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銀色の月影の庭 
 

Garden in the Silver Moonlight 
Exhibited at Chelsea Flower Show 2008 London, UK 

Collaboration with Makoto Saito (+m) 



デザインコンセプト：月 

•2008年英国チェルシーフラワーショー・ショーガーデン部門受賞作品 

•「月」をテーマにした庭：月は自然に対する日本人の精神性を反映するものであり、そえを庭園デザインで表現する試み 

•満ち欠けする月は、未完成の美とうつろいの象徴であると考えられる 

銀色の月影の庭 



        A Village far down the river 

                     Where the moon is clear 

Shadow of Katsura tree is serene 

         Murasaki Shikibu / The Tale of Genji, 1021 

デザインコンセプト：桂川の晴朗なランドスケープ 
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銀色の月影の庭 

•桂離宮の月見台をモチーフとした 

•京都市西京区桂は、古くから桂川の晴朗な景観により知られている 

•11世紀に藤原道長がこの地で月見の宴を催したと伝えられる（藤原道長を源氏物語の主人公、光源氏のモデルとする説もある） 

•この庭は、桂川のランドスケープと、源氏物語のなかの一篇の詩にインスピレーションを得た 



デザインコンセプト: 自然を生け捕る 銀色の月影の庭 

•桂離宮は桂川を借景とし、月見台など月見のための沢山の施設が設けられている 

•古書院に設けられた月見台は月の出の方向を計算して設計され、池に映った月を鑑賞するようなしつらえとなっている 

•「自然の生け捕り」という、野趣のある、つくりものではない自然をそのまま庭園に持ち込むというコンセプトを表している 

 



月見台 

デザインモチーフ: 桂離宮 銀色の月影の庭 

桂離宮の施設群は池を中心に設けられ、中心となる古書院の軸は中秋の月の出の方向と一致
している。桂離宮が「月を鑑賞するために造営された施設」と呼ばれる由縁である。 



デザインモチーフ: 桂離宮 銀色の月影の庭 

桂離宮、古書院 



デザインモチーフ: 桂離宮 銀色の月影の庭 

古書院のスケールモデル。この建物は、時代を追って増築された。 



Oyuki-dou 

Soto-koshikake 

Su-hama 

Ama-no-hashidate 

Ishibashi 

Shoukin-tei 

Shouka-tei 

Shoui-tei 

Geppa-rou 

Koshoin 

Tsukimi-dai 

Tyushoin 

Shin-goden 

Sumiyoshi-no-matsu 

Katsura-gaki 

Ho-gaki 

デザインモチーフ: 桂離宮 銀色の月影の庭 

桂離宮の造営においては、建
築とランドスケープが一体的に
計画されている。 



古書院の景観 

デザインモチーフ: 桂離宮 銀色の月影の庭 



デザインモチーフ: 桂離宮 銀色の月影の庭 

施設内に設けられた茶室群のひとつ、月波楼から松琴亭を臨む。 



月波楼内部からの景観。 

デザインモチーフ: 桂離宮 銀色の月影の庭 



デザインモチーフ: 桂離宮 銀色の月影の庭 

松琴亭洲浜の景観 



デザインプロセス 銀色の月影の庭 

•2007年8月の国際コンペに提出したデザイン案 

•月見台をモチーフに、日本人の精神性や自然の捉え方を表現した作品 

•この庭園は、自然と共生してきた日本人の美意識を現代的感性でデザインする試みであった 

 



銀色の月影の庭 デザインプロセス 

•庭園に静寂を表現するため、メインアベニューとは外れたラナローガーデンを敷地として選び、承認された 

•このサイトは開削が許されないため、詳細設計の変更を余儀なくされた 

 



銀色の月影の庭 デザインプロセス 

•サイトは斜面にあり、開削せずに池を建設する方法が検討された 

 



