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３
章植
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と

  
剪
定
の
技
樹木や下草、草花の植栽・配植により
景色を表現することは、庭づくりの基
本であり、最も個性と創意が現れる大
切な部分である。仕上げの剪定も樹木
の生理を整えるばかりでなく、庭のテー
マに沿って、より景趣を豊かにする。
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第３章　植栽と剪定の技

１．植栽・剪定に用いる工具と使い方

（1）植栽工具の種類と使い方
　①スコップ
　シャベル、ショベルとも呼ばれ、土砂を掘ったり、
すくったりする道具。庭の土面の掘り起こし（天地返
し）、庭木の植え付けや移植のときなどには欠かせない。
用途に応じて以下のような種類がある。
●剣スコ：先が尖っていて、主に穴を掘るのに使う。
●角スコ：先が平らで、土や砂利などをすくって積み
込み・運搬するのに用いられる。
●練りスコ：コンクリートやモルタルなどを練り混ぜ
るときに使う。
●両面スコップ（ダブルスコップ）：剣スコを２枚合わ
せた構造で、土を挟み込むようにして掘る。竹垣の柱
や庭木に取りつける支柱など、径が小さく深い穴を掘
る場合に重宝する。

　②エンピ
　スコップの一種であり、主に庭木の掘り取りに用い
る。へら部分には反りがあり、先端はやや尖っている。
柄はまっすぐで反りがない。刃先は裏面も研いで鋭利
にする。
　なお、エンピは、断根法と呼ばれる簡単な根回しを
行う際に使われる。これは根元周辺の地面をエンピで
突き刺して、側根を切断することによって、そこから
細根を多く発生させるのを促すものである。

　③ツルハシ
　硬い地盤を掘り起こしたり、掘削する工具である。
　弦状に湾曲した鉄の両端を尖らせたものと、片方だ
けを尖らせたものがあり、その尖った様子が鶴の嘴に
似ることから、この名がある。いずれも、中央部に木
製の柄が付いている。前者は「鶴」、後者は「鳶」また
は「ばち」という名でも呼ばれている。

エンピ

両面スコップで丸太を建てる穴を掘る

ツルハシ

剣スコ（左）と角スコ（右） 両面スコップ
（ダブルスコップ）
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コラム①　こうがい板のさまざまな使い方

　④こうがい板
　「掻き板」あるいは「手板」などとも呼ばれ、部分的
な地均しや、低木類の植栽、石組、飛石、延段・敷石
の施工、敷砂などを行う際に、以下のような作業に使
う台形の板片。
●土や砂を叩いたり、土粒をつぶしたり、均したりな
どの仕上げ作業。特に景石や飛石の周囲の地際をきれ
いに仕上げることができる。
●景石や飛石の周囲の土を突き込んだり、ほじくった
りする作業。
●施工物の簡単な位置を地面に描く。
　以上、さまざまな作業に使用できる。非常に幅広く
使え、造園工事の現場には欠かすことのできない基本
的な道具である。
　こうがい板は普通、手製でつくるものであり、その
つくり方は以下のような手順で行う。
①長さ 25 〜 30cm、幅 10cm、厚さ１cm くらいの長
方形の板片を用意する。
②板片の片側の端を斜めに切り落とす。先端の角度は
30 〜 45 度ほどが適当。
③斜めに切り落とした辺と、台形の長い方の辺を、斜
めに削って刃のような状態にする。

こうがい板

こうがい板

こうがい板の持ち方の例

　こうがい板は植栽、石組、飛石、敷石、敷砂など造
園作業全般の仕上げとして欠かせない道具である。以
下に、代表的なこうがい板の使い方を写真で紹介する。

整地の際、地面に埋まっている土のかたまりなどを除去

地面と敷石の境界線をはっきりときれいに出す

仕上げとして地面を整地する地面の地均しを行う
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　⑤ジョレン
　土や砂利やコンクリートなどを、掻き寄せたり、敷
き均したりする用具で、長い柄の先に、鉄板製または
竹編製の箕が取りつけられている。柄を両手で持ち、
手前に引き寄せるようにして作業する。
　短い鉄の刃（爪）を櫛状に並べて柄をつけた農器具
である。一般に６本爪と 12 本爪がある。また竹製のも
のを熊手、柄の短いものを手熊という。

　⑥レーキ
　庭の施工前の敷地の草掻きや整地のほか、芝張り花
壇づくりの際に元肥を施す作業、または小石やごみを
掻き集めるのにも使う。また、枯山水の敷砂に砂紋を
描く砂かきもレーキの一種で、描く紋様によって、刃
の数や刃の間隔を工夫している。
　人力で上下し、地面や盛土、あるいは基礎に敷き詰
めた割栗石（グリ）を突き固めるための道具。

　⑦地ごて
　こては、左官工事の主役であるが、この地ごては、
地面を平らに均したり、庭木を植えつけ後や、石を据
えつけた後、盛り上がった土の表面を押さえ整える作
業などに用いる。地方によっては庭園工事、および土
木工事に使われるこてである。

　⑧すき
　地面に穴や溝を掘ったり、土をすき取ったりするの
に用いる用具。台（先端が刃の部分）と柄とを１本で
つくり出し、柄尻がＴ字型になっており、鋤台の肩を
踏んで地面に垂直に挿入することができる。現在はス
コップが使われ、あまり用いられなくなった。 

　⑨くわ
　土の耕作、整地、除草と園芸作業に幅広く用いられ
る農具。苗床や花壇づくりに使われる。先端に刃をつ
けた平たい鉄板に、長い木製の柄をつけた形が一般的
であるが、刃先が３〜４本に分かれたものもある。
　弥生時代の出土品のなかにもあり、相当昔から使わ
れていたことがうかがい知れる。 

