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第１章 序論

モエレ沼公園の意味の解釈を行い、第７章で結論とする。

1-1．研究の背景と目的

第２章 モエレ沼公園に関する既往知見の整理

彫刻家イサム・ノグチ（1904-1988、以下イサム）は、1931年
に初めて京都で日本庭園を鑑賞したことを機に、「特定の設置

2-1．モエレ沼公園設計プロジェクトの概要
イサムはモエレ沼公園の制作にあたり、約188haの広大な規

空間を想定し、人や周辺空間との関与を図った造形物・空間」

模に対して、「公園を一つの彫刻」として捉えながら検討を重

（以下、空間彫刻）を複数制作した。イサム最期の空間彫刻で

ねた。その過程を共にしたアーキテクトファイブの川村はイサ

あるモエレ沼公園(1988年)は、制作途中でイサムが亡くなった

ムについて、「空から鳥のように、全体を把握すると同時に、

ため言説が少なく、1931年の京都訪問に起源のある空間彫刻を

子どもの視点になって模型の公園を縦横無尽に駆け回り、私た

概観するにあたり、モエレ沼公園の持つ意味合いが定かでない。

ちにその見え方を指揮しているようであった」7）と述べている。

そこで本研究は、モエレ沼公園の設計を念頭に置きながら、

このことから、イサムが公園全体を一つの空間として設計する

イサムの「一般的な彫刻」以外の制作活動を概観すると共に、

と同時に、アイレベルにおける経験を重要視したことが窺える。

空間彫刻に関する言説を整理することにより、1931 年の京都

2-2．モエレ沼公園の造形物に関わる引用関係

訪問で得た空間彫刻に関する着想が、1988 年のモエレ沼公園

モエレ沼公園に配置されている造形物の多くは、イサムの過

設計までにいかに変化したかを明らかにする。そしてそれをも

去の作品を参考に制作されたものである。また、例外的な造形

とに、イサムによる空間彫刻制作の大きな流れの中で、モエレ

物であるモエレ山（高さ50m）は、イサム参画前の既成事実で

沼公園の設計が持つ意味を解釈することを目的とする。

ある、「山を設ける」という項目に基づいて制作された。

1-2．研究の位置づけ

2-3．イサムによるマスタープランの整理

モエレ沼公園に関連する研究は、設計思想を明らかにするた
め、設計過程に着目したもの
3)

1)2)

、造形の引用関係に着目したも

の 、空間的な特徴に着目したもの

4)-6)

がある。本研究は、1931

イサムは設計過程において、現存する限りで６枚の平面図と、
３つの模型の制作を行った。その過程でイサムは、中央噴水を
通る２軸 8）を定め、園路や造形物の形状の変更を行った。

年の日本庭園鑑賞に起源を持つ空間彫刻の大きな流れの中で、

第３章 自叙伝にみるイサムの制作活動の方針の抽出

モエレ沼公園設計が持つ意味に着目した点で独自性がある。

3-1．彫刻家の枠を超えたイサムの制作活動の概観

1-3．研究の構成・手法

イサムは唯一の自叙伝「A Sculptor's World」（1968）の中

第２章ではモエレ沼公園の既往知見を整理する。第３章では

で、
‘THEATER’
（舞台美術に関する制作活動）と、
‘INTO LIVING’

