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Every historic garden should have a 
book like this, a publication that brings 
together the physical and archival 
evidence about a designed landscape 
in a readable and engaging form. This 
book uncovers the stories of the origins, 
creators, and on-going appreciation 
and use of the Huntington's Japanese 
Garden following a year-long closure 
during which a $6.8 million renovation 
was undertaken. 

The garden reopened in April 2012 
to mark its centennial as a beloved 
and iconic landscape in Pasadena, 
California. With its distinctive moon 
bridge, wisteria arbors, koi-filled ponds, 

造園に関する物的および記録上の証拠を読みや

すく、且つ興味深くまとめた本書のような本は、一

つ一つの歴史的庭園に書かれてほしいものであ

る。本書は、ハンティントン日本庭園の起源と造園

関係者に纏わるストーリーのほか、一年に及ぶ680

万USドル規模の修築閉鎖期間後も、同庭園が絶え

ることなく称賛および訪問される様子を記述する。 

ハンティントン日本庭園は、カリフォルニア州パサ

デナ市で親しまれた象徴的な庭園として100周年

を記念し、2012年4月にリニューアルオープンし

た。207エーカーの敷地内に設けられたこの9エー
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ABOVE: The Full-Moon Bridge was constructed by Toichiro 
Kawai, whose story and connection to the Marsh Company and 
the Huntington is detailed in the book. This pair of photographs 

on facing pages opens the chapter on Living History Photos 
courtesy the collection of the Huntington Library, Art Collections: 

Botanical Gardens (left) and by Andrew Mitchell (right)
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bamboo forest, and historical Japanese 
House, this nine-acre garden set 
within the wider 207 acre estate has 
captivated visitors and it has been called 
“one of the most photographed spots 
in Southern California”. As well as the 
Japanese-style garden, the Huntington 
comprises an educational institute with 
a Library, Art Collections and Botanical 
Gardens all established in 1919 by 
Henry E. and Arabella Huntington. 

The book has contributions from 
well-respected scholars, authors, 
and practitioners some of who 
were involved in the restoration and 
management of the Japanese Garden. 
It is a book that informs the reader on 
social and cultural history, theoretical 
and practical approaches to restoration 
and the challenges of determining truth 
from mythology. 

James Folsom, Director of the 
Huntington Botanical Gardens, sets 
the scene for the reader giving a 
brief context and social history for 
the garden and what must be a 
management challenge for the garden 
that is visited by over 12 million people 
per year. Usefully, he clearly sets out 
the three major eras for the garden: 
1912-27 — the garden's creation and 
opening to the public; 1928-56 — a 
period of “quiet deterioration” and 
neglect during World War II when it 
became known as the oriental garden; 
and 1957 to the present day — where 
it has developed a role as a showcase for 
Japanese culture and arts. He points out 
that the garden had already undergone 
a restoration and resurgence in the 
1950s when a different approach to 
preservation was taken.

In later sections Folsom details 
the evolution of the garden from 
private ownership to a more public 
role. Interestingly he discusses the 

