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（様式４） 

二国間交流事業 共同研究報告書 
 

平成２８年 ７月 １日 
 

 独立行政法人日本学術振興会理事長 殿 
 

共同研究代表者所属・部局  東京農業大学 地域環境科学部 

（ふりがな）        すずき まこと 

職・氏 名  教授・鈴木 誠         
 

1. 事 業 名 相手国（  韓国  ）との共同研究  振興会対応機関（    ＮＲＦ    ） 

2. 研 究 課 題 名     韓国に造成された日本庭園に関する研究                  

3. 全 採 用 期 間 

平成 ２６ 年 ７ 月 １ 日 ～ 平成 ２８ 年 ６ 月 ３０ 日 （ ２ 年  ０ ヶ月） 

4. 経 費 総 額 

本事業により執行した研究経費総額     研究交流経費（直接経費）： 2,287,000 円 

                     間接経費：   0  円 

初年度経費   研究交流経費（直接経費）： 1,130,000   円、間接経費： 0 円 

２年度経費   研究交流経費（直接経費）： 1,017,000   円、間接経費： 0 円 

３年度経費   研究交流経費（直接経費）：  140,000   円、間接経費： 0  円 

 

5．研究組織 

（1）日本側参加者（代表者は除く） 

氏 名 所 属・職 名 

服部 勉 

平澤 毅 

粟野 隆 

佐々木邦博 

松本恵樹 

村田亮介 

東京農業大学 地域環境科学部・教授 

奈良文化財研究所・景観研究室長 

東京農業大学 地域環境科学部・助教 

信州大学 農学部・教授  

地域環境科学部・客員研究員 

東京農業大学大学院農学研究科博士前期課程 

（2）相手国側研究代表者 

所属・職名・氏名  東国大学校造景学科 教授 洪 光杓 （Hong, Kwang-pyo）       

（3）相手国参加者（代表者は除く） 

氏  名 所 属・職 名 
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Hur,Sang-heun 

You, Ju-han  

LEE, Hyukjae 

Choi, Mi-young 

Kim, Keun-ha 

Kwon, Yong-moo 

Shin, Eun-a 

Jang, Young-soon 

Kim, Sung-min 

Seo, Pil-sook 

東国大学造景学科教授 

東国大学造景学科教授 

太陽環境開発(株）付属研究所所長 

東国大学造景大学院 講師 

東国大学造景大学院 博士課程 

東国大学造景大学院 修士課程 

東国大学造景大学院 修士課程 

東国大学造景大学院 博士課程 

東国大学造景学科  学部 3年 

東国大学造景学科  学部 3年 
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6．研究実績概要（全期間を通じた研究の目的・研究計画の実施状況・成果等の概要を簡潔に記載してください。） 

本研究は、韓国に造成されて遺存する日本庭園を対象とし、その存在の確認と現況調査を通じて、庭

園の立地、空間構成、各構成要素と様式的特徴の把握、また庭園の造成経緯を明らかにすることを目的

とした。なお、研究結果から得られた韓国の日本庭園に関する情報は公開し、また韓国の日本庭園に関

する総合的な保存対策の立案への応用と、相互の伝統的庭園文化の関係理解の深化も目指した。 

【研究実施状況】  

韓国に造成され遺存する日本庭園を対象として以下の項目（調査、分析、考察）を実施した。 

１）韓国に造成され、遺存する日本庭園の確認調査（全国対象）：主として韓国側で実施  

２）個別庭園の実地踏査（現地調査、文献調査）実測及び図面化：主として韓国側で実施  

３）個別庭園の分析考察（造成位置、空間構成、構成要素、様式、造成主体、造成時期など） 

：日韓合同で実施  

４）総合考察：韓国の日本庭園に関する歴史と現況、韓国に造成された日本庭園の保存対策 

  ：日韓合同で実施  

また、日本庭園に並びに韓国の民家庭園に関する相互理解を深めるための共同セミナーも実施した。 

 

