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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。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。 

 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[1]、とくに

1911年の東方への旅(Voyage d’Orient)には多くの記録が残されて

いる。そこで本稿では、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、東方への旅に関

する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

の概念形成以前の旅における「屋根」を、どのように捉えていた

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。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

旅と呼ばれる）を行なっており、旅の中で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。 

旅の後に、この旅の記録を綴ったVoyage d’Orient Carnets[2]

（本稿では『手帖』と表記）に加え、旅の途中に故郷にいる兄や

恩師、友人たちへ宛てた書簡、さらに自身の記憶をもとにして１

冊の旅行記としてまとめている。このLe Voyage d’Orient[3]（本

稿では『東方への旅』と表記）と題される旅行記は当初1914年に

出版される予定であったが、第1次世界大戦により企画中止とな

り、さらに旅で携えた６冊の手帖は、第二次世界大戦の前後に行

方不明となる。その後原稿自体も放置されていたが、ル・コルビ

ュジエは死の数週間前の1965年に再びその原稿の出版を決意する。

しかし手元に『手帖』はなく、50年以上前の草稿のみを推敲し、

死後1966年に言わば確定稿として記述のみで出版された。 

 

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』、および旅行記『東方への旅』を用いる。 

 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1)。東方への旅におけるル・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、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」がある。また、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や素描の分類を行うことで、旅における直接

的な記述である『手帖』と後の事後的な記述である『東方への旅』

の比較検討を行う。 

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、ル・コルビュジエの素描や記述、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[4]を行なっているものがある。また、ル・コルビュジエの建

築作品における屋根に関する研究[5]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』と『東方への旅』の記述の差異 

2. 1. 素材 

『手帖』では民家 を中心に多くの自然素材の屋根を詳細に捉

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。また、同時に「色彩」に関する記述を行うことで直

接的な質感や量感といった触覚的効果に加え、土着的な素材のも

つ色や素材の差異による非定形の視覚的効果にも大きな関心を抱

いており、空間体験の印象をより現象的なまま記録しようとして

いたと推測される。しかし、『東方への旅』では民家や聖堂等、

様々な建築種別に関して記述がされており、自然素材に関する記

述が捨象されている。そして、代わりに瓦や鉛といった人工素材

を用いた神殿等の屋根について詳細な記述を行っており、時間や

状況によって移りゆく表層の視覚的な印象よりも、より素材その

ものの事物的な記述を詳細に示し、より施工性を加味した設計者

の視点での記述がされている。 
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2. 2. 色彩 

 『手帖』では屋根そのものの色彩を精緻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や周囲を構成する自然の色彩

との調和が主題とされており、現象的な建築の印象を即時記録的

に記している。しかし『東方への旅』においては、旅を通して現

象的な記述は見られず、より事物的な屋根の「色彩」に関して客

観的な分析が行われるようになる。時間や状況による色の変化を

考慮に入れない屋根そのものの色彩、また床材や壁等といった建

築全体の色彩の中での調和に着目しており、建築空間に秩序によ

る美しさを見いだそうとしていたと推測される。 

2. 3. 装飾 

 『手帖』と『東方への旅』両方において記述は非常に少なく、

『東方への旅』では『手帖』にて記されていた穹窿屋根の装飾に

対する否定的な記述さえも捨象されている。 

2. 4. 架構 

『手帖』と『東方への旅』両方において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。『手帖』

では穹窿形態の持つ神秘な力を示し、実際の寸法以上に空間に

広がりをもたせるという効果について自らの印象を詳細な素描

とともに屋根の構成や形態に関する多くの記述によって残して

いる。さらに、『東方への旅』においては、内部と外部の関係性

や、内部空間のダイナミズムの原理を穹窿屋根が内在する方向

性に見いだしていた。 

また穹窿形態以外の屋根に関しても、構造躯体の合理性に言

及していると同時に、正方形や立方体、球体といった幾何学的要

素が量魂に規律を与えることで、形態に統一性や秩序を生み出し

建築全体に調和をもたらすという効果について着目している。 

2. 5. 景観 

 『手帖』においては主に民家の集合や祭り等といった街全体を

捉え、集落や街並みの重なり合う屋根が場の統一感を生み出すこ

とで、環境の調和と美しさを創出している情景を言説で示してい

る。また『東方への旅』では、ミナレットや神殿の屋根等、特定

の歴史的な建築の屋根と環境の関係を示している記述が多くなり、

場の記憶を想起させることで非常にモニュメンタルな象徴性とし

て景観を捉えている。 

2. 6. 光 

『手帖』と『東方への旅』両方において「光」に関するほぼ全

ての記述をヴォールト屋根やドームの円天井といった穹窿屋根

に関して述べており、穹窿形態から射し込む光によって空間に

荘厳と方向性が付加されるという超越的な光を捉えた形而上の

現象的な記述が多く見られる。また『手帖』では穹窿屋根の内

部空間に関する記述がほとんどであり、光の効果と共に構成す

る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、精緻にその光を生み出す構成を記録していた。しかし

『東方への旅』においてはさらに、外観の輪郭に関する記述へ

と次第に変化している。そこでは外部から見た俯瞰的な屋根の

存在が「光」によって輪郭を強調され、より象徴的、対比的に

周辺環境や自然と調和される効果について着目している。 

 

3. 結果 

『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」や「色彩」に

は近代建築における主要素材である人工的素材や人工塗料は含

まれていなく、多くは素材そのもののであった。「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

れた光ではない。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強調した記述が多くされた。 

しかし、『東方への旅』では人工素材の使用や単色塗料による

均質な着色、また幾何学形態に関する記述等、物質的主題に近

代建築語彙と直接結びつくさまざまな要素が付加され、近代性

を帯びた建築家の視点から再度東方への旅の分析をしている。 

 

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

で現象的記述に示し、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。また、形而上の「光」を超越的なまま身体化し

て記憶するために『手帖』は現象的記述に終始している。そして、

晩年に『東方への旅』を執筆するにあたり、物質的な主題に設計

者の視点から事象的記述によって細部にまで加味することで客観

的に分析を行い、近代建築家としてより身体化した「屋根」の再

構成、文章化を試みたと推測される。 
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注  

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