アースマウンドにより池の水を保つこと、月見台に水面をちかづけるためにレベルの検討が行われた 

銀色の月影の庭 デザインプロセス 



20分の１のスケールモデル。高低差およびバンブーポールの密度や配置が検討された 

銀色の月影の庭 デザインプロセス 



        A Village far down the 
river 

                     Where the moon 
is clear 

Shadow of Katsura tree is 

serene 

          

銀色の月影の庭 デザインプロセス 

•設計変更後に主催者に提出した最終デザイン案 

•スパイラル状の園路は円環思想を表し、反時計回りの回転はエネルギーの放出を意味している 

•日本独特のうつろいや絶え間なく変化する世界への感性を庭園として表現する試み 

 



銀色の月影の庭 完工写真 （2008年5月、ロンドン） 



銀色の月影の庭 



銀色の月影の庭 



銀色の月影の庭 



銀色の月影の庭 



銀色の月影の庭 



銀色の月影の庭 



銀色の月影の庭 



銀色の月影の庭 



銀色の月影の庭 



銀色の月影の庭 



銀色の月影の庭 



銀色の月影の庭 



Garden in the Silver Moonlight at Chelsea 2008: Project Team 
  
DESIGNERS 
Haruko Seki / STUDIO LASSO LTD  www.studiolasso.co.uk 
Makoto Saito / add. locus architects  www.addlocus.sc 
  
SPONSORS 
Royal Palm Residences Seychelles www.royalpalmresidences.sc 
Urban Regenerate Association of Niigata 
  
CONTRACTOR 
Generating Gardens Ltd.  www.generatinggardens.com 
  
SUPPORTED BY 
The Japan Society  www.japansociety.org.uk 
The Great Britain Sasakawa Foundation www.gbsf.org.uk 
  
COLLABORATION WITH  
Makoto Tanaka (Competition Stage), Masako Shiraishi (Sculpture) http://earth-arts.jp 
Shinichiro Ito / Miyazaki Prefecture Parks Foundation (Planting Design) www.mppf.or.jp  
Motoki Hirai (Music)  www.motokihirai.com, John Pearce (Violin)  
 
CONTRIBUTORS 
Megumi Adachi, Izumi Bessho, Ai Fujiwara, Ayato Fujiwara, Masako Francis, Rika Hashimoto 
Kei Iwata, Miki Higuchi, Eiko Hiraku, Mariko Iizuka, Kazunori Inomata, Yukari Johnson, Mariko Kinoshita  
Akiko Kitada, Yukiko Kosugi, Tomoyo Kurihara, Junko Kurokawa, Makiko Matsumura, Shoko Nagai  
Maiko Nakamura, Yuki Niwa, Mayuko Ogawa, Junko Okada, Tamae Rykers, Kaori Saito  
Toshiko Shirai, Noriko Toga, Kinue Tsukamoto, Kaori Umamoto, Yuji Yamane, Yuko Yoneda  
  
SPECIAL THANKS TO 
HenDi Group   www.hendi.net 
Katsuya Design  www.katsuya.co.uk 
Akashi Sake Brewery Co.,Ltd  www.akashi-tai.com 
Akemi Sollowey www.solloway.org 

  
  

http://www.studiolasso.co.uk/
http://www.addlocus.sc/
http://www.royalpalmresidences.sc/
http://www.generatinggardens.com/
http://www.japansociety.org.uk/
http://www.gbsf.org.uk/
http://earth-arts.jp/
http://earth-arts.jp/
http://earth-arts.jp/
../../Chelsea 2008/for leaflet/www.mppf.or.jp
http://www.motokihirai.com/
http://www.hendi.net/
http://www.katsuya.co.uk/
http://www.akashi-tai.com/
http://www.akashi-tai.com/
http://www.akashi-tai.com/
http://www.solloway.org/


白い光の庭 
 

Garden in White  
Exhibited at Italian Koi Show 2014 
Collaboration with CSPE Cesena  

Cecena, Italy 

 