自叙伝をもとにイサムの制作活動の根底にあった思想を抽出

（「彫刻」の日常生活への関与を図った制作活動）の作品論を

し、第４章で雑誌記事を中心にイサムの制作活動に影響を与え

述べている。
‘THEATER’では、舞台装置が周辺環境や人の動き

た空間構成に関する言説を抽出する。第５章ではそれらをもと

と結びつくことに着目し、「日常生活における彫刻はこのよう

にイサム作品を分類し、空間彫刻の動向を追跡する。第６章で

にあるべきであり、あり得るであろう。」9）と述べており、舞台

装置の制作が‘INTO LIVING’に分類される作品に大きな影響

第４章 イサムが影響を受けた空間構成の分析

を与えたことが窺える。また、‘INTO LIVING’はイサムによっ

4-1．日本庭園独自の空間構成の発見

て‘invention’‘architecture’‘gardens’‘playgrounds’の

4-1-1．「精神を遊ばせる」という鑑賞法

４つに細分化される。この中で具体的な作品と結びついて登場

まず、イサムは日本庭園について表-1の庭①②のような言説

する用語は‘invention’のみであり、他の３つに関しても作品

を残し、身体は廊下に置きながら、精神のみを庭で遊ばせる、

名は登場するものの一般的な和訳とは結びつかないイサム独

という鑑賞法に着目している。またイサムは、庭とは離れた空

自の言い回しである。そこでこれら３つの用語に関しては、3-

間から庭を見下ろすことのできる「廊下」を重要視した。

2.以降で詳細に扱うこととする。

4-1-2．「庭全体が一つの彫刻」という空間演出

3-2．建築と彫刻の新たな関係性の追求

次に、イサムは庭③のような言説を残し、個々の造形物の特

イサムは‘architecture’において建築と彫刻の関係につい

性以上に複数の造形物によって生み出される空間の重要性に

て言及しており、当時の「建築が主、彫刻が従」という関係に

着目している。また個々の造形物に関しては、庭④のような言

問題意識を持っていた。それに対してイサムは、個々の造形物

説を残し、日本庭園のもつ「全体性」を担保するためには、個々

の制御を通して「想像力が補なう付加的な空間」10）を生み出す

の造形物が個性を強く持たないことが重要であることを語っ

ことによって、彫刻が建築と「対位法的関係」11）となることを

ている。そしてその理由として「目がとまったら困る」16）こと

目指した。またイサムは、この創造的な衝動が‘gardens’や

を挙げている。つまりイサムは、空間を構成する各造形物が同

‘playgrounds’の創案の制作に繋がったことを述べているた

等の価値を持つことによって、鑑賞者が空間を自在に見渡すこ

め12）、上記の考えを具現化しようとした空間として‘gardens’

とが可能となる空間構成を重要視したことが窺える。

や‘playgrounds’が位置付けられることが窺える。

4-1-3．日本庭園に対する捉え方の飛躍

3-3．イサムの空間創造におけるコンセプト

最後に、イサムは1950年の京都訪問を振り返り、庭⑤のよう

まず‘gardens’についてイサムは、
「個々の彫刻を超えた一

な言説を残している。この言説では、4-1-2.で紹介した「全体

つの全体的な彫刻空間」13）と表現し、各要素の大きさや形態を

性」に関する内容が表立っているが、4-1-1.で紹介した「精神

制御することによる「幻覚操作」14）が重要であると述べている。

性」に関することも含まれていると考えられる。つまり、1950

また同時に、イサムは人間の尺度を念頭に置くなど、人間が中

年の日本庭園鑑賞によってイサムは、
「精神性」や「全体性」に

に入れる空間を想定した。次に‘playgrounds’については、配

関する着想（図-1）を得ていることから、1931年の京都訪問の

置される各要素が「実際に身体に触れること」15）を重要視した。

段階ではまだ、これらの着想は得ていなかったことが窺える。

造形物に実際に触れることを通して、特に子どもが想像力を膨

同時に、1931年の京都訪問では、空間を自身の制作活動の対象

らませることにイサムは新たな造形物の意義を見出していた。

として捉え始めるきっかけをイサムに与えたことが窺える。

表-1 日本庭園（特に鑑賞式庭園）と舞台美術に関する言説
番号

年

庭①

1956

言説
日本の庭のいいところは、廊下があるからいい、あそこから見えるんだからね。

資料名・ページ数
庭の造形

竜安寺や大仙院の庭のように、廊下に佇んで観るというのが、その庭に相応しい鑑賞法ではあるまいか。自分の体は廊下にあつて、精神だけが庭を歩き、
庭②

1960

庭③

1968

庭④

1983

庭⑤

1996

そして自分の故里を感じていればよいのである。

世界に庭をつくる

日本庭園における彫刻的性格は、個々の彫刻ではなくむしろ庭の全体性に基づいており、それぞれの要素（樹木も含めて）は一部分にすぎない。

A Sculptor’s World

彫刻と庭との関係が一つの問題になると思うんです。僕は昔からいっているけれども、日本の古い庭は全体がひとつの彫刻だと思う。けれどもそこに彫刻

内と外をつなぐ造形

そのものが別に置かれているわけではない。しかしあまり部分がおもしろくなるとそれが彫刻になって、庭と離れてしまう可能性があると思うのです。
日本で様々な庭園、石庭を見て回った私は、日本庭園が醸し出す空間、その全てが彫刻であると気がついた。私には、日本の庭園はまさに彫刻そのもので
した。その刹那、私は1933年のあのひらめき、「地球を彫り込む」というひらめきを思い出したのです。

p.172
pp.7778
p.168
p.14

空間
イサム・ノグチ 地球を彫刻した
男（収録年月は不明）

僕はよく芝居のセットを作りますけれども、それもやはり空間の問題ですね。どういうようにそれをうまく見せるか…ものによつて違いますけれども、同
じように遠近感の錯覚ですね。それからいろんなものの高さで、ものを大きく見せるとか、人間がない景色だつたら、違う寸法に見せるとかできるんですよ。
舞①

1956

しかし人間が入れば、それが全部つぶれちゃうのです。だから人間が入つてもつぶれないというようにするのが、ちよつとむずかしいところなんですね。人

庭の造形

p.179

庭の造形

p.180

世界に庭をつくる

p.77

間がいなければ、うそのものを作つてもいいのだけれども、人間が入つたら、人間の寸法が大事になる。庭の場合でも、人間の寸法がどういうように入るの
でしようかね。
舞②

