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日本庭園の石組意匠に通じる工場景観の審美性
－四日市コンビナートと庭造図絵秘伝の比較－
Aesthetics of Factory Landscape Common with Rock Arrangement of Japanese Garden
: A Comparative Study of Yokkaichi Complex and Garden Making Treatise
西川夏生*・村上修一**
Natsuo NISHIKAWA*･Shuichi MURAKAMI**
The factory landscape in which horizontal elements and vertical elements coexist may have aesthetic properties
common to the stone design of Japanese gardens. The objective of this research is to demonstrate this hypothesis
through comparing the factory landscape of the Yokkaichi industrial complex and the stone figure drawing in a
garden making treatise. Quantitative analysis of the proportion of the length and the width of the component elements
showed that horizontal elements and vertical elements were dominant on both. Therefore, comparison between
horizontal and vertical elements common to the stone arrangement was also recognized in the factory landscape of
Yokkaichi complex.
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四大工業地帯の 1 つである中京工業地帯に属する四日市コン

1. 背景と目的
人工構造物（工場，鉄塔，水門等）が作り出す産業景観を，

ビナートでは，伊勢湾沿いの南北約 7km の地域に石油化学系の

テクノスケープと呼ぶ。
以前は，
公害等が連想される景観として，

工場が多数立地している。
人々が訪れ鑑賞することができる景観

負のイメージを伴うものであった。しかし，近年では，その審美

を対象とするため，調査対象として，表-1 および図-1 に示す 3

性が注目されるようになり，
観光の対象となるものも現れるよう

地区を定めた。

になった 1)。
これまで，テクノスケープに関しては岡田らの研究がある 2)。
彼らは，
「景観異化」という美学概念からテクノスケープの解釈
を試み，
単純反復が生むミニマルアートとの類似性等を指摘して
いる。一方，テクノスケープの中でも，工場を主とする景観は，
煙突や鉄塔といった，鉛直方向に長い要素と，パイプや建屋とい
った，水平方向に長い要素で構成されている。しかし，工場景観
を構成する要素の，
このような形態的特徴に着目した研究はない。
一方，堤らは，作庭家の鈍穴(1)による石組意匠について，石の
形の測定やその分析を詳細に行い，鉛直方向に長い石と，水平方
向に長い石の対比やバランスが重視された構成となっているこ
とを明らかにしている 3)。先に述べた特徴の工場景観には，この
ような日本庭園の石組意匠に通じる審美性があるのではないか
と考えた。したがって，双方の比較を通してこの仮説を実証する
ことを，本研究の目的とする。
2. 研究方法
対象地として三重県四日市市の四日市コンビナートを定めた。
【表-1】調査対象地区
視点場

眺望対象

A地区

霞ヶ浦緑地公園内の海側の歩道

対岸の化学製品製造工場群

B地区

三滝川 河口部 右岸の道路

対岸の製油工場群

C地区

鈴鹿川 塩浜地区 左岸堤防道路

左岸堤内地の製油工場群

* 非会員
**正会員

【図-1】調査対象地区と撮影地点の位置(2)
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状の構造物が多く，
幅の小さいものとしては煙突が多く見られる。