第３章　植栽と剪定の技

ジョレン

レーキ

す　き

４本刃のくわ（上）と通常のくわ（下）

各種地ごて



56

（2）剪定用工具の種類と使い方
　①木バサミ
　　 別名：植木バサミ、南蛮、わらび手、和バサミ、おたふく

　「植木バサミ」、「南蛮」などとも呼ばれている、最も
一般的な剪定用のハサミ。剪定作業には一番頻繁に使
用される。関西ではわらび手、和バサミ、おたふくな
どという呼称で親しまれている。
　指を入れる柄の部分を「わらび手」といい、このわ
らび手が大きく、独特のかたちをしているのが特徴。
このような柄の形は、枝を切ったときに、他の枝を挟
んで傷めないように工夫されたものである。木バサミ
は剪定バサミのようにバネがなく、長時間使用しても
手が疲れないという利点がある。大きさ、かたちとも
にいろいろなものが市販されているので、実際に手に
とってみて、よくなじむものを選ぶとよい。
　通常、木バサミでは直径１cm くらいまでの枝を切る。
それ以上の太い枝を切るには剪定バサミを用いること
が多い。細い枝が込み合っている場合には、木バサミ
を使うと剪定作業がスムーズに行える。さらに、枝分
かれの部分や芽の位置で切る場合など、剪定バサミで
切ると、枝の切り残しが突起状になってしまうが、木
バサミを使うと、枝を残さずにきれいに切ることがで
きる。使うときは、わらび手に全部の指を入れて持つ
ようにすると、指に力を入れやすい。細い枝は刃先で
はさみ、太めの枝は刃を大きく開いて刃の根元に近い
ほうではさむ。前後に動かすと多少太い枝でも楽には
さむことができる。ただしハサミを左右にひねりなが
ら切ると、刃こぼれをするので要注意。

　②切りばし
　主として京都を中心とした関西で使われているハサ
ミで、細かい枝先の剪定のほかに、植木の掘り取りの
際の根切りや、柄の部分で根鉢の余分な土をかき落す
など、職人たちが作業に応じて工夫して使っている万
能バサミ。

　③剪定バサミ
　最初、果樹の剪定用のハサミとしてヨーロッパから
紹介されたが、切れ味がよいうえに太めの枝も切れる
ことから、庭木や盆栽などの剪定に広く用いられるよ
うになった。果樹剪定用ということから、庭木の見た

木バサミ

切りばし３種

剪定バサミ

木バサミの持ち方①
基本的な持ち方。わ
らび手にすべての指
を入れて持つと、指
に力が入る。

木バサミの持ち方②
　人さし指と中指を
わらび手の外側にか
ける持ち方。慣れる
とハサミを動かしや
すく、作業をスムー
ズに行うことができ
る。
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目の美しさより、できるだけ多くの木、多くの枝を剪
定するのが目的で、スピーディかつ、よく切れること
を狙いとしたハサミである。したがって枝先などの細
かい剪定には向かない。
　木バサミとは刃の形が異なり、「切り刃」と「受け刃」
が半円の弧状となっている。「にぎり」と呼ばれる柄の
内側にバネが仕込まれていて、ギュッと握り込むよう
にして枝を切る仕組みになっている。このバネには、
針金のゼンマイバネと虫バネの２種類があり、バネの
強いものは、長時間作業するとかなり手が疲れてしま
う。剪定バサミは各種市販されているが、購入の際には、
実際に握ってみて自分に合ったものを選ぶとよい。
　剪定バサミは、木バサミでは手に負えないような太
い枝の剪定に使用する。枝の硬さによって多少の違い
はあるが、一般的に直径 2cm くらいまでの枝を切るこ
とができる。切り方によってはそれ以上の太い枝を切
ることも可能。実際に枝を切る場合は、切り刃を手前
にして、枝をはさんで向こう側へ押し込むように回し
て切る。このようにすると、それほど強い力を入れな
くても、太い枝を無理なく切ることができる。

　④刈り込みバサミ
　生垣および玉ものや玉散らし、または洋風のトピア
リーなどの人工的な仕立てものを刈り込むためのもの
で、両手で扱う大型のハサミ。木バサミ、剪定バサミ
と異なり、枝を１本１本切るのではなく、全体的な樹
形をつくることを目的とする。
　刈り込みバサミには、表と裏があり、刃先が反って
いるほうが表で、この刃の反りが手前側に向くように
するのが正常な持ち方。刈り込みバサミ購入時には自
分に合ったものを選ぶ。刃が厚く、刃渡りが長いもの
のほうが使いやすく、柄も長いほうが腕が疲れないの
で作業が楽である。
　刈り込みバサミの使い方は両手を同時に動かすので
はなく、片方の手は柄の中ほどを握って固定し、もう
一方の手を動かして使用する。そうすると刃先がブレ
ずにきれいに刈ることができる。また、柔らかい芽先
のみを刈り取るような場合は、柄を短めに持つと作業
しやすい。なお、玉ものの上面の曲面部を刈り込むと
きには、ハサミを裏返しに使うと美しい丸みがつけら
れる。また、生垣の天端など高所を刈り込むときも、
ハサミを裏返したほうが作業がスムーズに行える。

枝の太さによる用具の使い分け

刈り込みバサミ

左手は固定

右手のみ
動かす

第３章　植栽と剪定の技
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　⑤高枝剪定バサミ　　　　　　　　　  別名：高枝切り

　脚立やハシゴを用いずに、高いところの枝を切り落
としたいときに使う植木バサミ。街路樹、公園樹の剪
定に使う大形のものと、高さ 3.0m くらいまでの枝を切
る家庭用のものがある。かつては、竹の先端にノコギ
リを固定して使っていたこともあったが、現在は、伸
び縮みする長いパイプの先に剪定バサミを取り付けた
ものが一般的で、市場に多く出回っている。
　径 1.5 〜２cm くらいまでの枝を切るのに使い、それ
以上の太い枝を切るには無理がある。また、正確に切
る枝の位置をとらえることできないので、細かい手入
れを行うには向かない。どちらかといえば、樹芯に近
い部分の枝透かしや枝抜きに用いる程度である。
　ハサミ状の刃に枝を挟んだら、刃を動かすロープを
一気に引いて切る。なお、最近はヒモでなくグリップ
式の引き金になっているものが主流となっている。