白い光の庭 プロジェクトの背景 

•2014年5月にチェゼナにて行われたイタリアン・鯉ショーは、日本文化を広く紹介するイタリアで始めての大規模なショー
である。 
•イタリアにおいて日本文化は年々ポピュラーになっており、特に日本庭園、盆栽、鯉の需要が高まっている。 
•スタジオラッソはガーデン出展の招待を受け、チェゼナの建築事務所CSPEスタジオと、チェゼナ最大の造園会社ガーデ
ン･バティスティーニとのコラボレーションにより作庭・出展した。 



デザインコンセプト 

•小さな住宅の中庭、という設定のこのガーデンでは、日本庭園にみられるように限られた空間に完璧な調和と均衡をつくり
出すことを意図した。 
•この白を基調としたガーデンは、全てのエレメントがセミ･サークルの池を中心に調和し、お互いが対話するかのように配置
されている。 
•植物群の作り出す静けさとは対照的に、素早い動きの金魚が観客の注意を惹き付ける。これは、幼いとき夏祭りで金魚すく
いをした楽しい想い出とリンクする環境装置として配された。 

白い光の庭 



施工プロセス 

•ショーガーデンはチェゼナを代表する建築事務所CSPE CESENAとガーデン･バティスティーニとのコラボレーションにて建設された。 
•CSPEスタジオがスタンドの建設を、ガーデン･バティスティーニが植物の供給とガーデンの施工を担当した。 
•このように、このガーデンは日本人デザイナー、ガーデナーとイタリア人アーキテクト、ホーティカルチャリストが庭作への情熱と 
•技術、経験を持ち寄って完成させたものである。 
  

