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1． はじめに 

1.1. 目的 

画家や建築家、あるいは文学者や思想家の旅がその思想形成に

おいて重要な意味を持つことの事例は事欠かない。建築家が旅に

出ることは、特にルネサンス以降、古代建築の学習・模倣という

教育的意味を有しており、近代の建築家においてもその伝統は引

き継がれている[1][2]。しかしながら、近代主義建築の理論は、一

般的に過去の伝統や歴史を否定することによって成立すると考

えられているため、旅によって歴史的建築物に接することは、反

論以外に何を意味するのか、その内実を解明するためには建築家

の旅における視点との関わりを捉える必要がある。 

建築家ル・コルビュジエ(Le Corbusier 1887-1965)の場合も青年

期の旅が非常に重要な意味を持つことが指摘されており[3]、とく

に1911年の東方への旅(Voyage d’Orient 1911)注1)には多くの記録が

残されている。そこで本稿では、建築家ル・コルビュジエが東方

への旅の中で注目している対象の一つである「屋根」に着目し、

東方への旅を綴った『手帖Voyage d’Orient Carnets』[4]（本稿では

『手帖』と表記)の記述を分析することによって、ル・コルビュ

ジエが近代建築の概念形成以前にどのように「屋根」を捉えてい

たのかを考察することを目的としている。 

1. 2．研究対象：東方への旅について 

 ル・コルビュジエを名乗り、本格的に建築制作活動を始める以

前のシャルル＝エドワール・ジャンヌレ (Charles=Édouard 

Jeanneret)は、美術学校の学生時代にヨーロッパ各地を巡礼する旅

を幾度か行なっていた注2)。そして、1911年にそれらの旅の集大成

となる、東ヨーロッパ諸国を巡る約６ヶ月間の旅（後に東方への

旅(Voyage d’Orient)と呼ばれる）を行なっており（図1）、ジャンヌ

レは、旅の中でアテネのパルテノン神殿をはじめとする、様々な

歴史的建築物や都市を見聞し、携帯した６冊の『手帖』に素描や

記述を用いて記録している。 

また、旅の後に旅行記としてまとめた『東方への旅(Le Voyage 
d’Orient)』[5]以外にも『手帖』に描かれた素描や記述は、ル・コ

ルビュジエの著書『建築をめざして(Towards a New Architecture)』

[6]や『ル・モデュロール(Le Modulor)』の研究[7]の中でも度々取

り上げられおり、この東方への旅を通じて建築家としての建築設

計活動に大きな影響を与えるようなインスピレーションを数多

く得ていることをル・コルビュジエ自身が告白している。 

1.3. 研究の方法  

東方への旅の分析の一次資料として、旅の記録を綴った『手帖』

を用いる注3)。 

抽出方法については、屋根に関する「ヴォールト(coupole,voûte)」

や「円屋根(berceau,dome)」、「屋根(toit,toiture)」等の単語に依拠し

た記述、及び屋根を含む素描の抽出を行い、次に抽出した記述や 

 

 

 

素描の内容を屋根に関する一般的な建築語彙に基づいて分類を

行う注4)。『手帖』におけるル・コルビュジエの「屋根」の形態に

関する主題を類型化すると、直接的、付随的に「屋根」の形態に

関する主題として「素材」、「色彩」、「装飾」、「架構」があり、そ

の中で「架構」に関する副題として「構成」「形態」がある。ま

た、上記の物質的な主題に対し、非物質的な主題として「景観」

と「光」があり(表1)、これらの屋根に関する類型に基づいて抽

出した直接的な記述、素描の分類を行うことで、『手帖』におけ

る屋根に関する考察を行う。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

図1 東方への旅の旅程 

1. 4. 研究の位置付け 

ル・コルビュジエの東方への旅やイタリア等その他の旅に着目

し、手帖の素描や記述、あるいは言説を分析した研究は数多くさ

れている。代表的なものとしては、旅の体験がル・コルビュジエ

の後の建築設計に与えた理念的影響や、旅において見出された歴

史的建築物の建築設計への参照システムの分析がある[9][10]。ま

た、旅の旅程や記録の実証的研究を通して、ル・コルビュジエの

自己形成に関する分析を行なっているものがある[11]。これらの

既往研究は、ル・コルビュジエの旅を通しての自己形成と理念形

成の包括的な論証である。一方、ル・コルビュジエの建築作品に

おける屋根に関する研究[12]も行われているが、建築制作を通し

た形態分析が主であり、旅との関連性には言及されていない。 

 

