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ABSTRACT 

The discovery of Musashino in Naturalism literature has attracted many people to the coppice in Musashino.  This paper aims to 

show how Kiyoshi Inoshita - a longtime bearer of public landscape gardening in Tokyo and an ardent admirer of Naturalism literature - 

perceived the Musashino coppice and how he expressed it in his landscape designs.  Methods include analysis of Inoshita’s writings 

about tree species and of his selection of tree species in designing gardens, parks, and streets.  Results show that: 1) Although 

Inoshita’s initially focused on literature about Musashino coppice, he began to view the actual coppice after discovering Yamaboushi 

in 1921, and 2) as Inoshita developed his new perception of Musashino he selected coppice tree species to be used in private gardens, 

but when designing public space in parks and streets, which were his areas of expertise, Inoshita used coppice trees only where they 

satisfied his philosophy of “local landscape trees”. 

 

１．はじめに                       

１－１.背景と目的 

古くからその姿を更新してきた武蔵野は、自然主義文学にお

ける武蔵野の発見により、「雑木林の武蔵野」として人々の

心を惹き付けてきた 1)。武蔵野の雑木林は、明治時代初期に

自然主義文壇によって描かれることで、単なる農用林という

存在から、風致林として観賞の対象としても捉えられるよう

になり、庭園や公共造園へも影響を与えたとされる 2)。自然

主義文学に傾倒し、庭園・公共造園に関わっていた人物とし

て井下清が挙げられる 3)。長く東京市の公園課長を勤め、造

園家であった井下は、東京の緑地行政の基礎を築いた。 

以上より本稿は、長く東京の公共造園を担い、かつ武蔵野に

造詣が深いとされる井下清が、武蔵野の雑木林をどのように

捉え、それが彼の造園空間についての思索に、どのよう反映

されているかを明らかにする事を目的とする。 

１－２.既往研究と本論の位置づけ 

造園空間と武蔵野の関係性について述べている研究に、山根
2) 、岡島 4)のものが挙げられる。山根 2)は、「雑木林の武蔵野」

のイメージの影響として、庭園における雑木林を意識した作

庭や、公園や風致地区における雑木林の保護を指摘している。

岡島 4)は、上原敬二の庭木の樹種評価の形成に雑木林の武蔵

野の影響を受けた作庭や、自己の経験が影響を与えた事を指

摘している。これに対し本稿は、私的な庭園に留まらず、公

共造園を含めて、雑木林の武蔵野がどのように受け入れられ

たかを明らかにするものである。 

１－３．研究方法と構成 

調査は、井下の言説の分析を中心に行う。対象とする文献に

ついては、国立国会図書館・東京グリーンアーカイブスにお

いて確認できる井下の論考が掲載された雑誌と彼の著作で

ある 202件全てに目を通し、武蔵野に関する記述が読み取れ

るもの 12 件と、井下の公園・街路樹・庭園において推薦さ

れる樹種について述べてある言説 24 件を分析対象として取

り上げる。研究の構成として、まず 2章において自然主義文

学によるまなざしを中心に、井下の捉えていた武蔵野につい

てまとめる。3 章において、井下が造園空間において利用を

考えている樹種についてまとめる。そして、4章において 2,3

章を踏まえ、井下の武蔵野の捉え方と造園空間において利用

を考えている樹種の関係について明らかにし、5 章において

全体をまとめる。6 章においては補論として、樹種への着目

のみで明らかにすることのできない部分について考察する。 

２．井下の捉えていた武蔵野について           

2 章では、井下の言説において、武蔵野に関する記述が読み

取れるものから、井下の武蔵野の捉え方を明らかにする。分

析対象となる言説を【表１】に示す。 

 

 