白い光の庭 



完工写真（2013年5月チェゼナ、イタリア） 白い光の庭 



白い光の庭 



白い光の庭 



白い光の庭 



白い光の庭 



白い光の庭 



白い光の庭 



白い光の庭 



白い光の庭 



白砂青松の庭 
 

Garden of Pinewood  
Niigata Seiryo University 



1-3-1  プロジェクトの背景 

•海岸沿いの防風林の中に立地し、キャンパス内にも松林を頂くユニークな景観 

•今も創設当時の独立時ソン、職業的専門意識の精神を引き継ぐ 

（写真左上）新潟青陵大学は、新潟の海岸線に隣接した立地となっている。（写真右上）学生ホールから

見た中庭。松林がすっぽり残されている。 

（写真左下）中庭から5号館と6号館を臨む。この中庭への出入りは禁止されていた。（写真右下）6号館3

階から中庭を臨む。 

白砂青松の庭（新潟青陵大学中庭） 



•サイト内の特性を把握するためにつくられた３Ｄモデル 

•高低差や松の植林の密度を調べ、空間特性を最大限に活かす方法が模索された 

•中庭は100年のあいだに増設された複数のビルディングに囲まれているが、アクセスは禁止されていた 

デザインプロセス: ３Dモデル 白砂青松の庭（新潟青陵大学中庭） 



•松林がすっぽり抜けた中央の空間に学生が集まるイベントステージを設け、それぞれのビルからのアクセ

スを設けた 

•中央のイベントステージは様々な年代の学生たちが出会い、刺激しあって様々な活動を生み出す「場」とし

てデザインされた 

デザインプロセス：マスタープラン 白砂青松の庭（新潟青陵大学中庭） 



•学生ホールを擁する5号館と6号館からの眺めを考慮 

•フォーカルポイントとして配された少女像は、学園の歴史と精神を次世代に引き継ぐシンボルとなる 

•松林の自然な美を最大限に引き出すため、色彩を極力抑え、光を柔らかく反射し松の影の美しさを際立

たせる素材が選ばれた 

デザインプロセス：スケッチデザイン 白砂青松の庭（新潟青陵大学中庭） 



完工写真 （2010年10月、新潟） 白砂青松の庭（新潟青陵大学中庭） 

設計：Studio Lasso Ltd   施工：グリーン産業株式会社 コーディネーター：鹿島建設北陸支店 



白砂青松の庭（新潟青陵大学中庭） 



白砂青松の庭（新潟青陵大学中庭） 



白砂青松の庭（新潟青陵大学中庭） 



白砂青松の庭（新潟青陵大学中庭） 



白砂青松の庭（新潟青陵大学中庭） 



白砂青松の庭（新潟青陵大学中庭） 



白砂青松の庭（新潟青陵大学中庭） 



白砂青松の庭（新潟青陵大学中庭） 



白砂青松の庭（新潟青陵大学中庭） 



新潟青陵学園・こども園 
 

Collaboration with BAKOKO 
2014 -  Niigata, Japan 



1. 敷地計画 －地域の景観・自然環境の保全 

      1-1．計画の背景 

  1-2．こども園敷地（建替前） 

      1-3．ランドスケープデザイン案 

      1-4.  地域に開かれたキャンパスランドスケープ 

 

2. 建築計画 －木造建築のイノヴェーション 

   

新潟青陵学園・こども園 
 

森を繋ぎ、地域に開かれたキャンパスランドスケープ 



所在地：  新潟県新潟市中央区水道町１丁目5939 

新潟青陵学園こども園 1-1．計画の背景 



新潟青陵学園・こども園 1-1．計画の背景 

A 
B 

C 

D 

E A  新潟青陵大学 
B  新潟青陵学園・ 
  新潟青陵幼稚園 
C  新潟青陵高等学校 
D  護国神社 
E   西海岸公園  

•新潟青陵学園は日本海に
隣接し、風致地区である。 

•西海岸公園のグリーンベ
ルトの中に位置している。 

•学園の南東には護国神社
の鎮守の森が広がり、キャ
ンパスの中にも古くからの
樹林を抱擁している。 



1-2．敷地平面図（建替前） 

中庭整備（2010年） 

幼稚園棟、大学・短大棟建替え工事（2014年－） 

新潟青陵学園こども園 



こども園敷地（建替前） 

新潟青陵学園・こども園 



新潟青陵学園・こども園 

体育館 

幼稚園棟 

園庭 

園庭 

短大･大学棟 

6号館 

５号館 
４号館 

３号館 

1-3．ランドスケープデザイン案  

•K建設案においては、短大･大学棟の建設予定地および交差点付近に新設するエントランス建設予

定地において、約70本の既存樹木が伐採もしくは移植されることとなる。 

•同様に幼稚園棟と園庭の建設予定地においては、約95本の既存樹木が伐採もしくは移植の対象と

なり、両方の敷地を合わせて推計165本の樹木の伐採･移植が必要となることが予想される。 

•風致地区に位置し、自然に恵まれた類稀なる景観を有する学園の校舎の建替えに際しては、キャン

パスの歴史的資産を最大限に生かしながら、ランドスケープを再編することによりさらに魅力的で機能

的な空間を生み出すことが望ましいと考えられた。 



 
施設の採光および園庭の日射量の検討 
 

幼稚園棟 

園庭 

体育館 

幼稚園棟 

園庭 

体育館 

園庭 

幼稚園棟 

体育館 

幼稚園棟 

園庭 

体育館 

＊図はGoogle Earthに建物をプロットし、日時と時間を設定して建物の影の影響を調べたもの。 

•Ｋ建設案による幼稚園棟の施設配置は建物が北西および南西に面している。 

•この配置によると、秋分から春分の6ヶ月のあいだ午前中は園庭の殆どが建物の影となり、北西に面

している建物および園庭には午後は殆ど光が差し込まない状態となる。 

•幼児期の心身の健全な成長のために日射量は重要な要素であり、また木造を基調とした自然に親し

い幼稚園づくりのために、採光は十分に配慮されるべきであると考えた。 

新潟青陵学園・こども園 1-3．ランドスケープデザイン案  



景観保全の立場からの提言 
 
 
 

新潟青陵学園・こども園 1-3．ランドスケープデザイン案  



 