2. 『手帖』における「屋根」の記述 

‘Roof’ in Le Corbusier’s Voyage d’Orient Carnets (1911)                 TSUKANO Michiya, SENDAI Shoichiro 
Shoichiro 

 凡例） 

※都市名に付随する数字は抽出記述数を示す。 

：多くの記述を行なっている都市 
 

コンスタンチノープル 

(2) 

ローマ (ティヴォリ) 
(11) 

アトス (6) 

アテネ (2) 

ベルリン (1) 

ラ・ショー＝ド

＝フォン (1) 
ウィーン (1) 

ブダペスト (1) 

ブカレスト (3) 

：訪れた主な場所 ：旅の道順 
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表1 東方への旅の記述分類表 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2. 1. 素材 

「素材」に着目した記述は旅を通して民家に数多く見られ、旅

の後期になるにしたがって次第に減少していく。ル・コルビュジ

エはブカレストの村々の家屋について素描を描き、その横に「（小

枝の木舞格子に泥漆喰を塗っただけの、柱と横木の小屋）藁葺き

の屋根。」注5)と記して屋根を構成する「素材」の分析を行ってい

る。このようにル・コルビュジエは旅の中で多くの自然素材の屋

根を捉えており、土着的な素材を空間の構成要素の一部として詳

細に記録している。 

さらに、ル・コルビュジエはブダペストの城壁周囲のあばら屋

について「甍の波は、繊細で見事な黒ねずみ色の帯となり、その

屋根の非常に緻密な網目模様と黄色い壁とが織りなす、有機的で

生き生きとした線は、時として、大様式と呼べるほど高貴なもの

に見える。」注6)と記しているように、多くの記述で「素材」と「色

彩」を同時に扱っている。これらの記述において、ル・コルビュ

ジエは「屋根」を構成する素材の触覚的効果や直接的な質感や量

感に加え、自然素材のもつ色合いや素材の差異による視覚的効果

にも大きな関心を抱いており、『手帖』に空間体験の印象をより

精緻に記録しようとしていたと推測される。 

2. 2. 色彩 

ル・コルビュジエは旅の早期から「色彩」に注目しており、ル

ーマニアの村について次のように屋根の色彩を指摘している。

「２、３の砂丘が向かい合ったその胸元のオアシスには、村が宿

り、褐色がかったその屋根と、春には白く塗られるファサードが、

アカシアの木々の間に棲みついている」注7)また、イスタンプール

のトルコ風の家並みに関して「太陽が木々の子前で輝く時には、

果樹園のように魅力的で、周囲一帯にやさしく光る緑に映えて、

家々の屋根瓦は紫色となる。」 注8)と記述しており、ル・コルビュ

ジエは「屋根」そのものの色彩を精細に描写する一方で、 光の

効果によって生まれる流転的な色彩への関心を寄せ、現象的な建

築の印象を即時記録的に記している。さらに「屋根」の色彩と同

時に自然の情景や周囲にある樹木といった周囲を構成する自然

の色彩を示すことで、「色彩」によって環境の調和がもたらされ

る効果にも着目していたと推測される。 

2. 3. 装飾 

旅を通して「装飾」に関する記述は非常に少ない。また、ティ

ヴォリのヴィラ・ハドリアヌスに関して 「図のような部屋、こ

れは壮麗だ。広々として、実に壮大！ヴォールトには、装飾を施

すべきではない（美しい灰色。）」注9)とも述べられており、特に穹

窿屋根に用いる装飾には否定的であったと推測される（図2）。 

 

 

 

 

 

 

 