２－１.井下の武蔵野へのまなざしの概観 

井下の言説を概観すると、蘆花や独歩など、自然主義文学に

ついて直接述べている記述（Ａ−５）や、自然主義文学の特

徴を読み取る事ができる記述（Ａ−１）が見られる事から、

井下の武蔵野の捉え方において、自然主義文学のまなざしが

ある事がわかる。また、自然主義文学のまなざしにとどまら

ず、武蔵野の上古からの歴史的な背景をふまえて、武蔵野を

捉えようとするまなざし（Ａ−４）や、自らの専門である造

【表１】武蔵野との関係が読み取れる井下の言説 



園学を通して武蔵野を捉えようとするまなざし（Ａ−５）や、

東京の郊外の拡大や発展の動向が井下の武蔵野の捉え方に

影響を与えていると見られる様子（Ａ−９）などが伺える。

以上から井下は、自然主義文学のまなざしだけでなく、複数

のまなざしによって武蔵野を捉えていたことが分かる。 

２－２.井下の捉えていた武蔵野の要素 

井下は当時の武蔵野の様子を、植生・地形要素・水系・人口

建造物など、幅広く描写している。その中でも雑木林につい

て特に多く述べており、その内容も具体的である。内容とし

ては、雑木林の維持管理のしくみ・自然更新のプロセス・遷

移の様子などの動態的な側面や、雑木林が野に断続的にある

様子・雑木林の樹種についてなどを挙げ、雑木林の実際的な

部分についてと、その構成の特徴や美しさについて述べてい

る。 

中でも井下は、雑木林の樹種への関心が高い。井下の武蔵野

に関しての言説 12 件から、井下が武蔵野の樹種として言説

の中で挙げているものを抽出したものが【表２】である。樹

種について言及しているものは 12 件中 7 件である。初期の

ものにおいては挙げられる樹種が少なく、1934年以降その樹

種が増えている傾向がある。 

 

 

言説番号
雑木林の

樹種明記
武蔵野の雑木林の樹種 樹種数

Ａ－１ ○ クリ・ナラ・クヌギ・エゴノキ 3

Ａ－２ ×

Ａ－３ ○ ヤマボウシ 1

Ａ－４ ×

Ａ－５ ○
ナラ・クヌギ・クリ ・ソロ・ニレ・エゴノキ ・ガマズミ・ヤマネ

バリ・ハラクハ・ヤマボウシ・ヤマコウバシ・ブナ・ウメモドキ

・ウシコロシ

14

Ａ－６ ○
ネムノキ・イヌザクラ・ヤマザクラ・ケヤキ・カラクワ・ゴンズ

イ・コブシ・ガマズミ・ウシコロシ・ニシキギ・コゴメウツギ・ツ

ツジ・ヤブムラサキ・マユミ

14

Ａ－７ ○
ナラ・クヌギ ・ケヤキ・ソロ・ハンノキ・ブナ・クリ ・ムク・ヤマ

ザクラ・ネムノキ・エゴノキ ・マユミ・ヤマボウシ・ガマズミ・

ヌルデ・ゴンズイ・サワフタギ・ネジキ・ヤブムラサキ

22

Ａ－８ ×

Ａ－９ ×

Ａ－１０ ○ ナラ・クヌギ ・ソロ 3

Ａ－１１ ×

Ａ－１２ ○
アカマツ・ナラ・クヌギ ・ケヤキ・ムクノキ・エノキ・ガマズミ・

エゴノキ ・ソロ・イヌザクラ・ネムノキ・ゴンズイ・マユミ
13

 
 

２－３.自然主義文学のまなざしからみる井下の武蔵野 

井下が自然主義文学の影響として蘆花に傾倒していた事を

ふまえ、井下が捉えている雑木林の樹種と、自然主義文学で

取り扱われる樹種と比較する。言説Ａ−５における“武蔵野
の雑木林が文学に表はれたものについて記憶に残るものを
二、三上げます。國木田独歩氏については先にも申し述べま
した。その外、徳富蘆花氏、早稲田の白石氏が明治四十二年
頃中央公論に書いたもの等を代表的なものと記憶に残して
居ます。”という記述をもとに、独歩・蘆花・白石の小説 5)6)7)

