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摘要:  中島健（1914-2000）は、VIP の庭園の設計施工だけでなく、海外で多くの日本庭園プロジェ

クトに携わったことでも知られる日本の造園家である。彼の日本庭園のデザインには特徴が

あり、それは彼の独特のアイデアと思想に基づいていた。本稿では、中島健の海外の日本庭

園作品の修復に役立てられることを願って、彼の日本庭園デザインの特徴をまとめた。 
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はじめに 
 
2021 年、私たちはロシア科学アカデミー中央植物園にあるモスクワ日本庭園の修復計画をまとめた。

このプロジェクトは、日本政府（国土交通省）が海外の日本庭園を修復するために実施しているもの

である。その取り組みの中で、モスクワ日本庭園のデザイナーである日本の造園家中島健の庭園デ

ザインの特徴を調査した。本稿では、その研究内容について報告する。 

 

この調査を行った理由は 3 つある。 

・中島健は、日本だけでなく世界中で 20 以上の日本庭園を造ったことで知られる歴史的な造園家の

1 人であること。 

・中島健は、その庭園デザインに独特な特徴とスタイルを持っている造園家であること。彼のデザイン

スタイルは、現代日本庭園デザインの典型的な例の 1 つである。 

・モスクワ日本庭園のような海外の日本庭園には、その成立に携わった人々の多くの苦難や情熱、

物語がある。また平和の象徴としても古くから愛されてきた。このような庭園をきちんと修復するため

には、庭をつくった人や愛してくれた人たちに敬意を表して、入念な調査を行う必要があると考えた。 

 

歴史的な日本の造園家の庭園デザインやスタイルに関することを、世界中の人々に伝える文書は

未だほとんど無い。本稿が世界中にある中島健の日本庭園作品の修復に役立つことを願っている。 

 

 



中島 健 
 
中島健は 1914 年に東京で生まれた。東京農業大学で

造園学を修めた後、京都の古い庭園の調査をたくさん行

った。それらの経験を通して、彼は伝統的な日本庭園の

デザインとその背後にある思想を学んだ。 

1957 年に自身の会社「綜合庭園研究室」を設立した後、

仕事でヨーロッパへ行き、西洋の庭園文化を体験した。そ

れをきっかけに、西洋庭園のように花を取り入れた明るく

カラフルな日本庭園を作り始めた。これは、日本庭園文化

の古典的な技法には見られない、まったく新しいアイデア

だった。また、1980 年にモスクワでロシアの画家イヴァン・

シースキン（Ivan Shishkin）の絵画を観て、その森の描写

に大きな影響を受けた。それにより、彼は手付かずの自然

の深みと真の美しさを表現する庭園をつくるようになって

いった（Fig.1）。 

 

中島健は、日本庭園の慣習的な形や方法が伝統として

受け継がれることを嫌っていた。彼は、彼の創造力と日本

人としての独特の感性に基づいて、常に新しいアイデア

で庭園をつくり上げてきた造園家だった。さらに、彼は作

庭敷地内の既存樹はそのまま残して庭園を造るという強

い方針を持っていた。彼は常にその場所の自然の風景を

尊重し、それを自らの庭園デザインに取り入れようとして

いた。このスタイルは、彼の海外作品でも同様だった

（Fig.2）。 

 
 
 
造景 
 
中島健の造景の特徴は、平坦で明るく、水平方向に広がりがあり、空を開けて広い視野を作り出す

ことである。強く主張するようなデザインは彼のスタイルではなかった。例えば、それは重森三玲

（1896-1975）の造景とは全く逆の考え方である。 重森の造景は石を立てて使うことが多く、人々を緊

張させ、刺激するために、垂直方向の構成に基づいている。 一方、中島の造景は、人々をリラックス

させ、落ち着かせるために、水平方向の構成に基づいている（Fig.3）。 中島健は、人々ができるだ

け長い時間自発的に滞在したいと感じるような、リラックスできる空間づくりを目指していた。 

 
 
 

Fig.1. 啓愛社（ミネベア）軽井沢山荘 

 中島健. 1985. 日本 

Fig.2.カウラ日本庭園 

中島健. 1978. オーストラリア 



 