【研究成果】 

（1）日本の統治時代 36 年間（1910‐1945）に韓国各地に造成され遺存する日本式庭園 23 庭園をリスト化した。

（表-1 参照）その中でも、（2）代表的な日本式庭園事例については、韓国側研究者の現地実測調査結果に基

づき日韓合同で現地踏査を実施して、類型的に把握した。また、これらの（3）韓国の日本庭園に類似した日本

の民家庭園について、日韓合同で現地調査を実施し、その類似性などについて討議した。 

これらの、調査より得られた研究結果は、平成 27 年度・平成 28 年度日本庭園学会全国大会（2015、2016）、

ICOMOS-IFLA ISCCL 2016 Jeju, Korea にて研究発表した。また、今後予定されている第 15 回日中韓国際ラン

ドスケープ専門家会議（2017.10. 東京大学）において研究成果として発表予定である。 

 

表-1 （1）韓国に造成された近代の日本庭園所在地リスト 

 

 

№ 名　称　等 地域 形態 文化財 所有 管理 庭（日本式） 備考（旧所有者名）

1 月明洞 日本式家屋群 全北　群山市 住宅 未確認 未確認 未確認 無 庭の痕跡無。保存状態悪

2 新興洞　日本式家屋(旧広津家屋) 全北　群山市 住宅 登録 個人 個人 有(○）
飛石、築山、石組、石塔、植物（広
津吉三郎）

3 新豊洞　日本式家屋(有田設計家屋) 全北　金堤市 住宅 登録 個人 個人 有(○） 植物、飛石、怪石

4 錦洞 日本式家屋 全北　群山市 住宅 未確認 未確認 未確認 無 未確認

5 鬱陵島道洞里 日本式家屋 鬱陵島 住宅 登録 未確認 未確認 有(○） 池(坂本來次郞）

6 貞蘭閣 釜山  水晶洞 日本式家屋 釜山広域市 住宅 登録 文化財庁
文化遺産国

民信託
有(○） 飛石、築山、植物、石塔

7 釜山 草梁洞  日本式家屋 釜山広域市 住宅 登録 一般文化財団 一般文化財団 無 植物のみ残存（田中筆吉）

8 長興  汭陽里 日本式家屋 全南　長興郡 住宅 登録 個人 個人 有(○） 飛び石、築山、石築、植物、石塔

9 江華率丁里  日本式家屋 仁川広域市 江華郡 住宅 登録 個人 個人 有(○） 茶室、植物、石組、庭の痕跡無

10 靈光 法聖里  きくや旅館（1931） 全南　靈光郡 旅館 登録 個人 個人 無 樹木のみ残存

11 永川 果田洞 日本式家屋(警察官私邸） 慶北　永川市 住宅 登録 個人 個人 無 庭の痕跡無

12 李勳東庭園 全南　木浦市 住宅 登録 個人 個人 有(○）
飛石、石塔、築山、石組、滝、池、
石橋（內谷萬平）

13 東国寺 全北　群山市 寺院 登録 仏教寺院 仏教寺院 無 （内田）

14 佐川家屋  日本式家屋 全北　群山市 住宅 未確認 個人 個人 有(○） 石塔、石、植物、現カフェ

15 삼덕상회 大邱広域市 住宅 未確認 個人 個人 無 カフェに改造、中庭は痕跡無

16 玉川洞  日本式家屋 全南　順天 住宅 登録 個人 個人 無 保存状態が悪く庭の痕跡もなし

17 金晏均　家屋 全南　益山市 住宅 登録 個人 個人 有(○） 日本式か不明。非公開。Web確認

18 旧鎭海 海軍病院長　私宅 慶南　昌原市 住宅 登録 個人 個人 有(○） 飛石、石組、石塔

19 回亭里　玄富者 全南　寶城郡 住宅 未確認 個人 個人 有(○） 石組、築山、庭の位置

20 昌寧石里成氏古家（1929） 慶南　昌寧郡 住宅 未確認 個人 個人 有(○） 飛石、築山、石組、植物