　⑥剪定ノコギリ
　剪定バサミでは切れないような太い枝や太い根など
を切るときに使用する。古くから使われている道具。
両刃だと他の枝を傷つけてしまうので、片刃のものを
選ぶ。幹や太い枝を切るには、目が粗く、刃の長さが
45cm くらいのものが適す。細い枝を切るには、目が細
かく、刃の長さは 25cm ほど、片手で持って楽に作業
ができるような小形のものが適す。また、刃の先端の
部分が細く丸くなっていて、枝と枝の間に無理なく差
し入れられるものがよい。折りたたみ式のノコギリは
収納には便利だが、使っていないときは刃が見えない
ので、サビに気づきにくいので注意が必要。
　枝を切る際には、切り取る枝の先のほうを一方の手
でしっかりと支えて、枝が動かないようにしてから、
ノコギリを引くようにする。

　⑦枝打ち鎌
　庭木の剪定作業で、枝を切るための柄の長い鎌。刃
が薄めで、刃と柄の角度が普通の鎌よりもやや鈍角で
ある。高い位置での枝の剪定、高垣などの刈り込みに
必要で、主に台杉を仕立てる時の、枝打ち、払い枝な
どに用いられる。台杉の立木の部分の枝を落とす枝打
ちは、枝の付け根に鎌をあてがい、一方の手で枝を下
方に枝折らせて、一気に切り落とす。このとき、切り
口が幹の面より高くなっていると見苦しい。払い枝は、
立木をまっすぐに仕立てるために、穂先の部分の勢い
のある「きき枝」や「立ち枝」を払う作業である。
　払い枝はこれらの枝の枝先から 10 〜 15cm ほどのと

高枝剪定バサミ２種

剪定ノコギリ２種

枝打ち鎌２種

ロープ式の
高枝剪定バサミ

グリップ式の
高枝剪定バサミ
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ころを鎌で払うようにして切る。また新しい立ち木を
育てるにあたって、樹形を乱す勢いのある枝を抜き枝
する際にも用いられる。なお竿鎌といって、1.8m ほど
の長い竹の柄の先に鎌の刃をつけて、高いところの枝
を楽に払えるように工夫したものもある。

　⑧ヘッジトリマー
　生垣など、面を均一に刈り込むための刈り込み機。
電動式、充電式、発動機（エンジン）式などの種類が
ある。ヘッジトリマーは作業が効率的に行えるが、瞬
間的に刈る機械なので、使用にあたっては十分な注意
が必要となる。一部分を刈り込み過ぎてしまったり、
電動式の場合はコードが足に絡んだりして、思わぬケ
ガをすることがあるので注意が必要。

　⑨チェーンソー
　鎖式に連結した鎖歯を長円形鋼版の縁に沿ってベル
ト状に回転させることによって、材を挽く動力ノコギ
リ。主に樹木の伐採や丸太を切ったりするときに使わ
れる。発動機式と電動式の２種類がある。 
　なお使用にあたっては、「伐木等の業務に係る安全衛
生特別教育」を修了する必要がある。

　⑩脚立
　剪定作業に使われる脚立の一般的な構造は長さ３ｍ
ほど、直径５cm くらいのスギやヒノキなどの丸太を三
角形に組み立て、足を掛ける桟を 30 〜 35cm 間隔に横
に打ち付け、さらに支えとなる長さ 2.5 ｍほどの竹の
棒を一番上の桟に取り付けてつくられている。最近は
同形のアルミ製の脚立もあり、軽量で持ち運びが楽な
ので現場で広く用いられている。ただし降雪のときや
コンクリートなどの舗装面では滑りやすいので要注意。
　実際に脚立を使って作業を行う場合は、脚立を立て
たら、支えの棒と桟をロープで結び、脚立が開いて倒
れないようにする。足と地面の角度は 75 度以下と規定
されている。脚立に上っての作業は、通常、上から３
番目か４番目くらいの桟の所までを目安にし、必ず桟
に足をからめて安全を確保する。脚立は前後の動きに
対しては安定感があるが、横方向の動きに対しては不
安定なので、左右の枝を切るときなど、あまり無理な
姿勢で作業を行うと危険である。

　⑪はしご
　脚立でも届かない、さらに高所の剪定作業に利用さ
れる。剪定用のはしごは、現在では二段に伸縮可能な
アルミ製のものが使用されることが多い。

チェーンソー

発動機式（上）と電動式（下）のヘッジトリマー

頂部を針金
で結束

竹

丸太

開
き
止
め
の

ロ
ー
プ

丸太の脚立 アルミ製の脚立

差込み
（丸太など）

はしご 作業のときは
桟に足を掛ける

筋交

安全を考えて
おしみを張り
他の木などに
結びつける

おしみ

はしごの使い方

第３章　植栽と剪定の技
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（3）草花植栽・管理用工具の種類と使い方
　①移植ごて
　土を掘ったりすくったり、草花の定植、移植、また
は球根の植え付けなどに用いられる小さなショベル状
の道具。園芸では非常に頻繁に使用される。
　材質は鉄やステンレスが主流であるが、材質が貧弱
だと柄の付け根が折れ曲がったりする。
　選ぶときは、厚さが１ｍｍ以上で、裏側を見て柄の
付け根のくぼみの部分に、折れ止めがついているのが
よい。

　②ガーデンフォーク
　木製の柄の先に、フォーク状の金属がついたもので、
先端で突いて、固くなった土を崩すのに用いる。特に、
植え付け前にプランターの中の土をほぐすのに最適。

　③草かき
　長い柄の先に半円形の刃がついている除草用具。立っ
たままの姿勢で使うことができる。分類上は鍬の一種
だが、普通の鍬よりも刃が鋭利につくられている。

　④鎌
　木製の柄の先端に、半月型の刃をつけたもの。草を
刈り取るのに用いる。 鎌には以下のような種類があり、
刈り取る草の種類や状態によって使い分ける。
●草刈り鎌：最も一般的な草刈り用の鎌で、刃渡り
10cm くらいの小型のものから、20cm 前後のものが使
いやすい。柄が長いと立ったまま作業ができて楽。
●ノコギリ鎌：刃の部分がノコギリ状になっている鎌。
茎が丈夫な草を刈るのに適する。