周囲の森と学園内の樹木を繋ぎ、エコロジカル･コリドールをつくる 
 

体育館 

6号館 

５号館 

４号館 

３号館 

短大･大学棟 

園庭 

エントランス広場 

東正門 

西正門 

テニスコート 

駐車場 

駐車場 

駐輪場 

幼稚園棟 

新潟青陵学園・こども園 1-3．ランドスケープデザイン案  



建物を繋ぎ、さまざまな活動を生み出す 

園庭 

幼稚園棟 

短大･大学棟 

語らいの広場 思索のテラス（デッキ広場） 

探索の小道（遊歩道） イベントステージ 
（2010年完工） 

 

憩いの広場（芝生広場） 

幼稚園棟エントランス 

幼稚園庭 

東正門 

渡り廊下 

大学･短大棟前 

エントランス広場 

新潟青陵学園・こども園 1-3．ランドスケープデザイン案  



森を繋ぎ、一体的でダイナミックな景観をつくる 

新潟青陵学園・こども園 1-3．ランドスケープデザイン案  



遊歩道が有機的に施設と広場を繋ぐ 

新潟青陵学園・こども園 1-3．ランドスケープデザイン案  



キャンパスの顔となるエントランス広場をつくる 

新潟青陵学園・こども園 1-3．ランドスケープデザイン案  



東正門： 大学と幼稚園が共有するメインゲート。シンボルツリーを保存し、開放的な空間をつくる。 

新潟青陵学園・こども園 1-3．ランドスケープデザイン案  



思考のテラス： 大学･短大棟に接続したデッキスペース。カフェの機能を持つとともに、お天気のいい
日にはラーニングスペースとなる、多目的広場をつくる。 

新潟青陵学園・こども園 1-3．ランドスケープデザイン案  



憩いの広場（芝生広場）： デッキ前には広々した芝生広場を設け、学生たちに憩いとくつろぎの空間
を提供する。 

新潟青陵学園・こども園 1-3．ランドスケープデザイン案  



語らいの広場（思考のテラスを臨む）： 遊歩道の結節点に人々が集う語らいの広場を設る。6号館前の
のイベントステージと整合性を持たせ、さまざまな活動が生まれるようデザインされた空間。 

新潟青陵学園・こども園 1-3．ランドスケープデザイン案  



 探索の小道（渡り廊下を臨む）： 探索の小道は渡り廊下を越えて人々を6号館前のイベントステー
ジへと導く。 

新潟青陵学園・こども園 1-3．ランドスケープデザイン案  



「森の幼稚園」のコンセプトに従い、既存樹林と新たな植樹により、森に守られた自然豊かな景観
をつくる。 

新潟青陵学園・こども園 1-3．ランドスケープデザイン案  



大学中庭と園庭は低いマウンドと植樹によるゆるやかな区切りとし、エントランスは園庭を見渡せる
オープンなスペースとして計画する。 

新潟青陵学園・こども園 1-3．ランドスケープデザイン案  



にて表示） 

現行案 

伐採もしくは移植すべき既存樹木（図中 
短大･大学棟･エントランス：70本 
幼稚園棟･園庭：95本 
合計：165本 

体育館 

幼稚園
棟 

園庭 

園庭 

短大･大学棟 

6号館 

５号館 

４号館 

３号館 

幼稚園棟 

比較案 

伐採もしくは移植すべき既存樹木（図中 
短大･大学棟･エントランス：29本 
幼稚園棟･園庭：41本 
合計：70本 

にて表示） 

園庭 

体育館 

6号館 

５号館 
４号館 

３号館 

短大･大学棟 

・短大･大学棟のエントランスを交差点から東公道側に移すことにより、約40本の既存樹木を保存するこ
とができる。 
・幼稚園棟の配置を南西および南東方向に変えることにより、約55本の樹木を保存することができる。 
・これにより、敷地全体で約95本の既存中を保存･保全することが可能となる。 