A，B 地区については，道を歩いて進み，撮影範囲が少しずつ
重複するように一定の間隔で視点を設定し（5 視点ずつ）
，工場

縦長の要素の足元を支えるかのように，横長の要素と，横長とも

群を撮影した。C 地区については，1 視点からの撮影で対象を網

縦長とも言えない要素が位置している。
次に数値から分かることを述べる。H/W の値が 0.0 以上 0.7 未

羅できた（図-1）
。撮影した写真について，堤らの測定方法を参

満を横長，1.5 以上を縦長とした。H/W の値の割合を個数で単純

考とし，以下のような分析を行った。
写真にうつった構造物の輪郭の，最も外側に接する長方形を描

および各要素の面積によって重みづけを行ったも
集計したもの，

き，その高さ H と幅 W の比率 H/W を算出して，構造物の形の指標

の，を表-2 に示した。横長の要素が 2～3 割，縦長の要素が 3～5

とした。主要な構造物（工場建屋，煙突，タンク，塔，クレーン，

割あるということが分かった。
また重みづけなしの値とありの値

独立したパイプ等）のみを抽出したもの（図-2 上）と，それに

に大きな差は見られない。

付属する構造物（塔やタンクの足場，手すり，階段，窓，鉄骨，
他と絡むパイプ等）も含めて抽出したもの（図-2 下）の 2 パタ

【表-2】H/W の分布割合（付属構造物を含まない場合）

ーンの分析図を作成した。また，各構造物の高さ方向の重心位置
が，
水平線を基準としてどのくらいの高さにあるのかを数値で表
した。このようにして得られた数値や図を援用し，工場景観の特
徴を考察した。

重心位置については，画面の下端から上端までの長さを 100
としたとき，
水平線を基準としてそこからどれだけ離れているか
を数値で表した（表-3）
。図中に重心の高さ位置の平均を実線で
示し，縦長を①，横長を②とした（図-3）
。どの地区においても
横長の要素が下方に，
縦長の要素は上方に位置する傾向があると
いえる。
【表-3】重心の高さ（平均）
【図-2】分析図の作成例
3. 結果および考察
3-1. 付属構造物を含まない場合の構成の分析

3-2. 付属構造物を含む場合の構成の分析

C 地区について，図-3 の分析図から読み取れることを述べる。

主要な構造物に付属する小さな構造物も含めて抽出した分析

黒色で示した横長の要素は下方左側に偏って位置しており，
これ

図（図-4）から読み取れることを挙げる。白色の縦長の要素は，

らは冷却塔，建屋，熱交換器等である。白色の縦長の要素は左右

図-3 と同様，上方に向かって突き出すように存在する。一方，

方向に散らばって分布しているが，
いずれも上方に飛び出してい

横長の要素は，下方に限らず上方にも散らばって存在している。

るように見られる。
比較的幅のあるものには蒸留塔と見られる塔

とはいえ，横長要素が単独で存在するわけではなく，1 つの縦長

【図-3】C 地区の分析図（付属構造物を含まない場合）

【図-4】C 地区の分析図（付属構造物を含む場合）
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の要素に対して，
複数の横長の要素が一定の間隔をあけて重なる，

0.0 以上 0.7 未満，0.7 以上 1.5 未満，1.5 以上の 3 区分で H/W の

という構成が複数認められる。こういった重なりは，煙突と煙突

値の数を単純集計し，表-2 および表-4 に示した。石には付属構

外部に一定間隔で付属する足場や手すりによるものである。

造物はないので，両表の数字は同じである。

3-1 と同様に H/W の値の割合を表-4 に示した。横長の要素が 3

表-2 および表-4 を見ると，0.0 以上 0.7 未満と 1.5 以上の割合が

～5 割，縦長の要素が 3～6 割あるということが分かった。付属

6 割を超えることが，A，B，C 地区と庭造図絵秘伝に共通する。

構造物を含まない場合に比べて，横長の要素の割合が高い。ただ

すなわち，
横長や縦長の形態的特徴を有する要素が優勢であるこ

し，横長の要素の割合は，面積による重みづけなしの場合が 3～

とが共通している。ただし，庭造図絵秘伝に比べて，A，B，C

5 割であるのに対して，重みづけありの場合は3 割程度におさま

地区の方が，0.7 以上 1.5 未満の割合が低く，横長や縦長の要素

っている。

数の割合が高い。特に，1.5 以上の割合は，どの地区も庭造図絵
秘伝より高い。さらに，庭造図絵秘伝における H/W の最大値は
3.6 であったのに対して，工場景観における最大値は 12.1 であっ

【表-4】H/W の分布割合（付属構造物を含む場合）

た。つまり，3 地区の工場景観は，庭造図絵秘伝の石組絵図より
も，横長や縦長の要素をより多く含み，特に縦長の傾向がより極
端である。煙突や蒸留塔といった，特定の機能を果たす形態の要
素が工場景観を構成していることが，
このような傾向に現れたと
考えられる。
また，庭造図絵秘伝では，縦長の三尊石の直下に台座のごとく
横長の石が描かれ，対比の構図をなしている（図-5）
。付属構造
また，重心位置を表-5 に示した。①と②との差は 2.21 と非常