　⑤ふるい
　用土の粒をふるい分け選別するための道具。ふるい
の目は、JIS（日本工業規格）により 10 種類の大きさ
があるが、園芸用には 1.0、1.5、3.0、4.5、6.0mm の
５種類を用意しておけば、たいていの場合は間に合う。 

大小のガーデンフォーク

草かき

ノコギリ鎌（上）と
草刈り鎌２種（中・下）

ふるい

移植ごて

各種移植ごて。通常のものよりしっかりしていて使いやすい
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　⑥じょうろ
　水を雨滴状に散水するための道具。水を入れる容器
から突き出たパイプ状のアームの先端に、蓮の実状の
穴のあいた口を取り付けたもの。水を出したときに水
流の筋がよれないのがよい。

（4）清掃用道具の種類と使い方
　①竹ぼうき
　作業終了時の清掃や日常的な庭の清掃に用いる。長
さ 1.2 ｍ〜 1.3 ｍほど、柄は丸竹でつくられ、穂には竹
穂や柴木が使われている。

　②手ぼうき
　杉苔や敷砂などの上の落葉やゴミを払ったり、飛石
や敷石の上についた塵や土を払ったりする、柄のない
小型の箒。竹穂を束ねて手製でつくられる。 

　③熊手
　落葉や砂利、石屑などを掻き集めるための清掃用具。
芝生の中などのゴミを集めるのにも便利である。長い
木製の柄の先に、先端を爪状に曲げた細い竹を何本も
つけたもの。松葉を掻き集める専用の熊手は、普通の
ものに比べて、竹の本数が多く先が細かい。 

　④箕
　掃きだした塵や落葉、石屑などを集める用具。大型
の塵取りとして使われている。もともとは農具で、穀
類をあおってふるい、穀、ごみを選別して除くもので
ある。竹、藤、桜などの皮を編んでつくられる。 

　⑤ブロアー
　庭専用の強力な送風集塵機。１台に吸引機能と吹き
飛ばしの機能の双方を兼ね備えていて、集塵に便利で
ある。
　刈り込んだ細かい枝葉や、鋸での枝おろしで生じた
木屑などを集塵したり、箒や熊手が入らない物陰や、
パイプをアタッチメントを使って長くすれば、屋根や
雨樋に溜まる埃や落ち葉を掃除できる。

じょうろ

竹ぼうき 手ぼうき

熊手

竹で編んだ箕 プラスチック製の箕

ブロアー

第３章　植栽と剪定の技
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（5）工具のメンテナンス
　ハサミ類やノコギリの使用後は、刃に葉汁や樹液、
葉くずや木くずがついたままにしておくと錆びてしま
うので、きれいに払拭し、潤滑油などを塗って保管する。
また刃こぼれがないかよく確認し、もし切れ味が悪い
ようなら、次回に備えてしっかりと砥いでおく。
　刃の砥ぎかたは、大きな砥石を固定しハサミを動か
す方法と、ハサミを固定し、小さな砥石で砥ぐ方法が
ある。いずれの場合も砥石に十分に水を含ませて、
万一の安全のために、自分の方にハサミの刃を向けず
に、ミネの方が手元にくるようにして砥ぐ。刃を砥ぐ
ときは、砥石を刃にピッタリと密着させ、角度を変え
ずに２つの刃のすり合わせがよくなるように砥ぐのが
コツ。
　なお、ハサミ類は使用しているうちに、噛み合わせ
がゆるくなって枝葉を噛んで思うように切れなくなる。
少しでもゆるくなったと感じたら、噛み合わせを調整
する必要がある。
　木バサミは刃を留めている鋲の周りをカナヅチで軽
く叩いて調整する。１度に強く叩くと逆にきつくなり
すぎるので要注意。剪定バサミと刈り込みバサミはボ
ルトを締めることによって調整できる。

コラム②　木バサミと剪定バサミ

　細かい枝を切るのが木バサミ、比較的太めの枝を切
るのが剪定バサミと、われわれは、枝の細い太いで木
バサミと剪定バサミを使い分ける場合が多いが、そも
そも木バサミと剪定バサミとでは、そのつくりという
か構造が根本的に異なる。
　木バサミの場合は、普通の裁ちバサミやペーパーナ
イフと同じく、２枚の刃が直線状についていて、それ
で枝を挟んでスパッと切るので、切口も滑らかになる。
　対して剪定バサミは上刃の切り刃と下刃の受け刃が
あり、多くはともに曲線状の刃となっている。切り刃
が凸型で受け刃が凹型である。
　普通に枝を挟んでも、切り刃は常に引き切りとなる。
したがってノコギリで切ったときと同じように枝を押
しつぶし、切口の繊維が多少乱れることとなる。
　剪定では、切ることが可能な太さまでは、なるべく
木バサミを使った方が、木にやさしいといえよう。

砥石を手に持って刈り込みバサミの刃を砥ぐ

剪定バサミの刃の砥ぎ方

木バサミの刃は直線状の２枚刃となっている

剪定バサミはカーブした切り刃と受け刃からなる
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ことが多い。

❶竹ぼうきとペンチ、ニッパ、針金、銅線などを用意。
１本の竹ぼうきから２本の手ぼうきができる。

❸基準の棒をつくり、穂を使いよい長さに穂先から
切りそろえる。

❺そろえた節の元から 3節目までの穂を切り落とし、
手の大きさに合わせる。普通は130本～ 150本ほど。

❼元の切口をヤスリ等でこすり、あたりの無いよう
にする。針金で束ねた上から化粧として銅線を巻く。

❷ペンチやニッパで、竹ぼうきを分解して、穂と柄
の部分に分ける。

❹穂の長さは 40 ～ 50cmほどが使いやすい。

❻穂を自分の使いやすい太さにそろえて、節間を２
カ所、針金できつく巻いて束ねる。

❽手ぼうきの完成

　杉苔や敷砂などの上の落葉やゴミを払ったり、飛石や敷石の上についた塵や土を払ったりする、柄の
ない小型のほうきで、竹穂を束ねて手製でつくられる
　ここでは竹ぼうきをほぐして、手ぼうきをつくる方法を紹介する。　

