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1767（明和4）：旗本松平信成に仕える滝沢家の五男として生まれる。
1776（安永5）：10歳 滝沢家の家督を継ぐ
1780（安永9）：14歳 松平家を出る

1793（寛政5）：27歳 飯田町中坂町下の履物商伊勢屋会田氏に入夫
1795（寛政7）：29歳 義母が没し履物商をやめる

1796（寛政8）：30歳 本格的な創作活動開始
1807（文化4）：40歳 『椿説 弓張月』刊行開始
1814（文化11）：47歳 『南総里見八犬伝』執筆開始
1818（文政元）：51歳 神田の家＝武家地の借地を購入

（息子宗伯を移り住まわせる）
1819（文政2）：52歳 神田の家の修理を始める
1820（文政3）：53歳 宗伯が陸奥梁川藩の出入り医師となる

（※滝沢家の武家再興）
1823（文政6）：57歳 東壁隣の40坪を買い足し、80坪になる
1824（文政7）：58歳 神田の宗伯家に引っ越し

1836（天保7）：70歳 四谷信濃町に引っ越し
1839（天保10）：73歳 失明する（宗伯の妻 お路が口述筆記）
1841（天保12）：75歳 『南総里見八犬伝』完結
1848（嘉永元）：82歳 没
1851（嘉衛4）1862（文久2）改

武家

商家

作家

飯田橋

神田明神下の家

信濃町

（滝沢家武家の再興）

この間の神田の家の庭について復元を試しみる。
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（滝沢家武家の再興）