物を含まない工場景観においても，横長の要素が下方に位置し，

に小さいものとなっている。これは他の地区でも同様であり，付

縦長の要素が上方に突出するという，
縦長と横長の対比をなす構

属物を含む場合では横長の要素は必ずしも下方に位置するわけ

図が認められる（図-3）
。

ではなく，
縦長の要素との兼ね合いにより位置が定まるというこ

工場景観では，縦長の要素の表面に，複数の小さな横長（水平）

とが分かる。

の付属物が一定の間隔をあけて重なるという構成が顕著である
（図-4）
。一方，庭造図絵秘伝では，縦長の三尊石の表面に描か
【表-5】重心の高さ（平均）

れているのは，鉛直方向のすじ（石の肌理）であり，水平方向で
はない（図-5）
。工場景観と，石組の絵図では，縦長の要素の表
面にある付属物あるいは肌理の方向性に，
水平ないし鉛直という
違いがある。

3-3. 庭造図絵秘伝に描かれた石組意匠との比較

4. まとめ

前述のように，堤らは庭造図絵秘伝に描かれた石について，

以上より，四日市コンビナートの工場景観と，庭造図絵秘伝

H/W を測定し値を示している（図-5）
。工場景観の分析と同様に

に描かれた石組の絵図の間には，
以下の共通点があることが分か
った。
・横長の要素と縦長の要素の対比
・横長の要素と縦長の要素との位置関係
また，相違点としては以下のことが分かった。
・H/W の値の分布割合
・H/W の値による縦長，横長の程度
・表面の付属物あるいは肌理の方向性
H/W の割合を見ると，横長や縦長の形態的特徴を有する要素
が，双方で優勢であることから，庭造図絵秘伝の石組に通じる，
水平性と垂直性の対比という構図が，
四日市コンビナートの工場
景観にも認められる。さらに，縦長の要素の足元に横長の要素が
ある，
という構図も共通している。
つまり，
この工場景観の中に，
蓮華石や盤石に下支えされた三尊石組のごとき構図が存在する
可能性がある。
また，工場景観は，横長や縦長の要素をより多く含み，特に
縦長の傾向がより極端であるため，
石組意匠よりも強い対比の構

【図-5】庭造図絵秘伝に描かれた石の分析図の例(3)

図になっていると考えられる。
排煙といった特定の機能要請で形
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態が決まっていることの現れである。
今後の課題としては以下のことが挙げられる。まず，要素の
色，質感，形について，詳細な比較ができなかった。工場景観の
構成要素は主に金属製であり，
表面が塗装されている場合もある。
また，工場景観の構成要素は円柱など幾何学形である一方，石の
形は不規則である。比較の対象が，墨で描かれた絵図であったた
め，それらの比較ができなかった。堤らは，鈍穴の実作庭園も対
象に構図の研究を行っている。そのため，それら実作を対象に工
場景観との比較を試みることが今後の課題である。
また，今回対象としたのは，四日市コンビナート内の一部，
および，1 作庭家の書である。例えば，四日市市内の別の工場群，
製造物の異なる工場群，
また京浜や北九州といった他の工業地帯
の工場群等では，異なる形態や構図が認められる可能性もある。
また，他の作庭書，あるいは実作でも，異なる石組意匠が認めら
れる可能性がある。比較例の蓄積をとおして，工場景観の新たな
見方を確立することが今後の課題として挙げられる。
補注
(1) 鈍穴こと勝元宗益（1810～1889 年）は，近江地方の作庭家と
して江戸末期から明治初期にかけて活躍した人物で，弟子た
ちに作庭技術を伝えるために著した「庭造図絵秘伝」におい
て，石組意匠のあるべき姿を詳細に描いた。駒井克哉，村上
修一（2008 年）
『庭造図絵秘伝』等 3 著作にみられる鈍穴の作
庭論について，ランドスケープ研究（オンライン論文集）
，1：
44-47
(2) 国土地理院発行の数値地図（基盤地図情報）をベースに，著
者が作成したもの。
(3) 庭造図絵秘伝に描かれた三尊石と蓮華石の組方の分析図。文
献 3)：19 掲載の図を筆者が加工し転載。
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