コラム③　竹ぼうきから手ぼうきをつくる

第３章　植栽と剪定の技
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２．庭の景色を構成する植栽
（1）樹木の表と裏

　樹木には実は表側と裏側がある。
　庭をつくる場合、私たちはそのことをじっくりと見
極めて木を植える。単植すなわち一本のみを独立樹と
して植える場合は、表を観賞位置の正面に向けて植え
るのが普通である。
　見分け方は、一般に日照を受けて葉が多く茂り、幹
の皮肌も艶やかで美しい方、または枝振りが均等に前
後左右にバランスよく整って見える方が表、その反対
側が裏となる。株立ちの場合はすべての幹が見えるほ
うが表となる。たとえば、二本の株立ちならば二本の
幹が、三本の株立ちならば三本の幹すべてが他の幹と
重ならないで見える方向が表ということである。とに
かく表側は木の姿がよく、見栄えがいい。

（2）気勢を重視した自然風配植
　配植とは「庭のどこに、どのような樹種を何本、ど
のように植えるか」ということである。と一口にいう
と簡単そうに聞こえるのだが、これがなかなか難しい。
その地域の気候や土壌、日照や通風といった環境条件
を踏まえつつ、庭のテーマやデザインに即して選んだ
樹木を組み合わせて植栽し、一つの景観を表現しなく
てはならない。
　配植の方法は、つくり手の感性によるものが多く、
特に決まりがあるわけではない。昔から庭師の腕とセ
ンスが最も顕著に表れるのが配植であろう。
　見る視点と歩く動線、また樹木の生長度合いを考慮
して数年後どのような景観となるかを念頭に置き、樹
木と樹木の相互のバランス、水景や石組、建物や構造
物との調和を十分に考えて配植することが重要となる。
　配植には「気勢」というものが重要な役割を果たし
ている。形あるすべての物は、その形や質感、模様な
どから、空間に目に見えない線を生み出し、今にも動
きだしそうな方向へ向かって伸びています。この見え
ない線を「気勢」と呼んでいる。
　気勢には強さと方向があり、比較的安定した形の物
の気勢は弱く、不定形の形の物ほど気勢は強い。たと

まっすぐ上へ
向かう気勢左上方向の気勢

右上方向の気勢

図③樹木のそれぞれの気勢

まっすぐ上へ
向かう気勢左上方向の気勢

右上方向の気勢

図③樹木のそれぞれの気勢

まっすぐ上へ
向かう気勢左上方向の気勢

右上方向の気勢

図③樹木のそれぞれの気勢

樹木の枝振りから表と裏をよく確認して、正面を決める

樹木の気勢の方向
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えば、半球形に仕立てられた刈り込みは、周囲に向かっ
て少しずつ穏やかな気勢を発していて、長く枝が伸び
ている樹木などは、その先端から強い気勢を発してい
る。この気勢を無視して配植を行うと散漫で落ち着か
ない庭になりかねない。気勢は衝突や反発、あるいは
途中で断ち切ったり、勝手気ままに分散したりするの
を避け、できるだけ統一性をもたせて、まとまりのあ
る空間を表現することが大切。

（3）寄植え
　木を２本、３本と複数組み合わせて植える、寄植えは、
単植の場合と異なり、すべての木を表を向けて植える
というわけにはいかない。２本なら２本、３本なら３
本の木どうしのまとまりが互いに補完しあって一つの
景観を表現するからである。
●２本植える場合　２本植える場合、主木に対して添
えとなるように主従関係をはっきりさせて植えるよう
にする。横に並列に並べて植えると単調になり、景に
味わいがなくなるので、主木の斜め前か、斜め後ろに
主木より低い添えの木を植える。この場合、それぞれ
の木の幹の傾きや枝の出方をよく見て、２本を配植し
たときの全体の気勢が地中の一点から上へ向かって放
射状に出ているように植えている。ただし、横方向へ
の気勢が強すぎると２本の木が反発するように見えて
しまうので注意が必要。
　また、観賞位置から見て、×の字に交差したり、互
いの木の気勢が正面衝突するような植え方はしてはな
らない。このような植え方をすると、のちのち枝が伸
長して互いにからみ合ってしまう。
●３本植える場合　３本植える場合も、それぞれの樹
姿をよく見て、３本の木の気勢が地中の一点から上へ
向かって放射状に出ているように植える。また、３本
の木は平面的に見ると根元を結ぶラインが不等辺三角
形となり、立体的に見るとそれぞれの頂点を結ぶライ
ンが不等辺三角形となるように植えるのが自然風植栽
の基本といわれている。
　それ以上の本数の寄植えは、単植、２本植え、３本
植えを基本的な植栽単位として、さらに不等辺三角形
をつくっていくように組み合わせる。自然風の庭園は
整った秩序を嫌う。さりげない不調和のなかに、自然
風の独自のバランスが求められる。