21 外岩里民俗村(建齋古宅/教授宅/松禾宅) 忠南　牙山市 住宅
文化財保

存地区
個人 個人 有(○） 地区内の3邸宅に庭園、水系で連続

22 仙巖寺 全南　順天 住宅 未確認 仏教寺院 仏教寺院 有(○） 池、石組

23 大興寺 全南　海南 住宅 未確認 仏教寺院 仏教寺院 有(○） 池、石組
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（2）現地調査に基づく韓国に造成された日本庭園の現況類型 

１）近代日本式家屋に付随して遺存する事例。（既に庭園は遺存していない事例） 

  海南 海倉酒造場庭園（ヘナム ヘチャン チュジョジャン） 

２）寺院境内の一部にそれらしい痕跡を認める事例。 

  天順   仙巌寺庭園（スンチョン、ソンアム サ） 

  海南 大興寺 庭園（ヘナム、テコン サ） 

３）日本式家屋・庭園として韓国にて文化財指定されている事例や、同じく建物が文化財指定されているなど、

明らかな日本庭園事例。 

  木浦 李勳東 庭園（モッポ、イフンドン） 

  群山 新興洞 日本式家屋（クンサン、シンヘウンドウ） 

４）日本式と見られる庭園が韓国伝統家屋に付随して遺存する事例。 

牙山  外岩里 民俗村（アサン、ウエアムリ）： 建齋古宅（ジョンジャエ Geonjae）の庭園／教授宅の庭園／

松禾宅（ソングゥワエ Songhwa）の庭園 

  昌寧 成氏古宅庭園（チャンニョン ソンシ ゴタク） 

（3）韓国の日本庭園に類似した日本の民家庭園 

１）外岩里 民俗村の日本式民家庭園と長野市松代の民家庭園との水路を利用した庭園水系並びに庭園形

態の類似性。 

２）海南 海倉酒造場庭園の日本式庭園と群馬県甘楽町の旧松浦家庭園、高橋家庭園との水景（滝、池、流

れ形状）の類似性。 

３) 昌寧 成氏古宅庭園、海南 大興寺 庭園と福岡県内の近代日本庭園との池護岸形状の類似性。 

 これらから、韓国に造成された日本庭園は、造園にかかわった施主、庭師などの出身地（日本人の場合）や滞

在先（韓国人の場合）など、日本における関係の深い地域の民家庭園の影響を受けて造園されたのではないか

と思料された。 

 

7．派遣・受入実績 

（１） 全研究期間中に相手国または相手国以外の国を訪問した日本側参加者氏名、派遣期間、主たる訪問

先（年度毎に並べ、相手国以外の国における訪問先には下線を引き、国名を明記してください。） 

氏名 
期      間 

（現地到着日～現地出発日） 
主たる訪問先 

（平成 26年度） 

鈴木誠（東京農業大学教授）・粟野隆（東

京農業大学助教）・天野公太朗（東京農業

大学大学院博士前期課程）・松本恵樹（東

京農業大学客員研究員） 

佐々木邦博（信州大学教授） ・長井 有

紀（信州大学大学院修士課程） 

（平成 27年度） 

鈴木誠（東京農業大学教授）、 

佐々木邦博（信州大学教授） 

服部勉（東京農業大学教授）、 

粟野隆（東京農業大学准教授）、 

村田亮介（東京農業大学大学院博士前期課

程） 

（平成 26年度） 

平成 27年 3 月 13日～17日 

 

 

 

平成 27年 3 月 12日～18日 

 

（平成 27年度） 

平成 27年 11月 1日～8日 

 

平成 28年 2 月 22日～25日 

 

（平成 26年度） 

韓国ソウル市弘益大学（日韓合同

セミナー）、アサン市民俗村（現

存日本庭園調査）、クンサン市旧

日本人町（現存日本庭園調査）（韓

国） 

 