図2 ティヴォリのヴィラ・ハドリアヌス  

2. 4. 架構 

2. 4. 1. 構成 

旅を通して「構成」に関する記述は多く、ル・コルビュジエは

民家や宗教施設など様々な建築に関する記述を残している。なか

でも穹窿屋根に関する記述が７割以上を占め、ル・コルビュジエ

がいかに穹窿形態の持つ影響力と重要性に関心を持っていたか

を示唆している。アトスのシモノス・ペトラ修道院を訪れた際に

は、「典型的なのは屋根だ。上方に配された十字形のa - b - a、

対角線方向の部材 b と、そこに寄り集まった部材、垂木はこれ

らの部材に応じて」注10)と述べており、各部材の寸法や構成要素

の施工方を描写とともに示すことで屋根自体の構成を詳細に記

録している。さらに、旅の途中で検討していた故郷ラ＝ショー＝

ド＝フォンの基本計画案に関して、「空中の庭園やアトリウムな

どと一体になった段状の大量住宅」注11)と述べており、後に近代

建築の五原則(Les 5 points d'une architecture nouvelle)の中で提唱す

る「屋上庭園」の原型ともいえる構想を旅の身体体験の中に見い

だしている注12)。 

2. 4. 2.  形態 

旅を通して教会やモスクの穹窿屋根に関する記述は多く見ら

れる。ル・コルビュジエはウィーンの春祭に関する記述において
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次のように記述し、穹窿屋根の持つ影響力と空間に及ぼす効果を

示している。「柱身の黒い柱廊と、そこから流れ出るような、目

を見張る筒形ヴォールト、それが、視界を奪うほどの影響力をも

つ。」注13)また、アドリアノープルのエスキ・ジャーミ・モスクに

関する記述では詳細な平面図とともに「驚くべきことには、９つ

の穹窿が同じ直径なのに、１の穹窿がもっとも高くなっている。

一見したところ、直径がすべて等しいとはわからない。教会堂の

全体が唯一の外皮をまとっている//僕は、素足で寸法を測りと

る」注14) と自らの印象を記述して、穹窿屋根の内部空間において

実際の寸法以上に空間に拡がりが生まれる効果に着目している。 

また穹窿以外の屋根形態に関して、ローマのアヴェンティ一ノ

からの眺めについて下記のように記述されている。「いくつもの

表面からなる立方体！数々の線と、その寄せ集めによるシルエッ

卜。幾何学的な形態とこの唐突な[突起物]」 注15)。このように、

ル・コルビュジエは多くの記述で穹窿以外の屋根形状を「立方体」

や「水平」といった幾何学的要素の一部として建物全体をとらえ

ている。また、ローマのサン・ピエトロ大聖堂に関して、「僕が

示したいもの、それは、中央部突出で図らずも際立っている長い

水平線であり、ごく単純だが、それ自体豊かで貴族的な、大きな

幾何学的形態による、その効果なのだ。」 注16)と述べられており、

均質な幾何学形態の量塊として建築をとらえることで、建築の輪

郭線やスカイラインを強調し、周辺環境との対比による調和をも

たらす効果について着目している（図3）。  

 

 

 

 

 

 

 

