがサンプルの中に入らなくなる。試行錯

誤の結果，実空間の寸法で2m四方とした。 

 次に，実測図のトレースで得られたサンプルを，以下のように

3段階で分類した。この分類の過程は，実際に庭を設計する際の

手順を念頭にした。 

第1段階では，サンプルに含まれるモミジ以外の要素の種別に

よって分類した。これは．実際に庭を設計する際，モミジを1 本

植えたいと考えている施主に対し，モミジと組み合わせる要素を

提案する段階に相当する。第2段階では，サンプルに含まれる要

素の数によって分類した。組み合わせる要素の種類が決まった後，

予算もにらみながら数量を検討する段階に相当する。第3段階で

は，モミジに対する要素の位置によって分類した。実測図中の建

屋を視点とし，各要素の位置をモミジの樹幹の前，後，右，左，

右斜め前，右斜め後，左斜め前，左斜め後に区別した。これは，

数量を検討した後に用意した要素をどう配置するか検討する段

階に相当する。 

このようにしてサンプルを分類した結果にもとづき，パターン

別に特徴をまとめた情報カードを作成した。情報カードには，2m

四方の庭の平面ダイアグラムを示し，パターン番号(分類番号で

表す)，該当するサンプル数，要素の種類，要素の数，各要素の

配置を示した。 

 

３．結果 

3-1. サンプルの抽出結果 

『日本庭園史大系』付録の実測図を閲覧したところ，京都市内

に立地し，モミジと判断される「カヘデ」の表記があったのは，

表-1に示す52の庭園であった。それらの実測図において，モミ

ジの樹幹を中心とする 2m 四方の平面構成が，1353 サンプル得

られた。 

3-2. サンプルの分類結果 

抽出した1353サンプルの平面構成の中には，モミジ以外の要

素として，高木，低木，建物，灯篭，景石，飛石，橋，白砂，苔，

芝，水，園路の12種のいずれかが含まれていた。第1段階とし

て，それらの要素の種別で分類したところ，114通りとなった（図

-2）。サンプル数の多い順に要素種別の組み合わせを示したのが

表-2である。苔のみのものが最多で全体の3割を占めていた。 

【表-1】実測図にモミジが記載されていた庭園 

庭園名 形式 庭園名 形式
⼤澤池嵯峨院址庭園遺構 池泉⾈遊式 南禅寺⽅丈庭園 枯⼭⽔
平等院鳳凰堂庭園遺構 池泉⾈遊式 ⾦閣寺⼣佳亭露地 草庵露地
積翠園⼩松亭址庭園遺構 池泉⾈遊式 ⻘蓮院庭園 池泉観賞式
⼤珠院徳⼤寺⽒庭園遺構 池泉⾈遊式 妙法院御座之間庭園 池泉観賞式

⻄芳寺庭園 池泉回遊式 詩仙堂庭園 枯⼭⽔
天⿓寺庭園 池泉回遊式 知恩院庭園 池泉観賞式
南禅院庭園 池泉観賞式 裏千家露地 草庵露地
等持院庭園 池泉回遊式 ⻄翁院庭園 草庵露地
⿅苑寺庭園 池泉⾈遊式 松花堂露地 書院式露地

東福寺芬陀院庭園 枯⼭⽔ 曼殊院庭園 枯⼭⽔
雙林寺舊⽂阿彌庭園 枯⼭⽔ 霊鑑寺庭園 枯⼭⽔

南禅寺⾦地院 枯⼭⽔ 両⾜院書院庭園 池泉観賞式
⽟鳳院庭園 枯⼭⽔ 桂春院露地 草庵露地
三寶院庭園 池泉回遊式 芳春院庭園 池泉観賞式
勧持院庭園 枯⼭⽔ 霊洞院庭園 池泉観賞式
妙喜庵露地 草庵露地 ⼤徳寺⿓光院庭園 枯⼭⽔
眞如院庭園 枯⼭⽔ 相国寺開⼭堂庭園 枯⼭⽔
圓徳院庭園 枯⼭⽔ ⾦福寺芭蕉庵露地 枯⼭⽔

両⾜院⽅丈南庭 枯⼭⽔ 春光院庭園 枯⼭⽔
本法寺庭園 枯⼭⽔ 仁和寺遼廓亭露地 池泉観賞式
孤蓬庵庭園 枯⼭⽔ 三千院聚碧園庭園 池泉観賞式
圓通寺庭園 枯⼭⽔ 無鄰菴庭園 池泉回遊式
蓮華寺庭園 池泉観賞式 光雲寺庭園 池泉観賞式
雑華院庭園 枯⼭⽔ ⿅王院書院北庭及隠寮庭園 枯⼭⽔
仁和寺庭園 池泉観賞式 実相院庭園 池泉観賞式

三千院有清園庭園 池泉回遊式 麟祥院庭園 枯⼭⽔  

 

【表-2】モミジ以外の要素の組み合わせとサンプル数 

モミジ以外の要素の組み合わせ サンプル数 割合(%)
苔 417 30.8
苔 低⽊ 134 9.9
苔 ⽔ 98 7.2
苔 ⾼⽊ 79 5.8
苔 景⽯ 50 3.7
苔 景⽯ ⽔ 50 3.7
苔 低⽊ 景⽯ 46 3.4
苔 ⾼⽊ 低⽊ 42 3.1
苔 園路 38 2.8
苔 低⽊ 景⽯ ⽔ 34 2.5
苔 ⾼⽊ 景⽯ 31 2.3
苔 ⾼⽊ 低⽊ 景⽯ 28 2.1
苔 低⽊ ⽔ 25 1.8
苔 ⾼⽊ 景⽯ ⽔ 17 1.3
その他 264 19.5  