カーの庭園は、独特の太鼓橋、藤棚、鯉池、竹

林と歴史的な日本家屋で訪れるものを魅了し、「

南カリフォルニア地域で最もよく写真撮影される

場所のひとつ」とされている。ハンティントンは、

日本様式の庭園のほかに図書館やアートコレク

ション、植物園を有する教育機関を含んでおり、

それら全ては1919年にヘンリー・E・ハンティン

トンとアラベラ・ハンティントンによって設立され

た。 

本書には、著名な学者や作家、日本庭園の修

復や運営に携わった者を含む関係者等が寄稿

している。読者は、社会的・文化的歴史、修復

作業への論理的・実践的アプローチ、また伝説

から事実を究明する作業の難しさについて学ぶ

ことができる。 

ハンティントン植物園長のジェームズ・フォルサ

ムは、庭園の社会的背景・歴史のほか、、年間

1200万人以上が訪れる庭園運営の課題につ

いて、読者に簡潔に説明する。フォルサムは、

庭園の主要な時代を分かりやすく3期に区分す

る－ 庭園の設立と一般公開（1912-1927）、 「静

かな退廃」期と東洋式庭園として知られるように

なった第二次大戦中の放置（1928-1956）、 日

本文化と芸術のショーケースとしての役割発展

(1957-現在)。フォルサムは、異なる保全方法が

適用されていた1950年代にも、この庭園の修復

と復興が行われていたと指摘している。

フォルサムは、個人所有物から社会的役割を担

うに至った庭園の進化について後節で詳述して

いる。当初「鮮やかな朱色と光沢ある黒縁で彩

られていた」劇的な太鼓橋など、元来の建造物

に関する描写は興味深い。本書の表紙からお

分かりのように、こうした塗装は修復作業で再現

されなかったが、これはおそらく前述にあるとお

り、庭園の役割が日本庭園芸術の反映・推進へ

と発達し、赤い橋は日本の庭で一般的に見られ

るものではなかったためであると思われる。ある

いは、英国の日本式庭園の修復において度々

生じた問題のように、庭園設立時から現在まで

に美的評価の基準が変化したためにこうした詳

細が省かれたのかもしれない。しかしながら、フ

ォルサムが、庭園は「20世紀初頭のアメリカによ

る日本庭園の悪びれのない解釈」であるとして

いることから、原型に忠実であるためには塗装を

再考するべきではないだろうか。フォルサムは、
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building of original features such as 
the dramatically arched moon bridge 
that was originally “painted brilliant 
vermilion with glossy black trim”. It 
can be noted from the cover of the 
book that this paintwork has not been 
replicated in the restoration possibly 
because as stated the garden’s mission 
has evolved to reveal and advance 
Japanese garden arts and red bridges 
are not a common sight in the gardens 
of Japan. Or this detail was omitted 
because now there is a differing 
aesthetic appreciation since the era 
of the garden’s creation, an issue that 
often occurs in Japanese-style garden 
restorations in Britain. However, it is 
stated by Folsom that the garden is 
“unapologetically, an early twentieth-
century American interpretation of a 
Japanese garden” in which case to be 
truly authentic it is possibly time to 
get out that paint brush! Later in the 
concluding section of the book Folsom 
considers the Japanese plants and their 
use in the garden with special reference 
to an impressive bonsai collection.

Early in the work Kendall H. Brown, 
Professor of Asian Art History, 
Californian State University, and 
foremost scholar and writer on the 
Japanese-style gardens of America, sets 
the scene by providing an overview 
of the history of gardens in Japan. This 
essay is illustrated by Marc P. Keane’s 
helpful drawings from an earlier 
publication. This section enables the 
reader to appreciate the cultural 
borrowing that was undertaken in 
the creation of a Japanese garden 
in California. Brown reminds us that 
the gardens of Japan are not “static 
monuments of the past” but like the 
Huntington’s garden have moved from 
private spaces to become popular 
tourist sites. He deals with the complex 

最終節で見事な盆栽コレクションに特に注目し

ながら、日本の植物とその庭園内での効用を

考察している。

カリフォルニア州立大学アジア美術史教授でア

メリカの日本式庭園に関する一流の研究者・執

筆者のケンドール・H・ブラウンは、冒頭で日本

における庭園史の概要を紹介する。このエッセ

イには 、マーク・P・キーンの既刊行物から、参

考になるような図面が挿入されている。読者は

この箇所を読み、パサデナ市での日本庭園造

園における文化的借用を称賛するであろう。ブ

ラウンは、ハンティントンがそうであるように、日

本庭園というものは「時間の止まった過去の記

念碑」ではなく、個人的空間から観光名所へと

移行したと改めて指摘している。ブラウンは、ハ

ンティントン日本庭園の真正性という複雑な問

題に取り組んでおり、個人的には、必ずしも日

本の庭園と比較してではなく、同庭園の歴史的

統一性という意味において独自の真正性を有

する20世紀初頭の歴史的日本式庭園として同

庭園を支持しているものと考える。（？）　ブラウ

ンは、「農場から邸宅地への変革：日本庭園が

サンマリノに到来」（“From Ranch to Estate: A 

Japanese Garden Comes to San Marino”）と愉

快に題された章で、ハンティントン日本庭園が

文化収集ブームの一環であったこと、1903年に

マーシュ日本茶園としてその歴史が始まったこ

と、またヘンリー・E・ハンティントンがそれを完

全買収したことを解説する。後章では、労働者

達も彼らの技術と労働力を日本家屋の新たな

復元地に移動させなければならず、新しい庭

園が鳥居や橋に特徴付けられていた様子が伺

える。ハンティントン農場の主任を務めていたウ

ィリアム・ハートリッチが庭園建設を監督し、庭

園建設で重要な役割を果たしたと思われる点

は興味深い。ブラウンはまた、庭園建設には石

積みに似せたコンクリートの注入・表面加工な

どの新しい技術が用いられたことに注目してい

る。

ハンティントン日本庭園の文化学芸員である

ロバート・ホリは、近年の修復作業中の興味深

いエピソードを物語る。清風庵（清らな風が吹

く庵）と呼ばれる茶室は、伝統的な作りの茶園

の中に設置された。この本格的和式構造物は
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issues of authenticity concerning the 
Huntington's Japanese Garden and in 
my opinion rightly maintains that as an 
historic Japanese-style garden of the 
early twentieth century it has its own 
authenticity which is not necessarily 
made by comparisons to the gardens 
in Japan but the garden’s own historic 
integrity.