単植は、枝が均等に出て
いて姿がよく、気勢に片
寄りがない表側を鑑賞位
置に向ける

気勢気勢

気勢

■単植（１本植え）

２本植えは、鑑賞位置から見て左
右均等に気勢が出ているように配
植するのが基本

悪い例①：鑑賞位置から見て
幹が交錯する

悪い例②：鑑賞位置から見て
気勢が正面衝突する

気勢 気勢

気勢

■２本植え

３本以上の寄植えも、３本の不等
辺三角形を基本単位として、さらに
不等辺三角形をつくっていくように
配植する

平面的に見て、真、対、添えの中
心を結ぶラインが不等辺三角形と
なるよう配植する

気勢が地中の１点から上へ向かっ
て放射状に出ているように植える。
また３本の木は平面的に見ても立
体的に見ても不等辺三角形となる
ように植えるのが基本

気勢

不等辺三角形

不等辺三角形

不等辺
三角形

不等辺
三角形

気勢

気勢

真

真 真

真対

対

対

対
添え

添え
添え

添え

■３本植え

単植（１本植え）の気勢

２本植えの気勢

３本植えの気勢
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（4）常緑樹と落葉樹のバランス　　
　２種以上の樹種の組み合わせにより、庭はさまざま
な演出方法が可能となる。
　樹木は葉の形から針葉樹と広葉樹、冬場の葉の有無
で常緑樹と落葉樹、丈の高さから高木、中木、低木と
分けられ、それぞれの樹種がそれぞれに特有の美しさ、
味わいをもっている。配植に当たっては、その樹種の
もつ個性を生かしつつ組み合わせることも重視しなく
てはならない。
　特に常緑樹と落葉樹の割合に留意している。常緑樹
が多いと、その濃い緑が庭にいくぶん暗い雰囲気を与
えてしまい、逆に落葉樹が多いと冬場がさびしい風情
になるばかりでなく、落葉の季節の掃除に大変な手間
がかかってしまう。
　例えば、常緑樹をベースとして、そこに落葉樹を馴
染ませるような感覚で植えるとよい。常緑樹が庭全体
の景色を引き締め、落葉樹が開花、新緑、緑陰、紅葉、
落葉と季節の彩りを添える。どの季節にどのような景
色を表現するかを十分に考慮することが大切である。

（5）近景、中景、遠景の重なり　　
　配植については、近景、中景、遠景の重なりをつく
ることにより、決して視線を一点に絞り込ませずに、
分散あるいは連続させ、左右への広がり、または奥へ
の深まりを表現する。これは隠れて見えない部分を暗
示させ、期待感をもたせるという心理的効果を意図す
るものでもある。つまり、実際に見えている景色の勢
いや流れ。あるいは気勢が現実には見えない部分にま
で連続し、見る人の心のうちに景色を展開させるので
ある。
　遠近感、調和と対比、見え隠れといった、配植の緩
急自在のリズムが、広さや奥行きなどの、さまざまな
視覚的効果を生み出し、何気なく見ていても自身が風
景のなかに溶け込んでいくような安堵感のある美しさ
を表現する。また、季節により、時間帯により、見る
位置により、同一の庭の趣が変容するようにも企図し
ているのである。
　配植により美しい庭の景色を表現する、それは経験
により培った感性と、それに基づいた植栽の維持管理
があってこそのものなのである。

遠景

近景 中景

①庭の遠景・中景・近景のパースペクティブ

フレーム外に広がる
景を暗示

遠景

近景 中景

②上の庭を正面から見たときの視覚的フレーム

隠れた部分
を期待感を
もって暗示

常緑樹で景観を引き締め、落葉樹で季節の彩りを表現

高木植栽の作業

近景、中景、遠景の重なりを配植で表現
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３．景色をつくる樹木の剪定
（1）忌み枝を除く

　剪定というと、不要な忌み枝を除いて樹形を整える
と同時に、日照と通風を確保して、樹木の健全な生育
を促す大切な作業である。
　まずは１本の木に着目して、除くべき忌み枝の解説
をする。
■徒長枝（とび枝）：幹や枝から上の方に長く伸びた枝。
放置しておくと、樹形が乱れ、また勢いが良すぎるた
めに他の枝に養分が行きわたらなくなる。
■ひこばえ（やご）：根元から発生する小枝。放置すると、
樹勢の衰弱を招く。
■からみ枝（交差枝）：枝と枝が交差したり、からみ合っ
たりして見苦しいので除く。
■幹吹き（胴吹き）：幹から直接発生する小枝。樹木の
衰弱の徴候となるもの。
■逆さ枝（腹切枝）：枝は本来、幹から外側へ向かって
伸びるが、逆に幹の方へ向かって伸びる枝。樹形を乱
す原因となる。
■立ち枝：枝から直立するように上へ伸びる枝。勢い
があるので他の枝の養分を吸収し樹木を衰弱させ、ま
た著しく樹形を乱す。
■懐枝：樹冠の内部にある小枝。ほとんどは樹勢が弱く、
生長する見込みがないので切り除く。
　以上が主に除くべき忌み枝とされるが、他にも枯れ
枝などの樹形を整える上で妨げになる枝は除く。
　逆に本来は除くべき枝でも、樹種あるいは剪定の目
的によっては故意に残すこともある。
　その樹種固有の美しさや性質を理解した上で、枝く
ばりをよく見定めて剪定することが大切である。特に
に歩きながら観賞する庭では、１本の樹木を四方から
見て、忌み枝をよく見極めて外すことが必要となる。
　なお、これから植えつける樹木は、植えつけ前に寝
かせた状態で忌み枝を除く剪定を行うと、作業がやり
やすく、また植えつけてから水分の蒸散も多少抑えら
れて活着がよくなる。

逆さ枝

平行枝

交差枝
からみ枝

懐枝立ち枝

徒長枝

幹吹き
ひこばえ

除くべき忌み枝

からみ枝を除き、幹筋をしっかりと出す剪定作業
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（2）庭の景色を考えた剪定
　長い歴史のなかで経験則により培われてきた、一様
でないわが国の剪定技術は、世界でも類を見ないもの。
その優れた剪定技術あってこそ、日本の庭は人為的で
ない自然風の美しさを維持することができるのである。

　①個々の木の役割を考えて剪定
　個々の木の剪定から一歩進んで、庭の景色を表現す
る剪定について考えてみたい。設計意図・コンセプト
に合った庭園の姿を維持するための剪定である。　　
　その木がなぜその部分に植えられているのかを考え、
その木が庭のなかでどのような役割をしているかを見
極めつつ、適切な剪定が必要となる。樹木どうしの関係、
背景との関係、既存樹との関係、庭石や竹垣ほかの構
成物との関係などを見て、互いに補完し合ったり、一
方が他方を引き立てたりと、どのように調和するかを
考えて剪定を行う。

　②気勢に逆らう枝を除く
　寄植えなどで、隣り合う木の枝が交差し、からみ合っ
ている場合は、庭全体の気勢を見て、その気勢の方向
と逆向きの枝を除くといい。また、たとえ交差してい
なくても、気勢に極端に逆らう枝は外すようにする。