（平成 27年度） 

昌寧チャンニョン、海南ヘナム、

済州 ICOMOS 国際会議、釜山庭園

（韓国） 

成氏古宅庭園、仙岩寺庭園、大興

寺庭園、郡山市内、外岩里市内、

慶州雁鴨池（韓国） 

 計 11 名（延べ人数） 計 62 日 
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（２）全研究期間中に受け入れた相手国参加者氏名、来日期間、主たる訪問先（年度毎に並べ、振興会か

ら滞在費等の支給を受けた研究者に＊印をつけてください。） 

氏名 
期      間 

（来日日～離日日） 
主たる訪問先 

（平成 26年度） 

Hong,Kwangpyo（東國大學校教

授）・Lee,Hyukjae （太陽環境開

発付属研究所所長）（2 名） 

Hong,Kwangpyo（東國大學校教

授）・Huh,Joon（又石大学教授）・

Lee,Hyukjae（太陽環境開発付属

研究所所長）・Ko,Yura（又石大学

大 学 院 生 ）・ Shin, Eunah / 

Nam,Yeop / Kwon,Youngmoo（東

國大學校大学院生）・Moon,Serin 

/Kim, Sungmin / Lee, Chaehyun
（東國大學校学生）（10名） 

Hong,Kwangpyo（東國大學校教

授）・Kim, Keun-ha（東釜山大学

校教授）・Lee,Hyukjae（太陽環

境開発付属研究所所長）（3 名） 

（平成 27 年度） 

Hong,Kwangpyo（東國大學校教

授）・Kwon,Youngmoo（東國大學

校大学院生）（2 名） 

Lee,Hyukjae （太陽環境開

発 付 属 研 究 所 所 長 ）・ Kim, 

Sungmin（東國大學校学生）（2

名） 

Hong,Kwangpyo（東國大學校教

授）・Lee,Hyukjae （太陽環境開

発 付 属 研 究 所 所 長 ）・ Kim, 

Sungmin / Shin, Eun-a（東國大

學校学生）（4 名） 

（平成 28 年度） 

Lee,Hyukjae（太陽環境開発付属

研究所所長）（1 名） 

（平成 26年度） 

平成 26年 6月 20日～6月 23

日（4 日） 

 

 

平成 26 年 11 月 27 日～12 月

1 日（5日） 

 

 

 

 

 

 

平成 27年 3 月 28日～30日 

(3 日) 

 

 

（平成 27年度） 

平成 27年 6月 11日～6月 15

日（5 日） 

 

平成 27年 6月 12日～6月 14

日（3 日） 

 

 

平成 27 年 11 月 21 日～11 月

24 日（4 日） 

 

 

 

（平成 28 年度） 

平成 28年 6 月 10日－12日 

（3日） 

 

日本庭園学会平成 26 年度全国大

会への参加と研究発表（新潟市）

並びに研究打合せ 

 

日本庭園学会現地検討会への参

加と京都の日本庭園の現地視察

（京都市）日本側研究者との合同

視察、並びに研究打合せ 

 

 

 

 

長野市松代町庭園群の日韓合同

現地調査 

 

 

（平成 27年度） 

日韓共同研究セミナー（東京農業

大学、12 日） 

日本庭園学会平成 27 年度全国大

会への参加と研究発表並びに研

究打合せ。（東京大学弥生キャン

パス、13-14 日）及び東京都内の

日本庭園視察 

平成 27 年度日本造園学会関東支

部大会参加と研究発表（日比谷公

園、22 日）。日韓共同研究セミナ

ー（東京農大、23日）並びに群馬

県甘楽町楽山園ほか調査（24 日）。 

（平成 28 年度） 

平成 28 年度日本庭園学会全国大

会への参加と研究発表並びに研

究打合せ。（栃木県足利市商工会

議所友愛館、6月 11日-12日） 

計 24 名（延べ人数） 計 102日 