In a chapter delightfully entitled “From 
Ranch to Estate: A Japanese Garden 
Comes to San Marino” Brown explains 
how the Huntington garden was 
part of a phenomenon of cultural 
collecting, how the garden started its 
life as the Marsh Japanese Tea Garden 
in Pasadena in 1903 and that this was 
purchased in its entirety by Henry E. 
Huntington. We learn in later chapters 
that staff were also to transfer their 
skills and labor to the new location for 
the rebuilding of the Japanese house, 
and new garden features such as torii 
gate and bridges. Interestingly, the 
garden construction was overseen by 
William Hertrich, Huntington’s ranch 
foreman, who seems to have had a 
major role in the garden's construction. 
Brown highlights how new techniques, 
including poured and textured 
concrete to resemble stonework, were 
used in the construction of the garden.

One of the fascinating episodes 
that occurred as part of the 
recent restoration is recounted by 
Robert Hori, cultural curator of the 
Huntington's Japanese Garden. It is 
the fascinating tale of the addition 
of the teahouse, Seifu-an (Arbor of 
Pure Breeze), set within a traditionally 
landscaped tea garden. The fact that 
this handcrafted authentic Japanese 
structure dating from 1965 was already 
in Pasadena, but not part of the garden, 
and was itself in need of restoration 
is a heart-warming story of Japanese 

1965年に手工業で建設されたもので、面白いこ

とに庭園に設置される以前からパサデナ市に存

在しており、かねてから修復を必要としていたと

いう。過去、現在そして願わくは将来の日系人

協会の心温まるエピソードである。 

その他の社会的歴史に関しては、日系人の経

験を描いた本の著者であるナオミ・ヒラハラによ

り提供された。同氏は、自らとその家族のために

パサデナ市で新しい人生を始めようと、当時増

加傾向にあった日本人人口の一部であった日

本人職人の移民者たちが果たした、庭園の歴

史と構造への貢献に注目している。こうした人

々と彼らの才腕は歴史的説明の中で見落とされ

ることが多いため、本書の一節が、写真その他

の史的証跡を含めたこれほどまでに詳細な描

写に当てられているのは喜ばしいことである。

更にもう一人の寄稿者で保存建造物の専門家

であるケリー・サザーリン・マクロードは、この庭

園のプロジェクトについて、2012年のデンバー

における北米日本庭園協会（NAJGA）第一回

世界大会で発表している。日本家屋修復に丹

念に費やされた労力についての同氏の解説を

読めることは、何とも嬉しいことである。。丘に腰

掛けて庭園を見渡すと、この家屋が庭園の力強

い焦点となっているのがわかる。グリーン＆グリ

ーン建築事務所によるパサデナ市の歴史的な

建造物、ギャンブル・ハウスの修復・保全を統率

した建築家であるマクロードは、このプロジェクト

に哲学的・実践的に挑戦する資格を十分に有

していたといえよう。マクロードは、カリフォルニ

ア州と日本の建築様式の「複合物」としてのこの

家屋の歴史的意義を理解する必要があると論じ

ている。曲線形の巧みな葺き屋根の美しい写真

（p.155掲載）は、この家屋建設に携わった人々

の奉献を十分に表している。

　本書の編集をしたハンティントン中国庭園リュ

ウ・ファン・ユアンの学芸員T・ジューン・リー は、

それぞれの寄稿が分かり難くなったり、繰り返し

になったりすることを上手く避けて全体を紡ぎ上

げている。近代と過去の両方のすばらしい写真

に彩どられた本書は、冊子としても目に楽しい。

美しい見返し部分と型押しの布表紙は細部まで

行き届いており、共に枝垂れる銀杏の葉模様が

施されているのが、庭園設立の時代に作られた
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American associations of the past, now 
and hopefully for the future. 

Other social histories are given by 
Naomi Hirahara, a writer on the 
Japanese American experience. 
She highlights the contributions to 
the garden’s history and fabric by 
immigrant Japanese artisans, who were 
part of a growing Japanese population 
making a new life for themselves and 
their families in Pasadena. The accounts 
of these individuals and their vital skills 
are frequently missing from historical 
accounts, so it is a triumph to have a 
section devoted to them with so much 
detail, including photographic and 
other historical evidence.