出典：国土地理院古地図コレクション
『東都下谷絵図』嘉永4（1851）年文久2年改

出典：Google Map 現在の神田明神付近

神田明神は元和2（1616）年に現在の場所に移ったとされる。
馬琴の家は神田明神から東におよそ200ｍの位置にあったとされる。

写：芳林公園に立つ記念板



■復元検討に使用した参考文献資料

引用：専修大学 板坂ゼミホームページより
http://www.hi-ho.ne.jp/itasaka/bakin02.html

。
参考文献：丸山宏「滝沢馬琴の庭造りと家相」

『造園学会研究発表論文集（15）』1998

参考資料：
暉峻（きしゅん）康隆・洞富雄
他『馬琴日記』中央公論社1973

参考資料：
麻生磯次『滝沢馬琴』吉川弘文館1987



■東西竹垣（建仁寺垣）

引用元：
丸山宏「滝沢馬琴の庭造りと家相」『造園学会研究発表論文集（15）』1998
「つぎ（女）の記憶による神田明神下の家配置図」

文政6年（1823）に隣家を買い取ると同時に
敷地南側に池を掘らせる。

引用：秋里蘺島『築山庭造伝後編』1828

■馬琴が注文した鋏

出入りの植木屋は「百姓植木屋であり、自身も手入れをし、
時には、植木を買付し、植え込みもしていた。



■秋の七草

馬琴は主に上野広小路の縁日に通ったとされる
毎月：晦日、3日、18日

写真：米沢藩9代目藩主上杉鷹山

■生垣に食用にウコギを植えた上杉鷹山

出典：齋藤月琴『江戸名所図会一巻』天保年間（1831－1845）

薬師の縁日の植木市

鷹山が飢饉に備えて植えたウコギ
縁日で梅や朝顔、モッコク、槙などを購入した



■秋田県角館の武家屋敷に見る門の家格

製作協力：オーセブン株式会社 企画制作デザイン室

上級武士の門：薬医門

中級武士の門：冠門

江戸初期に佐竹義宣の弟である蘆名義広が大
規模な城下町の整備を開始し形成された

秋里蘺島『大和名所図会』1800

下級武士の門：立柱門

近藤正一『名園五十種』1910
「星ヶ丘茶寮の庭」 秋田県角館松本家

動画 2分から 3分程度再生

※現代製作依頼中



■中門（杉皮葺き）付近

門：板葺き屋根
塀：板張り塀
※出入業者など用のくぐり戸が設けてあったと推測

大和名所図会の手水鉢

■門構え

上水道は土地柄からいっても

神田上水を利用

くぐり戸

敷地排水↑

ヤナギ（隣家伊藤家との諍いの種に…）

門被り松

サンゴジュ

四ツ目垣

手水鉢（実用的に大型）

飛石

＜平面図位置＞



■北庭（実用庭）

池：長さ４間１尺（7.5ｍ）、幅９尺（2.7ｍ）深さ一丈（３ｍ）
池に鯉や鮒、金魚を放し、時に釣りをし食した。
池周りは芝であった。

ほか…灯篭・石橋・飛石・沓脱

観賞庭と実用庭を分ける
四ツ目垣と折り戸

■南庭（観賞庭）

客間からの観賞を目的とした庭

樹木も観賞のための庭

マツ

カエデ

ネズミ
モチ

ヤナギ

マキ

ウメ

ウメ

ネムノキ

コマツ

コマツ

客間

植栽：芝（地被）、モミジ類、マキ、モッコク、ネズミモチ、
マツ、ウメなど

＜平面図位置＞

観賞庭
実用庭

ナシ
リンゴ

ウメ

野菜園

稲荷山

花壇（薬草）

生活を向上させる実用を目的とした庭

草木樹木も実用のための庭



■平面図

奥庭：井戸・薪小屋・漬物樽・ブドウ棚

ブドウ棚では多い時では４００房以上の収穫
卸売りをし家計の助けとしていた。

■奥庭（炊事場）

武家である馬琴は、門構え等に一定のこだわりを
持ちつつ、観賞用の南庭も造作したが、

一方で、畑や果樹などを植え、家計の助けとする
庶民生活の為の庭を造っていた。

井戸
↓

薪小屋
↓

ブドウ棚

台所↓

ブドウ棚



■平面図

■鳥観図

客間

居間

厨

玄関

厠

床

厠（客用）

手水鉢

中門（脇四ツ目垣）

板石敷き

飛石

池

観賞のための庭

近藤正一『名園五十種』1910
「本門寺の庭」

現在の「本門寺の庭」

生活のための庭

生活のため
の庭

当時の自然観は現代に比べ鬱蒼とている。

＜庭の面積比＞

観賞庭：52.6％

実用庭：47.4％

門～中門＝ 1 2 . 1％ （ｱ ﾌ ﾟ ﾛ ｰ ﾁ）

池含む庭＝ 4 0 . 5％

菜園稲荷等 ＝ 3 6 . 8％

炊事場ブドウ棚＝ 1 0 . 6％

■観賞庭と実用庭の面積はほぼ同じ



武家－商家－作家（副業：卸農家・薬剤師‥）

＜外周＞
門構え…武家風板葺き屋根 ／ 塀…建仁寺垣、朝鮮垣

＜前庭＞
石板敷きｱﾌﾟﾛｰﾁ、中門（数寄屋風杉皮葺き）、四ツ目垣
植栽：柳、サンゴジュ、ネムノキ、クロマツ（門被り）など

＜南庭（観賞目的）呼称：庭＞
池、手水鉢、灯篭、沓脱、飛石、築山、護岸石組
植栽：芝（地被）、モミジ類、マキ、モッコク、ネズミモチ、
マツ、ウメなど

＜北庭（実用目的）呼称：ニハ・ニワ＞
四ツ目垣、折り戸、畑、花壇、稲荷山など
植栽：ウメ、野菜類（ダイコン、キュウリなど）、
薬草類（秋の七草など）、果樹（ナシ、リンゴなど）

＜裏庭（炊事場）＞
薪小屋、井戸、漬物樽
植栽：ブドウ棚

オレンジ…観賞と実用を兼ねる部 青…観賞部 緑…生活の実用部

■自由な生き方をした馬琴の庭

・江戸時代でも庶民の庭には実用的な部分が必要だった。
・江戸庶民の庭は、生活の庭と観賞の庭と同等の面積を有していた。
・江戸時代でも日本庭園様式でない庭が存在していた。
・江戸庶民の庭でも敷地を囲う垣や塀があり空間を成立させていた。
・江戸庶民の庭だからこそ、生活の知恵を反映した庭が造られていた。

■結論

すなわち、「文化的伝統庭園」ではない、

「生活文化を支える庭」は近代より以前に成立していた。

https://mytenjijo.net/myex/mylink_room_vr.php?code=RF5bRFpKXkpCU1
9TWl0=&g=%C4%ED&r=%BC%E7%C4%ED

https://mytenjijo.net/myex/mylink_room_vr.php?code=RF5bRFpKXkpCU19TWl0=&g=%C4%ED&r=%BC%E7%C4%ED


その後、明治維新を経て大正期、戦前戦後期へ…

≪解釈≫
風景的造園（伝統的日本庭園）と建築的造園

（現エクステリア）は決して異なる性質のもの
ではなく、近い将来に必ず融合する日が来るで
あろう…
そして造園界におけるこの問題を解決するの

は、近代住宅の庭（エクステリア）に携わる
人々であろう。

出典：「国民庭園試案図」
田村剛「国民庭園試案」
『庭園』（第25巻4号）1943年

出典：「改善された庭園」平面図
生活改善同盟会「住宅改善調査決定事項」
（財）生活改善同盟会1923年

実質的な
実用部

実質的な実用部

…植栽の除去、塀の除去、門の除去、前庭の除去…

■上原敬二…伝統的な日本庭園を無視している

➡生活の知恵を体現した庶民の庭は存在していた。

主な業別 対象とする内容 現代での呼称

植栽を主とするもの

天然公園、自然式公園並びに庭園、名
所舊（旧）蹟保存

造園家、庭師

養樹及び樹○（※○は解読不可）
樹木栽培、植木屋

（剪定）

建築を主とするもの
住宅付随の建築的庭園 外構

造園用加工材料の製作 エクステリア資材製造

花卉（草）果樹蔬菜温室園藝（芸） ガーデナー・花屋

総合的技術

都市の大小公園…建築あり、花壇あり、
樹林あり、道路あり、彫刻あり、噴水

あるもの
ランドスケープ・造園業

都市計画…（公園あり、土木あり、橋
梁あり、建築あるもの）

田村剛『造園概論』1918「将来の理想の造園業の分業」

■田村剛…造園業の理想の分業化

田村剛『庭園鑑賞法』成美堂 １９１９年より

エクステリアに携わる人の役割りが造園界に
おいて、ますます重要になると示唆している。



■滝沢馬琴の庭（通り正面門付近）

製作協力：オーセブン株式会社



■滝沢馬琴の庭（南側観賞の庭付近）

製作協力：オーセブン株式会社



■滝沢馬琴の庭（北東：実用の庭付近）

製作協力：オーセブン株式会社



■滝沢馬琴の庭（北側：炊事場付近）

製作協力：オーセブン株式会社