における樹種表記を抽出すとナラ・クリ・クヌギ・エゴノキ・

アカマツが得られた。これら 5種を、文学における雑木林の

樹種とする。この 5種と、井下の捉える雑木林の樹種との関

係性をみると、【表２】の太字部分のような、部分的な重な

りが見られ、特に 1918 年の言説においては、総ての樹種が

文学において登場する樹種と共通している事がわかる。とこ

ろが、1921年の言説で、文学の雑木林では描かれなかったヤ

マボウシが挙げられている事、以降、列挙される樹種数に大

きな増加が見られる事から、井下の武蔵野を捉えるまなざし

を把握する上で、1921年の言説を更に分析する。 

２－４.ヤマボウシの発見によるまなざしの変化 

1921 年の『武蔵野に生ふる木』というタイトルの言説Ａ−３

は、井下がその年の夏に小金井を訪れた際の出来事について

語られている。井下は、公務で小金井を訪れていた際に通り

がかった雑木林のうちに、ヤマボウシが生えている事に気づ

いた事に対して“がっかりした”と述べている。そして、こ

の経験から井下は、“至って平凡であつて特に注目する様な
産物もなければ珍木もない”と思っていた武蔵野の雑木林を、

“これからは大づかみに「雑木林」と云う風な見方をせずに
一本一本研究して見たいと思ふ”と述べ捉え方を変化させて

いる。また、同言説を読んでいくと、井下は、その言説の以

前から、ヤマボウシに関心を寄せていた事がわかる。ヤマボ

ウシは、1910 年に日本がアメリカへ櫻を贈った返礼として、

アメリカから贈られたハナミズキと似た在来の種であった。

これをふまえて表 2においてハナミズキに注目して見てみる

と、1921年にヤマボウシが出た以降も、井下が武蔵野の雑木

林の樹種として言説Ａ−５、Ａ−７でもヤマボウシを捉えてい

る様子が見られる。 

２－５.小結 

井下の武蔵野の捉え方として、自然主義文学によるまなざし

があった事、また、そのまなざしにとどまらず、複数のまな

ざしによって武蔵野を捉えていたことを明らかにした。 

また、具体的な樹種から武蔵野の捉え方をみると、1921年以

前、井下は雑木林の樹種を文学のイメージからしか捉える事

ができていなかったが、後年は武蔵野の雑木林をバリエーシ

ョン豊かに捉えていくようになる。よって、1921年のヤマボ

ウシの体験は、井下にとって雑木林を、文学のイメージとし

て捉えるものにとどまらず、自身が実際に武蔵野を見ること

でその姿を捉えていこうとするまなざしへ変化させるもの

であったことがわかる。 

3.井下の推薦樹種について                     

3 章では井下の推薦樹種の選定がどのように行われていた

かを明らかにする。推薦樹種とは、井下の言説中に、造園空

間にける利用を推奨している記述が確認できる樹種を指す。

井下の言説全２０４件のうち、推薦樹種についての記述が見

られるものは 24 件である。推薦樹種の対象となる造園空間

は庭園・公園・街路の 3つの空間に分けることができる。そ

れぞれの言説について、庭園をＧ、公園をＰ、街路を Sとし、

時系列にナンバリングした上で、言説で述べられている推薦

樹種の内容を整理した。【表３】 

４．井下のまなざしと推薦樹種の関係           

4 章では、2 章において明らかにした井下の武蔵野の捉え方

及びその変化と、3 章において明らかにした井下の推薦樹種

から、両者の関係を考察する。また、本稿においては、井下

が自らの言説の中で武蔵野の雑木林として描写している樹

種を、武蔵野の雑木林の樹種と定義する。 

４－１.推薦樹種と井下の捉えた武蔵野の雑木林の樹種 

庭園の推薦樹種において雑木林の樹種が出て来るのは、【表

３】のＧ－１、Ｇ－２そしてＧ－７～Ｇ－１１と続く。それ