Another contributor, Kelly Sutherlin 
McLeod, specialist in preservation 
architecture, spoke on this project 
at the first NAJGA Conference in 
Denver, 2012. It was a pleasure to 
read her account of the painstaking 
work that was undertaken to restore 

刊行物を髣髴とさせる。ブックカバーを本から取

り外すとそこにまで更なる挿絵が施されており、こ

うした数々の点から、この貴重な庭園を最高に評

価しようとする配慮と意思が感じ取られる。また、

各項目の題名と著作者の名前がページナンバ

ーに併記されているのは、急いでこの本を参考

にしたいときなどに分かりやすく、役に立つ。 

本書の価値がその文章と挿絵の両方にあること

を考えると、画像が見開き両ページにわたってい

るため、中央の綴じ紐部分が隠れ溝になり見え

なくなっているのは、写真が高品質であるがため

に余計に残念である。本書が庭園の重要な歴史

的記録となるであろうことを考えれば、見事な「昔

と今」の全面写真については、歴史、近代写真

の両方の前ページに撮影日、出典を明確にす

る表題をつける必要がある。とはいえこれらは些

細な問題に過ぎず、私はこの本を読んで、将来

に重要な役割を担う、名高い歴史の生存者とし

てのこのすばらしい庭園を訪れようと、すぐにでも

荷物をまとめてパサデナ市に足を運びたい気分

になった。歴史ある公園や庭園の全てはこのよう

な書物で評価されるべきである。本書はハンティ

ントン日本庭園がいかに重宝され、親しまれてい

るかをよく表現している。

Many historic images were unearthed in the Huntington 
archives by Kendall H. Brown, Kuniko Brown, Jennifer 
Goldman, Jenny Watts, Erin Chase, Ann Scheid, and Danielle 
Rudeen. These images circa 1912 are paired with current 
photographs by Andrew Mitchell. This pair of photographs 
on facing pages opens the History and Culture section of 
the book Photos by Andrew Mitchell (left) and courtesy of 
The Huntington Library, Art Collections, and Botanical Gardens 
(right)



15

the Japanese house. Sitting on a knoll overlooking the garden, the 
house acts as strong focal point for the garden. As the architect who 
led the restoration and conservation of Greene & Greene’s historic 
Gamble House in Pasadena, McLeod was well qualified to take on 
the philosophical and practical challenges presented by this project. 
McLeod explains the need to understand the historical significance 
of the house as a “hybrid” of Californian and Japanese architecture. 
There is a wonderful photograph of the skilled shingling of the curved 
roof (p.155) that amply shows the dedication of all those involved 
with this building.

The editor of the publication, T. June Li, Curator of the Huntington’s 
Chinese garden, Liu Fang Yuan, has ensured that all the contributions 
weave together to make a whole without being confusing or 
repetitious. The book as an object is a pleasure and a visual feast, 
with fine photographs of both contemporary and historic images. 
There is great attention to detail with beautiful endpapers and an 
impressed cloth cover, both featuring cascading Ginkgo leaves, that 
harks back to the books printed at the time of the garden’s creation. 
Even the dust jacket cover has a surprising set of additional images 
when removed from the book. All this speaks of care and a wish to 
celebrate this precious garden to best effect. I find the section titles 
and authors’ names attached to the page numbers a useful reference 
when consulting the book in haste. 

As the value of this book is in the written and visual content, the 
fact that images cross both pages and disappear in the binding gutter 
is rather a shame, especially as the photographs are of such a high 
standard. Remembering that this book will become an important 
historic record for the garden, the wonderful full page ‘then and now’ 
photographs need explicit titles on the preceding page to give dates 
and sources for both the historic and contemporary images. But 
these are very minor points. I for one cannot wait to pack my bags 
and head to Pasadena to see this amazing garden — a respected 
survivor of the past with a clear role in the future. Every historic park 
and garden should be celebrated with this type of publication, and 
this book displays how much the Huntington’s Japanese Garden is 
valued and appreciated.

DR JILL RAGGETT NTF, Reader in Gardens and Designed Landscapes, and specialist 
in the Japanese-style gardens of Britain and Ireland

ジル・ラゲット博士（英国ナショナルティーチングフェロー、Gardens and 
Designed Landscapes読者、英国及びアイルランドの日本式庭園専門家）