 

 

【図-2】3段階の分類過程とサンプル数 

 

次いで，苔と低木，苔と水，苔と高木，苔と景石の順となった。

95%の平面構成には苔が含まれていた。一方，平面構成に含まれ

るモミジ以外の要素の種数については，最多が6種で，苔，高木， 
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【図-3】カードの作成要領                 【図-6】カード一覧を援用したデザイン検討の例 

 
 

【図-4】カードの一覧（図-5に続く） 
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【図-5】カードの一覧（図-4の続き） 
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低木，建物，景石，飛石と，苔，白砂，低木，建物，灯篭，景石

の組み合わせが1サンプルずつ認められた。 

次に第2段階として，この114通りを要素の数によって細分類

したところ，258通りとなった（図-2）。1サンプルに含まれてい

た要素の数の最大値は，モミジ4，高木4，低木6，灯篭2，景石

12，飛石6であった。建物，橋，白砂，苔，芝，水，園路につい

ては，複数箇所に分かれているものは無かった。数を加味した場

合の最多の構成は，モミジ1と苔で369サンプルであった。次い

で，モミジ1，低木1，苔の87サンプル，モミジ1，苔と水の84

サンプルであった。 

最後に第3段階として，258通りをモミジに対する要素の位置

によって分類したところ，490 通りとなった（図-2）。第 2 段階

で369サンプルと最多であったモミジ1と苔の平面構成について

は，モミジに対する苔の位置に違いはなく細分類されることはな

かった。次に87サンプルと多かったモミジ1，低木1，苔の平面

構成については，モミジに対する低木の位置によって右29サン

プル，右斜前22サンプル，右斜後15サンプル，前12サンプル，

後9サンプルの5通りに細分類された。さらに84サンプルのモ

ミジ1，苔と水については，モミジに対する水の位置によって右

斜前26，右斜後21，右19，後10，前5，前～左3の6通りに細

分類された。 

3-3. サンプルの分類結果にもとづくカードの作成 

3段階の分類で得られた490通りの平面構成を以下の要領でカ

ードとして整理した。図-3 のように縦長の長方形とし，中央に

モミジを中心とする2m四方の平面構成を模式的に示した。その

上部には，第1段階の分類番号，第2段階と第3段階の細分類の

番号を枝番で表示した。最左の第1段階の番号は1～114である。

分類番号の下欄にはその平面構成のサンプル数を示した。一方，

模式図の下部には，平面構成に含まれる要素の種類を色で，要素

の数を数字で，それぞれ表示した。要素を樹木，景物，表層に区

別して3段とし，要素の位置も固定して，その要素が平面構成に

含まれない場合は白地表示とすることで，要素の種別と数が一目

でわかるよう工夫した。図-4，5は，このようにして作成した490

枚のカードの一覧である。 

3-4. カード一覧を援用する庭園デザインの試行 

このカード一覧を援用し庭のデザインを検討することを想定

する。まず庭を作る際に必要な材料を決めるが，これは要素の種

類の決定なので，第1段階の分類番号を参照して，候補となるカ

ードを選び出す。次に材料の数を決めるが，これは要素の数の決

定なので，第2段階の細分類の番号を参照して，カードを絞り込

む。最後に材料の配置を決めるが，これは要素の位置の決定なの

で，第3段階の細分類の番号を参照してカードを絞り込む。この

ようにカードを絞り込んでいくことができる。絞り込む際の判断

基準としては，予算や使用可能な材料，土地条件，依頼人の好み，

それにカードに示されたサンプル数の多少が想定される。 

カード一覧を援用してデザインを検討した庭の姿図を 4 例掲

載する（図-6）。図-6aは，苔を表層とし，1株の低木をモミジの

左斜前，1 個の景石をモミジの右に配置したものである。図-6b

は，苔を表層とし，1株の低木をモミジの右斜後，1個の景石を

モミジの左斜前に配置したものである。図-6c は，カードにもと

づきながらも位置を反転させたもので，苔を表層とし，2個の景

石をモミジの右斜前と右斜後にそれぞれ配置したものである。図

-6d は，苔を表層とし，1 本の高木をモミジの左，1 株の低木を

モミジの左斜後，1個の景石をモミジの右に配置したものである。 

 

４．まとめ 

モミジとその他12の要素については，理論上はるかに多い組

み合わせが考えられるのだが，490通りに限られたということは，

モミジとその他の要素による平面構成に関して，京都の庭園には

一定の傾向が存在する可能性を示している。そのため，このカー

ドをツールとして活用することで，京都の庭園に因むモミジの庭

の平面構成にたどり着くことができる。ただし，サンプル数が最

小値1である平面構成が散見される等，490通りの平面構成全て

が一定の様式であるとは言えない。今回は実測図の入手できた

52 庭園に限られた結果となったが，今後さらに多くの庭園を分

析してサンプル数を増やす必要がある。 

また，このツールの活用範囲は平面構成にとどまっており，モ

ミジと他の要素の高さを決める根拠を提供することはできない。

立入による実測記録の難しさを考慮すれば，3Dスキャン等の非

接触型実測により三次元データを取得し，カードに情報を追加す

ることも今後の課題である。 
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