1956

舞③

1960

舞④

1969

舞臺の中ではその使い方がもうきまつているのですよ。どこで歩いて、どこで何を言つてということが…そしてそれが非常におもしろいんです。そういう
ものも庭に對してあれば、とてもいいのじやないかと思いますね。
日本の「能」の舞台のもつ「空間」にも通じるものがあるようだ。そこには精神が生きていて、観客は演技者をとおして、その精神を受けとめようとする
のである。

日本の自然と文化
私は舞台、特に舞踊のステージを一種の動く空間の彫刻だと思っているんです。庭など随分たくさん作りましたが、空間の彫刻として考えています。
を憂える！

p.130

C群、D群、F群、G群の５つについて、その動向を追跡する。

図-１ 日本庭園（特に鑑賞式庭園）から得た着想

4-2．舞台美術における空間構成への着目
4-2-1．舞台における「仮想的な世界」の演出
まずイサムは、舞台空間とそれを傍から鑑賞する観客との
関係に着目した。舞①の言説では、舞台装置の大小関係によ
る相対的な尺度と、「人間」（演者）という絶対的な尺度を統
合した空間に関心を持っている。また舞③の言説では、観客
が舞台上の演者に自己を投影する鑑賞法に着目している。
4-2-2．観客による「動く空間彫刻」の鑑賞法
次にイサムは、舞台空間における舞台装置と演者との関係

図-3 イサム作品の分類と影響関係

5-3．イサムの制作活動における転換点
本節では、5-2.で挙げた５つの作品群と、それらに影響を与
えたと考えられる舞台装置の制作動向を整理し、制作活動の転

に着目した。舞②の言説では舞台装置の使い方など、舞台空

換期と考えられる３つの時代について後述する。

間における「人間」の動作が規定されている点に言及してい

5-3-1．1950年：日本庭園と舞台美術の融合

る。そしてそれらを踏まえ、鑑賞式庭園に「人間」という構

イサムは1931年の日本庭園鑑賞によって得た「大地を彫刻」

成要素を加えた空間の創造に思いを巡らせている。また舞④

するという着想と、
「play（遊び）」を融合し、
‘Play Mountain’

の言説では、舞台空間における演者を「動く」構成要素とし

（1933年）を制作する。そしてその後も、人が複数の造形物に

て捉え（図-2）、一種の空間彫刻と見做している。

よって創られる空間内に「入る」と共に、その造形物を「使う」
ことのできるF群の作品制作を進める。そしてイサムは1950年
に２度目の京都訪問を行う。その後C群の作品制作が開始され
るが、特にユネスコの庭園（1956-58年）では、一部の通路につ
いて「庭を鑑賞するための日本建築の廊下の役割も果す」17）と

図-２ 舞台美術から得た着想

第５章 イサムの空間彫刻に関する思想の変遷の分析
5-1．イサムの制作活動の分類と影響関係の整理
４章までの分析から、イサムは日本庭園鑑賞によって得た着
想である「同等の価値を持つ造形物群が創る空間を、離れた空
間から『見渡す』こと」、また舞台美術に関わったことによっ
て得た着想である「造形物群が創出する空間に人間が『入る』
こと」、
「人間が造形物を『使う』こと」
「その様子を傍から『見
る』こと」を、自身の制作活動に活かしたことが窺える。そこ
で、これら４点をもとにイサムの制作活動を整理する（図-３）。
5-2．モエレ沼公園に直結する空間彫刻の抽出
図-３におけるA群は、頭像や噴水など素材の違いはあるもの
の「一般的な彫刻の概念」である、
「見る」ことに特化した作品
である。またE群は、造形物を人間が「使う」ことに特化した作
品であり、舞台美術からヒントを得たことが窺えるが、設置空

述べたり、庭の一部に踊場を設けたりするなど、日本庭園と舞
台美術で得た着想を融合しようとするイサムの姿勢が窺える。
5-3-2．1958年：イサム独自の空間の発現
イサムはユネスコの庭園の制作後について、「日本について

私が知っていることから、より一層しばられないようになっ
た。」18）と述べ、IBM本社の庭園（1964年）では、モエレ沼公園
でも多用される幾何学形を初めて自身の制作する空間に取り
入れた。また同年には、日本の鑑賞式庭園を意識した空間とし
てB群の２作品を制作するなど、イサムが独自の新たな空間の
創造に向けて試行錯誤をしていることが窺える。
5-3-3．1968年：４つの着目点を融合した空間の創造
1968年以降、「見る」「使う」を両立したD群の作品制作が活
発になると同時に、「見渡す」「入る」を両立したC群の作品制
作も継続される。そして晩年、D群の作品をC群に取り込んだ、
「人が複数の造形物によって創られる空間内に『入って』各造