３本植えのからみ枝を抜く

３本植えの木の気勢が周囲に放射状に向かってい
るので、からみ合う枝のうち、赤く塗った枝が気
勢の方向と逆向きなので、ここでは除く。

株立ちの幹の気勢が放射状に周囲に広がりを見せるように配植
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コラム④　昔と変わらぬ剪定道具
　江戸時代後期の文政 11 年（1828）に秋里離島により
刊行された『築山庭造伝・後編』は当時の庭づくりマニュ
アルとして大ベストセラーとなった。庶民の間でも庭
づくりが非常に盛んであったことを物語る。
　この書物のなかに「庭を造道具」と題して、下図の
ような造園工具類の絵が掲載されている。
　今日でいうところの、木バサミや刈り込みバサミ、高
枝剪定バサミ、ノコギリといった剪定道具、そのほか
にも、こうがい板、木でこ、こて類、ナタ、すき、くわ、
木づち、ふるい、滑車、また木の枝を誘引している様
子や、人力のウインチのような道具で巨石を引いてい
る様子も描かれ、いかに効率よく作業が進められるか
創意工夫のほどがうかがい知れる。その多くは現在わ

れわれが使っているものと何ら変わることがない。
　それぞれの道具の一つひとつに、長年培われた伝統
的な機能美が備わっており、永々と受け継がれている
ことがわかる。
　実は、江戸時代にハサミといったら木バサミのこと
であった。元禄以降、泰平の世となって刀剣の需要が
減り、鍛冶職人の仕事がなくなってしまった。そこで
鍛冶職人たちは、その技術を日常生活に必要な刃物類
の製作に応用したのである。
　そのなかの一つが木バサミであった。この木バサミ
から裁ちバサミが生まれ、今日一般に見られるハサミ
となった。われわれが使う木バサミこそ、すべてのハ
サミの原形なのである。

『築山庭造伝・後編』より「庭を造道具」　　　※図中の文字は編集委員会による

綿切ろくろ

突きバサミ

手木棒（てこぼう）

大ろくろ

木バサミ
手バサミ

植木ごて

ちりとり

ふるい

木掘り

土端叩き

庭ごて

ノコギリ

玄 能

木づち

如簾（ジョレン）

手 板
同 鍬

鎌

かけや

鋤（すき）

鍬（くわ）

蝉 車

ナ  タ

今でいう手動ウィンチ
で巨石を動かす

今でいう
滑車

今でいう木でこ（樫梃子）

今でいう
スコップ

今でいう
地ごて

今でいう
刈り込みバサミ現在でいう

木バサミ

一般に「こうがい板」
と呼び整地等に今で
も必須の道具

今でいう高枝剪定バサ
ミ。右上の図は、木に
登り枝先を突きバサミ
で切る作業。今でいう
安全ベルトもしっかり
と締めている

　③幹のラインをしっかり出す
　特に落葉樹の場合は、剪定で幹のラインをしっかり
出して、柔らかさや、逆に厳しさといった、その木の
特有の表情、持ち味をいかすことも必要とされる。また、
それぞれの木の幹のラインがくっきりすることで、前
景、中景、背景のメリハリがついて、遠近感を表現す
ることができる。

幹のラインをしっかり出して景石、石積みと調和させる
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４．草花で庭を演出する
　草花を植えるにあたっては、草丈が高くなるものは
背後に、低いものは手前に植えるのが基本で、年間を
通して何らかの花が咲いているのを望むのならば、順
次開花期をずらして植えこむか、年間に数回の植え替
えが必要となる。
　また花の色彩計画や草花の生育条件を考えることも
重要。日当たりを好むものと日陰を好むものを同じ場
所に植えても、同じようには育たない。花の美しい庭
をつくるためには綿密な計画が必要となる。

（1）草花の印象を庭にいかす
　草花は花や葉の色やかたちで与える印象が変わって
くる。例えば垂直に伸びる草花は狭い場所を立体的に
見せ、横に広がる草花は安定感を与える。花の大きな
ものは豪華で派手な印象を与え、小輪で多花のものは
ふんわりとしたやわらかさが感じられる。
　また草花の寄植えでは花のない季節でも、観賞に耐
える必要があるので、葉や茎のかたちとともに質感・
テクスチャーも大切な要素となる。例えば光沢があっ
て硬いイメージだったり、繊細で柔らかそうだったり、
ざらざらして無骨なイメージだったりと、草花の種類
によってさまざまである。
　以上のような草花のイメージを考慮し、庭のどの部

分に配するかを検討することが大切となる。

（2）色の３つ属性と花色の取り合わせ
　花の色は種類によって千差万別だが、花色の取り合
わせ次第で、さまざまな印象を与える。色には色相、
明度、彩度という３つの属性がある。花色を考えるとき、
この３つの属性を考慮するとよい。

　①色相
　色相は赤、青、黄色、緑色というような色の相違で、赤、
黄、オレンジなどの暖色系と、青、水色、緑、紫といっ
た寒色系に分けられる。一般に暖色系は「進出色」と

和風庭園に草花の美しさをさりげなく演出

草丈と花色を考慮して、どこに植えるかを決定する

木の根元に植える草花を試行錯誤して決める

景を絞り込むには暖色（黄）がいいか？　寒色（青）がいいか？
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いって前に飛び出して見え、寒色系は「後退色」といっ
て後ろに下がって見える。これは色の波長の長さが関
係していて、波長が長い赤やオレンジほど近くに、波
長の短い青や紫ほど遠くに見えるように感じる。これ
を利用して花色で遠近感を出すことができる。
　また花色は同系色の組み合わせは穏やかでまとまり
がよく、逆に赤と緑、黄と紫のような補色（反対色）
の組み合わせは、強烈な印象を与えるが、お互いを引
き立たせる効果もある。

　②明度
　明度とは、色の明るさの度合いで、同じ色相でも白
に近いほど明度は高く、逆に黒に近いほど明度は低く
なる。明度の高い明るい色はさわやかで軽快な感じで
周囲に広がりをもつ。茶色や暗赤色など、明度の低い
暗い色は重厚で落ち着いた感じで、収縮して見える。　
明度の差を大きくした花色の組み合わせは、メリハリ
の効いた印象を与える。