 
水景 
 
中島健は、水平に広がる景観の連続性を重視して庭園を

デザインしていた。例えば、庭園景観の中で流れや池の護

岸石が目立つと、周囲の築山の起伏と水面が滑らかにつな

がって見える感覚が失われる。それを避けるためには、常に

水位を限界まで上げつつ護岸石を減らす必要がある。その

ため、彼は常に現場打ちコンクリート袋打ち躯体で流れの構

造を造っていた（Fig.4）。コンクリート躯体の縁は、可能な限り

植物で隠すようしていた。彼はまた、深く緩やかに蛇行する小

川の中に、石でいくつかの低い滝を造った。このようにする

と、遠くから眺めた時に流れ全体が水平に広がる階段状（カ

スケード）に見える。彼はこのような景観を好み、多くの作品で

このデザインを行った（Fig.5）。 

 
 
 
石組 
 
中島健は、石組について「石は山から転がり落ちてきて自然

に止まったように据える」と弟子たちに教えていた。石を埋め

て安定感を出したり、複数の石の気勢を整えたりするなどの

日本庭園の正統な（伝統的な）石組方法は、非常に人工的で

自然の景観のようには見えないと彼は考えていた（Fig.6）。も

ちろん、彼は日本庭園の正統な石組方法は心得ていたが、

敢えて石を不安定に見えるように据えたり、複数の石の構成

を壊したりすることで、自然の真の美しさを表現しようと試みて

いた（Fig.7）。 

Fig.3.デザインの比較. 左: 松尾大社, 蓬莱庭園. 重森三玲. 1985. 日本 

右: ホテル紅葉館. 中島健. 1978. 日本 

Fig.4. 流れ断面スケッチ 

画：細野達哉 

Fig.5. モントリオール日本庭園 

中島健. 1988. カナダ 

Fig.6. モスクワ日本庭園 

中島健. 1987. ロシア 



考察 
 
冒頭で書いたように、中島健は常にその時代に

ふさわしい新しい日本庭園のスタイルを創造しよう

と努めてきた造園家だった。彼は、生前インタビュ

ーの中で、「伝統的な日本庭園というものを外国

人は期待するけど、僕はそれがいやなんだ」と語

っている （文献番号 13. P.31）。一方で、世界の

人々が待ち望んでいる本格的な日本庭園を造る

にはどのようにしたら良いかを常に考えていた。彼

はこの相反する概念を同時に考えながら、多くの

国で庭園を造ってきた。 

 

彼が造った海外の日本庭園の多くは、特に部分的に見ると、正統な日本庭園のようには見えないと

感じられるものがある。それは、彼が常に新しい日本庭園のスタイルを模索し、その国の自然の風景

とその場所を考慮して庭園デザインを行っていたためであると考えることができる。彼は、茶室、石塔、

橋などの本格的な日本の建築物を効果的な場所に配置することで、彼のモダンなスタイルの庭園を、

世界中の人々が待ち望んでいる本格的な日本庭園に見えるようにデザインしていた。彼の日本庭園

デザインに文化的信憑性を与えているのは、これらの建築物とその配置であると考えられる。 

 
 
 
結論 
 
中島健の庭園デザイン手法の特徴は、次の 3 つのポイントに要約できる。 

・明るくカラフル。西洋庭園のように花を取り入れている。 

・平坦で幅が広い。水平方向の広がりと連続性がある。 

・意図されたランダム性。ありのままの自然の深みと真の美しさを表現している。 

 

造園家としての彼のコンセプトは、次の 3 つのポイントに要約できる。 

・その時代にふさわしい、新しい日本庭園のスタイルを模索する。 

・その国とその場所の自然の風景を尊重する。 

・世界中の人々が抱く日本文化への憧れを叶える。 

 

中島健は、海外の仕事だからといって古典的な日本庭園を造ろうとはしなかった。彼は、常に新し

い日本庭園のアイデアと、その国の自然風景と、本格的な日本の建築物を巧みに組み合わせること

で、モダンで友好的な日本庭園を造ってきたのである。だからこそ、彼の作品は何十年にもわたって

世界中で愛され続けているのだろう。 

 
 

Fig.7. 石組方法の考察スケッチ 

上: 正統的 (伝統的) な方法. 

下: 中島健の方法. 

画：細野達哉. 
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