ぞれの樹種の記述の傾向として、Ｇ－１、Ｇ－２は、雑木林

の樹種が挙がってはいるものの、それらを武蔵野の雑木林と

して意図しているような記述はなく、Ｇ－１は雑木林の樹種

といっても、常緑広葉灌木のイヌツゲに留まり、Ｇ－２にお

いては、言説の中で挙げられる大量の樹種のなかで、散在し

て武蔵野の雑木林の樹種が挙げられるに留まるため、武蔵野

の雑木林を意識してそれらの樹種を挙げている可能性が低

い。一方、Ｇ−７以降の言説においては、武蔵野の雑木林の

樹種を、Ｇ−９“雑木林内に限る思いがけない樹木”と称し

たり、武蔵野の雑木林の樹種がまとめて落葉樹や雑木として

挙げられたりすることから、雑木林の樹種と意図して樹種を

列挙している様子が伺える。 

公園の推薦樹種においても武蔵野の雑木林の樹種の影響を

【表２】井下の言説にみる武蔵野の雑木林の樹種 



見てみると、６つの言説のうち５つで武蔵野の雑木林の樹種

がみられるが、武蔵野の雑木林の樹種と意識した記述は、Ｐ

−４においてケヤキが”雑木林の内に自然萌芽したもの”と

述べられているにすぎない。 

街路においても、7 つの言説のうち 6 つで武蔵野の雑木林の

樹種を確認する事ができるが、Ｓ−３においてケヤキが“武
蔵野の郷土色を表すもの”と述べられているにすぎない。 

以上のように、推薦樹種において武蔵野の雑木林の樹種は多

くあげられてはいるが、そのうち、武蔵野の雑木林を意図し

て樹種を挙げているものは、Ｇ－７～Ｇ－１１と、Ｐ－４の

ケヤキのみであり、その他については、雑木林の樹種と意図

して述べているか判然としない。 

４－２.庭園の樹種選定における 1921年のまなざしの変化の

影響 

庭園において、雑木林の樹種が出てきながらもその意図が見

られないＧ−１, Ｇ−２と、雑木林の樹種である意図が読み取

れるＧ−７〜Ｇ−１１は、時系列で見ると 1921 年のヤマボウ

シの発見という経験の前と後である事がわかる。ここから、

庭園の樹種選定において、1921年以降井下が雑木林の樹種を

推薦している姿勢がわかる。 

ここから、1921年のヤマボウシの発見によって、井下がそれ

以降、雑木林の樹種を造園空間における取り入れを推薦する

ようになったという事が考察できる。この背景として、庭園

を思想趣味の表現の場であると捉えていた井下の理念があ

り 8)、個人の趣味性の範囲で雑木林の樹種を風情として取り

入れる事を認めていたと考える事ができる。 

４－３.自然主義文学における樹種の影響 

樹種選定において、自然主義文学における文学の樹種があが

っているものは、庭園におけるＧ－７～Ｇ－９にとどまって

いる。ここから井下は、庭園においては武蔵野の雑木林の樹

種を取り入れようとしたが、公園・街路においてはそのよう

な姿勢は見られなかったという事がわかる。 

４－４.郷土樹木という概念 

雑木林の樹種ではあるが、その意図の判然としない公園・街

路空間における雑木林の樹種の記述の傾向として、武蔵野の

郷土を表す樹種と述べられる傾向がある。ここから、郷土の

風景を表す樹という井下の樹木に関する概念として「郷土樹

木」が挙げられる。井下は郷土の風景形成する樹木を、単に

郷土に多く生えている特徴的なものとして、遷移の中で優勢

な自生のものを真の郷土樹木として指している 9)。この郷土

樹木と、公園・街路において挙がっている雑木林の樹種を比

較してみるとそれらの多くが重なっている。この選定の背景

として、公共造園においては維持管理のしやすさや障害から

強いことを条件としていた井下の理念があると考えられる。 

５．まとめ                       

本稿では、以下の２点を明らかにした。 

井下は武蔵野に対して、自然主義文学のまなざしと、武蔵野