　③彩度
　彩度とは、鮮やかさの度合いで、例えば同じ赤でも
日の丸の赤は彩度が高く鮮やかで、レンガ色に近い赤
は彩度が低く地味である。彩度が高いと原色に近く、
彩度が低いと無彩色に近いといえる。
　花色も彩度が高いものは派手な印象で、一般に園芸
種に多いといわれている。彩度の低い花色は野生種に
多く、自然風の庭にほどよく調和する。

（3）和風庭園に花を扱うポイント
　庭、特に自然風の和風庭園のなかで花を扱うには、
以下のようなポイントに留意する必要がある。
●やわらかな中間色の草花はやさしく暖かい印象を与

える。
●白の花はまとめ役でつなぎ役にすると巧く調和する。
●彩度の低い花は落ち着いた趣で自然風の庭に調和し、

彩度の高い派手な花はポイントにアクセントとして
配すると効果的。

●数株の集団を不整形なバランスで配すると効果的。
●常緑の宿根草をベースに一年草を少し入れると管理

しやすい。

草丈とかたち、花色を考えて適材適所に配植

アプローチ脇には人目を引く黄色い花で歓迎の意を

延段脇の花を配植。和風ならではのさりげなさを表現

石組の根締めとして白と紫の花を効果的にあしらう
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●草丈や向き、空間構成、明暗などを考慮して、石積
みや石組、竹垣、園路、高木類などと巧く調和する
ように草花や下草を配植。

●草花を樹木や景石、石積みに添えるとやわらかな景
色となり効果的。

●草花を下草と組み合わせると、自然の風合いややわ
らかさが出る。

●花の色が多すぎると自然風の趣が損なわれる。
●花の色合いで、庭の雰囲気がまったく変わることが

ある。
●時に彩度の高い派手な花色でポイントを押さえ、ア

クセントとすることも必要。

（4）ポット苗の仮置き
　図面より積算した株数を基準に１〜２割増しの苗を
準備する。特に立体的な花壇の場合、平面上での計算
どおりにいかないことが多い。植え込む前にポット苗
を仮置きして配置のバランスと数を確認する。一・二
年草のポットを置く間隔（株間）は 15 〜 20cm ほど、
１㎡当たり 25 株くらいが目安。宿根草は年々株が大き
くなるので１㎡当たり 10 〜 15 株ほどで十分であろう。

（5）苗の植え付け
　草花を植え付ける際には、背後から手前へ向かって
順次植えていく。円形の花壇であれば中央から周辺部
へと作業を行う。ポット苗は根が土の表面から出ない
ように植える。苗は木のように明確な表裏があるわけ
ではないが、花が咲く向きをよく見て、一株一株確認
しながら、観賞する方向にそろえることが大切である。

アプローチ脇のポット苗の仮置き。

延段と飛石を、草花でさりげなく演出する

庭のポイントポイントに草花を植えつける作業

アプローチ脇には華やかな印象の暖色系の花、庭奥には寒色系の花で落ち着いた印象を。赤い花は庭のアクセントとする
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５．植栽工・剪定作業の安全管理～起こりうる事故と対処法

コラム⑤　仕上げとしての庭の清掃

　植栽や剪定作業中の事故で、近年多くおこっている
のが、ひとつは転落事故である。木に登っての剪定中
に枝が折れて転落したり、脚立を利用しての剪定中に、
脚立が倒れて転落するケースが特に多くなっている。
　樹上の作業では、ヘルメットと安全ベルトを必ず着
用し、できるだけ枝の付け根の部分に足をかけて作業
をすることが必要とされる。
　脚立作業中は安全ベルトを使用しにくい。脚立を立
てる位置場所、脚の角度など、脚立の安全確認が必要
とされる。また脚立上での作業は、剪定する枝に届く
ように身体を左右に伸ばすなど、無理に体勢をとらな
いこと。その場合は一度脚立から下りて、脚立を立て
直して作業を行うことが必要。
　切った枝の落下により怪我をする場合も多い。高木
の場合は吊るし切りを行い、かつ上下作業はしないこ
とが大切。
　さらにトリマーや草刈り機の刃で自傷あるいは周囲
の人が怪我したり、刈り払い機で小石を飛ばして怪我
する場合も多い。機械類を扱うときは、常に周囲に注
意し、草刈りの作業前はあらかじめ小石や空き缶など
が落ちていないか、よく確認することが大切である。

　掃除というと何かをつくるわけでなく、生産性の低
い作業と思われがちだが、造園の仕事は「一に掃除、
二に掃除」といっても過言ではない。
　庭の掃除は第一に効率よく進めて行くことが肝要で
ある。その日の風向きを考え、常に風上から風下へと
進める。風がないときは隅のほうから始めて徐々に中
央部へと移って行くのが基本となる。
　玉ものの刈り込みなどにつっかかっている枝葉や、
庭石や飛石などの上の塵を手箒を使ってよく落とす。
木や石燈籠の根元、竹垣の後ろなどに入り込んだゴミ
や塵を手箒で掃き出し、熊手や竹箒で大きなゴミを集
める。
　植木鉢などがあれば、いったんどけてその下をきれ
いにする。見えないところをしっかりと掃除すること

が大切で、お施主さんが普段気づかないところをきれ
いにするのがプロというものである。
　落ち葉一つ残さないのは当然だが、自分の足跡も残
してはいけない。だから常に後ろ向きで後ずさりしな
がら掃除を行う。
　庭が茶庭で、塵穴があるようであれば、そこにカシ
やヒノキといった常緑樹の枝葉を入れ、塵箸を立て掛
けておく。これは庭を常にきれいに清浄にしていると
いう証なのである。
　本来、庭木の剪定などより掃除のほうが手間がかか
るといってもいいだろう。
　どんなに優れた庭でも、ゴミや落ち葉ひとつで、す
べてが台無しになってしまうこともある。掃除は常に
庭づくり・管理の仕上げなのである。

ヘルメット

造園専用安全帯