間は使用者に委ねられる作品である。そこで、イサムが日本庭

形物を『見る』
『使う』と同時に、その様子を傍から『見渡す』」

園や舞台美術から着想を得たことが想定される空間彫刻、B群、

ことが可能なG群の作品が実現し、モエレ沼公園制作へ繋がる。

モエレ沼公園にはモエレ山（高さ50m）を初め、高さ30mの造形
物が他に２つ存在しており、それらの頂上から公園内を見渡す
ことが可能である。日本庭園では「廊下」という特権的な視点
場があるのに対し、モエレ沼公園では特権的な視点場を求めて
公園内の移動が必要となる（図-5）。そうした移動の際に、利
用者 が 移動 し た先 に
待つ 造 形物 や 眺め に
「想像力」を働かせる
ことこそが、イサムが
モエ レ 沼公 園 に施 し
た仕 掛 けと 解 釈す る
こともできる。

図-5 モエレ沼公園の「特権的な視点場」

第７章 結論

と

本稿では、以下のことを明らかにした。
・

イサムは、２度の日本庭園鑑賞によって、
「空間を構成す
る各造形物が同等の価値を持つように制御すること」、そし
て「その様子を離れた位置から見渡すこと」に、また舞台
美術の制作に関わったことによって、
「人間が造形物を利用
すること」、「複数の造形物がつくる相対的な尺度と人間の
もつ絶対的な尺度を統一すること」、そして「その様子を傍
から自己を投影して眺めること」に着想を得たこと

・

「単体の造形物を『見る』こと」だけに限らず、
「複数の
造形物によって創られた空間を傍から『見渡す』こと」、
「そ
うして創られた空間に人が『入る』こと」、「造形物を『使
う』こと」の４点に着目することによって、イサムが自身
の制作活動の幅を拡大したこと

図-4 イサムの空間彫刻制作に関する変遷とその転換点

・

４つの着目点が、時代によって異なる演出の方法や組み

第６章 モエレ沼公園にみる日本庭園性の昇華

合わせ方によって制作活動に活かされ、イサム最期の空間

6-1．造形物の個性と全体性の両立

彫刻であるモエレ沼公園は、約188haという広大な規模を活

モエレ沼公園に配置されている高さのある造形物の形状は、

かし、「複数の造形物が配置された空間に人間が『入って』

ピラミッド型で統制されており、日本庭園の「全体性」を踏襲

各造形物を『見る』
『使う』と同時に、それらの様子を『見

したことが窺える。一方、各造形物に目を移すと、素材も用途

渡せる』」という４点を叶えた作品として実現されたこと

もそれぞれ異なる。このことからモエレ沼公園は、イサムが特
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景観・デザイン研究講演集 No.13 , pp.155-166 ／ 3) 下山千絵・八代克彦（2002）：イサ
厶・ノグチによるモエレ沼公園の系譜 , 日本建築学会大会学術講演梗概集（北陸）2002 年
8 月, pp.141-142 ／ 4) 黒須卓也・八代克彦（2013）：イサム・ノグチのモエレ沼公園にお
ける幾何学的配置構成とビスタに関する考察 , 日本建築学会大会学術講演梗概集（北海
道）2013 年 8 月, pp.227-228 ／ 5) 澁谷裕介・八代克彦・那須聖・下山千絵（2003）：モ
エレ沼公園のサクラの森にある 7 つのプレイエリアの配置構成について , 日本建築学会大
会学術講演梗概集（東海）2003 年 9 月 , pp.359-360 ／ 6) 岩村友恵・八代克彦・下山
千絵（2001）：モエレ沼公園の幾何学的空間構成 , 日本建築学会北海道支部研究報告書
No.74（2001 年 6 月）, pp.253-256 ／ 7) 川村純一・斉藤浩二（2013）：建設ドキュメント
1988-イサム・ノグチとモ エレ沼公園， p.48，学芸出版社 ／ 8) 前掲 1) ／ 9) Isamu
Noguchi（1968）：A Sculptor’s World，p.123，Steidl／ 10) 11) 前掲 9) ，p.160／ 12)
13) 14) 15) 前掲 9) ，p.160 ／ 16) イサム・ノグチ、谷口吉生、勅使河原宏（1983）：内
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に着目した鑑賞式庭園の空間構成を基盤に、身体を伴う「行為
者」としての人間を庭園内に取り込むと同時に、各造形物に用
途などの特徴を付加した空間として解釈することが出来る。
6-2．「特権的な視点場」と、その間の移動に込められた意味
モエレ沼公園の設計過程においてイサムは、高さ100mのタワ
ーを計画するなど、特権的な視点場から造形物群を鑑賞するこ
とを図ったことが窺える。タワーの計画が廃案となった現在も、