の雑木林の実際を自ら詳細に捉えていこうとするまなざし

がある。井下は初期の言説に於いては、自らの傾倒していた

文学のイメージによってしか、武蔵野の雑木林の樹種を捉え

る事ができていなかった。しかし、1921年のヤマボウシの発

見によって、実際の武蔵野の雑木林を捉えていくまなざしを

獲得した。 

井下の推薦樹種において、武蔵野の雑木林の樹種は庭園・公

園・街路はそれぞれ出て来るが、雑木林の樹種であると意図

を以て選定されていることがと明らかなものは、庭園におい

てのみ確認でき、公園と街路においては確認できなかった。

また、庭園においても、雑木林の樹種であるという意図のも

と選定しているのは、自身の１９２１年のヤマボウシの経験

によって、雑木林の樹種を積極的に見るようになった以降の

みである。 

この推薦樹種と井下のまなざしの関係性の背景として、井下

の造園空間における理念が影響している事が考えられる。庭

園を思想趣味の表現であると捉えていた井下は、庭園空間に

おいては、個人の趣味性の範囲で雑木林の風情として武蔵野

の雑木林の樹種を取り入れて楽しむ事は受け入れるべき事

と考えていた。しかし、自分の職域である公園と街路におい

ては、維持管理などの条件から、武蔵野の雑木林の樹種を、

多く取り入れる事はなく、あくまで維持管理のしやすい遷移

の中で優勢な自生の郷土風景樹として取り入れていたこと

が考えられる。 

６．おわりに                      

６－１.今後の課題 

本稿では井下の武蔵野の捉え方について、自然主義文学の影

響による文学のまなざしを中心に分析を行い、２章で挙げた

その他のまなざしである、歴史的背景をふまえて武蔵野を捉

えようとするまなざしなどの視点については、造園空間との

関連性を詳しく見ていく事はできなかった。その他のまなざ

しについては今後の課題としたい。 

６－２．雑木林の保存と造成について  

井下の武蔵野の雑木林の捉え方の造園空間への反映を見る

なかで、樹種で見ることはできないが重要なものとして、雑

木林の保存に関する言説であるＡ－６,Ａ－７,Ａ-１０と、

雑木林の新たな造成に関する言説である造成に関する言説

であるＡ-１２がある。 

井下は、雑木林の保存について、言説Ａ－７において、維持

管理方法や目指す雑木林の姿などの方向性を検討し、雑木林

を都市緑地として残していく姿勢をとりつつも、言説Ａ－１

２において、“東京人の深い愛着を持つ武蔵野の雑木林をど
う求めていくか”、とその方針について決定しかねている。

また、雑木林の造成については、自らの関わる事業の中で、

東京の郷土風景とも言える武蔵野の雑木林を自然公園とし

て造成する案に対して、“武蔵野の雑木林を巧みに取り合わ
せ健全に郷土風景とすることに違和感を感じる”と述べ、こ

の案に憂慮しつつも、その案に対する技術的な計画を自ら提

案している。 

ここで改めて井下がどのように武蔵野を捉えていたか鑑み

ると、井下はヤマボウシの発見を通して雑木林を様々なまな

ざしでみていく中で、武蔵野の雑木林の良さを、雑木林が自

然更新されていく動態的なシステムや、雑木林の林相、周囲

との断続性などの総体的な点に感じていた。また、歴史的な

推移から武蔵野を見つめていた井下にとっては、武蔵野が雑

木林である事自体さえも動的な瞬間の１つであったのかも

しれない。都市緑地として雑木林を保存し、公園という営造

物において雑木林の樹種を取り合わせてそれを再現すると

いう事は自分の雑木林観とは相いれないものであったと考

えられるが、詳しい考察は今後の課題としたい。 
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