図3 ローマのサン・ピエトロ大聖堂  

2. 5. 景観 

ル・コルビュジエは旅の初期から「景観」に関する記述を民家

や祭り等といった街全体を捉えた記述に多く残しているが、ロー

マ以降の旅の終盤では見られなくなる。イスタンプ一ルでの記述

ではスタンブールで見たトルコ風の家並みについてル・コルビュ

ジエは以下のように記述している。「荒っぽいが、魅力的な芸術。

太陽が背後に沈み、山全体がそっくり四角い屋根瓦をまとい、た

だ黒褐色の乾いたうろこ模様となる時、荒っぽくて祖野だ。幾千

もの四角い窓がこの屋根瓦のような山腹を穿ち、白い空がこの窓

に映し出されている。まるで四角い白の斑点模様をほどこした黒

い甲羅のようだ。しかし、太陽が木々の子前で輝く時には、果樹

園のように魅力的で、周囲一帯にやさしく光る緑に映えて、家々

の屋根瓦は紫色となる。」注17)また、「景観」に関する記述には

「秩序」や「統一」といった言葉が多く用いられていることから、

俯瞰的に見た集落や街並みの重なり合う屋根が場の統一感を生

み出し、周辺環境や自然との調和、また美しさとなり得ている情

景を示していると推測される。 

2. 6 . 光 

旅の初期には「光」に関した記述はないが、コンスタンチノー

プル以降の寺院に関していくつかの記述が見られる。ローマのパ

ンテオンにて「・・・そして荘厳なのは、窓ガラスもなく天空に

穿たれた、あの高みから射し込む一条の光なのだ」注18)と述べら

れているように、ル・コルビュジエは光に関するほぼ全ての記述

を穹窿屋根に関して述べており、そのなかで穹窿形態から射し込

む光と他のものに映った影の遊動によって空間に荘厳が付加さ

れるという形而上の現象的な記述を行っている注19)。 

そして、ティヴォリのカノプスについて「潜勢的には、これは

この形態。この明かり取りは美しい。＜中略＞この光の効果は、

見る価値がある。」注20) と述べられており、ル・コルビュジエは

光の効果と共に構成要素と仕組みを素描と即時的な記述によっ

て同時に描写することで、精緻に超越的な光を生み出す建築要素

を記録している（図4）。 

 

 

 

 

 

 

 

図4 ティボリのカノプス 

3. 結果 

ル・コルビュジエの「屋根」を捉える主題として、物質的な主

題である「素材」、「色彩」、「装飾」、「架構」と、非物質的な主題

である「景観」や「光」という、合わせて６種類が抽出できるが、

『手帖』に示された６つの主題の記述は、「装飾」の否定を除き、

いずれも近代建築言語ではなかった。「素材」には近代建築にお

ける主要素材であるコンクリートや鉄などの人工的素材は含ま

れていなく「色彩」についても、多くは素材そのものの色であり

近代における人工塗料によるものではない。「架構」もまた近代

化で否定された恣意的な造形を含む穹窿屋根であり、「光」の効

果についても、近代建築における形而上の意味を剥ぎ取られた光

ではなかった。また、「景観」においてもその土地固有の風土と

屋根形態の関わりを多く示している。 

 

4. 考察 

ル・コルビュジエは『手帖』に記述する際、その場の印象評価

として現象的な記述を多く行っている。自然環境下の流転的な視

覚効果や、均質でない土着的な質感によってもたらされる建築の

非定型な印象を、ル・コルビュジエ自身の心象を付加することで

言説に示し、また素描を添えることで身体化して記憶しようとし

ていた。そして、その典型が穹窿形態によって創出される「光」

と「景観」であった。 

 

              

図版出典 

表1: 筆者作成 

図1: 筆者作成 

図2: Le Corbusier (Ch.-E.Jeanneret): Voyage d’Orient Carnets, Electa 

architecture, Fondation L.C., vol.5, p.63, 1987 
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図3: Ibid., vol.4, p.135 

図4: Ibid., vol.5, p.68 
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注 

1) ペーター・ベーレンスPeter Behrens (1868-1940)のアトリエでドラフ

トマンとして働いたル・コルビュジエが、友人であるオーギュス

ト・クリプシュタインAuguste Klipstein (1887-1965)と共に行なった、

コンスタンチノープル、パルテノンをはじめとする東ヨーロッパの

都市・建築を巡った、1911年5月から10月までの約6ヶ月間の建築巡

礼旅行である。この旅の旅程は、ル・コルビュジエとオーギュスト・

クリプシュタイン双方の意向により、旅の中で決められた。 

2) ジャンヌレ（ル・コルビュジエ）は、1907年にフィレンツェ・ゴ

シックとイタリアの原始主義の研究を目的としたイタリアへの旅

を行なっている。また、1910年と1911年にドイツ各地を巡礼する2

度の旅を行ない、数ヶ月間の滞在をしている。本稿ではこれらの旅

の後に行われた、最も重要とされる東方への旅のみに着目している。 

3) ル・コルビュジエは『手帖』の他にカメラを携帯し、数多くの写

真資料を残している。しかし本研究では『手帖』の分析を中心に行

なっているため、本稿では研究資料として使用していない。 

4) Jacques Lucan ed.,: Le Corbusier une encyclopédie, CCI, Paris, 1987, 

 

 