新潟青陵学園・こども園 1-3．ランドスケープデザイン案  



幼稚園棟の位置と採光： 

•K建設案では建物が北西と南西に面しているため、特に秋から春にかけての半年間午前中は園庭の

殆どが建物の影になり、午後は園庭および建物に光が入らない。 

•比較案では建物を南東と南西に向けることで、午前中は建物の影の影響を少なくし、午後は南と南

西からの光を建物と園庭に十分に取り入れることが可能となる。 

新潟青陵学園・こども園 1-3．ランドスケープデザイン案  



ランドスケープ・マスタープラン (2014年1月） 
•６号館前の松林と東公道前の樹林を繋げてキャンパスの中に森をつくることを意図した。 
•この森の中を園路が縦横に廻り、人々が集まる場所としての結節点を持ちながら、自然に６号館前  
 の広場へと導いていく。 

新潟青陵学園・こども園 1-3．ランドスケープデザイン案  



西公道側エレベーション  

既存の７本の桜並木を地域の景観資源として保存し、大学・短大棟の建替えに伴い価値の再認識を
図るもの。 

東公道側エレベーション  

東公道沿いには護国神社の鎮守の森から続く樹林があり、キャンパス内の既存樹を最大限に保存して
緑量豊かな公道の景観保全に寄与する 

新潟青陵学園・こども園 1-3．ランドスケープデザイン案  



ランドスケープデザイン・プロポーザル案（鳥瞰図） 

キャンパスのなかに学園南東の樹林と北西の防砂林を繋ぐ森をつくることで、エコロジカル・コリドールを
形成する。（2013年12月） 

新潟青陵学園・こども園 1-3．ランドスケープデザイン案  



こども園棟からの景観 

新潟青陵学園・こども園 1-3．ランドスケープデザイン案  



新潟青陵学園・こども園 

（2015年6月 施工：鹿島建設北陸支店） 



新潟青陵学園・こども園 



新潟青陵学園・こども園 



新潟青陵学園・こども園 



新潟青陵学園・こども園 



新潟青陵学園・こども園 1-6．地域に開かれたキャンパス・ランドスケープ 

•青陵学園では、将来を見据えた地域との交流活動を視野に入れている。 

 

•青陵学園は現在幼稚園、高校、短大、大学、大学院まであるが、今回の幼稚園の建替えは、こども

園の認定を受け、保育機能を兼ねて０歳児から5歳児までを受け入れる計画。 

 

•地域と密接な繋がりのある幼稚園・保育園をコアとして地域に活動を広げていく、またキャンパス内

に地域に開放する場所をつくっていく。 

 

•現在行われている地域との連携に、「新潟海岸に月見草を復活させる会」にキャンパスの一部を提

供し、新潟海岸を象徴する風景を守っていこうという活動がある。 

 

•近隣の高齢者が20年間にわたり、ボランティアでキャンパス内に草花を植えている。 

 

•キャンパスの北側にある老人ホーム「なぎさ荘」と、茶会、陶芸教室、ウクレレ演奏会など、学内のサ

ークルとの活発な交流活動を行っている。 

かつて新潟西海岸に見られた月見草の群生 
 



新潟青陵学園・こども園 

 

•学園が、地域の文化や活動を継承していく場を提供する事で、地域の住民の方々との交流も深まり、
コミュニティーの結束を促進することができる。 
 

•古くから受け継がれてきたお正月のどんど焼きや七夕祭りというような、伝統的な行事の場を学園が
提供することで、都市化のなかで失われていく日本人のこころを繋いでいくことができる。 

 

•大学が日本の文化を守る砦となる可能性がある。 
 
 

日本海夕日コンサート： 地域の文化活動を絡めた夏の一大イベントとなっている。 

1-6．地域に開かれたキャンパス・ランドスケープ 



2．建築計画 －木造建築のイノヴェーション 

―大槻香代子氏のプレゼンテーションに続く― 
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