                                                                
 (Jacques Lucan ed., 加藤邦男監訳: ル・コルビュジエ辞典, 中央公論

美術出版, 2007)「東方への旅(Le Voyage d’Orient)」(p.599)及び「ア

クロポリス(Acropole)」(pp.5-12)の中で、体系的注記における建築語

彙として素材（材料の本性）や色彩、架構（建造、器官）、景観（風

景）、光が示されているほか、「色彩(Couleur)」(pp.117-125)、「装飾

(Décor) 」 (pp.132-135) に 関 し た 研 究 、 そ し て 「 構 成 主 義

(Constructivisme)」(pp.114-117)や「シトロアン(Citrohan)」(p.107)に

おいて屋根の構成や形態に関する研究がされており、また「調和

(Harmonie)」 (p.207)、「秩序 (Ordre)」 (p.341)、「国土 (Territoire)」

(pp.508-513)等の中では建築の輪郭と景観の関連性が述べられてい

る。また、「太陽(Soleil)」(p.465)、「言表不可能な空間(Indicible Espace)」

(pp.492-495)によって、光が屋根に関わる建築言語として取り上げら

れている。 

5) Le Corbusier (Ch.-E.Jeanneret): Voyage d’Orient Carnets, Electa 

architecture, Fondation L.C., vol.2, p.26, 1987, (Le Corbusier 

(Ch.-E.Jeanneret), 中村貴志・松政貞治訳: ル・コルビュジエの手帖 

東方への旅, 同朋舎出版, p.103, 1989) 

6) Ibid., vol.2, p.13, (中村貴志・松政貞治訳: p.94)  

7) Ibid., vol.2, p.21, (中村貴志・松政貞治訳: pp.99-100)  
8) Ibid., vol.2, pp.77-78, (中村貴志・松政貞治訳: pp.137-138) 
9) Ibid., vol.5, p.63, (中村貴志・松政貞治訳: p.243)  
10) Ibid., vol.3, p.51, (中村貴志・松政貞治訳: p.169)  
11) Ibid., vol.1, p.68, (中村貴志・松政貞治訳: p.67) 

12) この概念はエマの僧院から示唆を得ており、『建築をめざして』

(Towards a New Architecture)や「近代建築の五原則(Les 5 points d'une 

architecture nouvelle)」を通じて次第に明確となる。さらに、『プレ

シジョン(上)』(Précisions)154-163頁において「空中街路」ととも

に詳述され、1931年の《サヴォワ邸(Villa Savoye)》や、一連の《ユ

ニテ・ダビタシオン(Unité d’Habitation)》で具現化されるようになる。 

13) Le Corbusier (Ch.-E.Jeanneret): op.cit., vol.2, p.6, (中村貴志・松政貞

治訳: p.89)  
14) Ibid., vol.2, p.55, (中村貴志・松政貞治訳: p.127)  
15) Ibid., vol.4, p.143, (中村貴志・松政貞治訳: p.219)  
16) Ibid., vol.4, p.134, (中村貴志・松政貞治訳: p.218)  
17) Ibid., vol.2, p.13, (中村貴志・松政貞治訳: p.94)  
18) Ibid., vol.4, p.151, (中村貴志・松政貞治訳: p.220)  
19) Andre Wogenskyはこの地方の建築をル・コルビュジエが「生活を

包む光り輝く覆い」と捉えていたと述べ、建築のかたちによって引

き起こされた光と影の遊動によって生命と宇宙が繋がるとしてい

る。Andre Wogensky: Les mains de Le Corbusier, Editions de Grenelle, 

Paris, 1987, (Andre Wogensky, 白井秀和訳: ル・コルビュジエの手, 

中央公論美術出版, p.87, 2006) 
20) Le Corbusier (Ch.-E.Jeanneret): op.cit., vol.5, p.63, (中村貴志・松政貞

治訳: p.243) これらのクロッキーは、カノプスの大エクセドラが集

中する後陣を描いており、この部分の記述とスケッチは、《ロンシ

ャン礼拝堂 Chapelle Notre-Dame-du Haut, Ronchamp (1950-1955)》に

おける小礼拝場の構想の源泉ともいわれる。 
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