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1.	 はじめに	 

1.	 1.	 目的	 

本稿では、場所と身体の質的な相互関係に着目する感性哲学

的視点から[1]建築的感性を明らかにするため、近代建築家の

一人であるル・コルビュジエ（Le Corbusier 1887-1965）の東方
への旅（Voyage d’Orient 1911）に着目し、身体と五感を働かせ
た旅の中での建築家の感性が、建築制作活動を通して「屋上庭

園（図1.2）」の構想へと変換される過程を考察することを目

的とする。	 

図1．ベイスギ邸の屋上庭園	 

図2．サラバイ邸の屋上庭園	 

	 ル・コルビュジエは、近代建築家としての活動以前に行っ

たこの旅の身体体験の中に、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」
(Toit jardin)の原型ともいえる構想を見いだしていたことが知
られている[2]。また約6ヶ月間のこの旅は、後に自身の著書

『建築をめざして(Vers une architecture)』[3]や『ル・モデュ
ロール(Le Modulor)』の研究[4]の中でも度々取り上げられ、
この旅は建築家としての建築設計活動に大きな影響を与える

ような発想、創造の源泉となっている注i)[5]。	 

筆者らはすでに、身体的な旅におけるル・コルビュジエの感

性を分析するため、東方への旅における「壁」と「屋根」の主

旨とル・コルビュジエ自身の近代建築構想との関係を分析し

[6][7]、建築家の創造的な感性についての考察を行っている。本
稿では同じ旅における「屋上庭園」の出自に着目し、『ル・コ

ルビュジエの手帖	 東方への旅』Voyage d’Orient Carnets [8]（『手
帖』と表記）、『東方への旅』Le voyage d’Orient [9]（『旅』と
表記）、Le Corbusier & Pierre Jeanneret Œuvres complètes, vols.8 
[10]（『全集』と表記）の記述を分析考察する。	 

1.	 2.	 研究の方法	 	 

	 「東方への旅」の分析の一次資料として旅の現場で即時記録

的に残した『手帖』注ii)、および旅行記である『旅』の記述を

用いる注iii)。しかし、既往研究の中で屋上庭園の原型が「東

方への旅」に見られることに言及されてはいるが、直接的な

出自は明確にはされていない。また、これらの一次資料には

「屋上庭園」に関する記述が無いことから、仮説的に広義の

「庭」すなわち、敷地内の庭園や半屋外空間を説明対象とす

る言説を抽出・分類することで、両者を比較検討する。なお

分類方法については、一時資料とした文献から抽出される言

説の内容を KJ 法的に注iv)整理し、記述の対象となる主題を分

類項目としている。	 

一方、ル・コルビュジエの建築制作活動における近代建築理

論の分析に関する一次資料として注v)『全集』を用いる。この一

次資料から屋上庭園が確認できる作品、言説を抽出し、『手帖』

と『旅』の分類項目に依拠して分類を行う。そして、「東方へ

の旅」における記述との比較分析を行うことによって、「東方

への旅」の感性が「屋上庭園」の構想へ与えた影響を考察する。	 

1.	 3.	 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[11][12]。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[13][14]。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り、いわばル・

1 



 

                                                                               
 

コルビュジエの知性の形成に関する考察である。これらの既往

研究に対して本研究は、知性以前の建築家の身体的な旅におけ

る感性に着目している。さらに、ル・コルビュジエの屋上庭園

に関する研究[15][16]も行われているが、付帯的な実利的利点の
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『旅』の比較	 

	 ル・コルビュジエが『手帖』に示したものは、いずれも事

物的な記述による簡素な記録であり、「素材」「構成」「形式」

という３種類の主題が抽出できる。「素材」では庭の植栽を精

緻に記録し、「構成」に関しては主に矩形の庭に着目すること

で、通路や前庭との関わり方に普遍的な構成原理を見いだし

ている。また、「形式」においては、中庭、廻廊、テラス、前

庭という一般的な庭の形式を素描や記述にて詳細に記録して

いる。	 

一方、『旅』では現象的な記述が多く用いられ、「庭」に関

する主題として「素材」「構成」「形式」「景観」という４種

類を抽出できる。そして、これらの対象は「形式」を除きいず

れも非近代建築語彙を含んでいた。「素材」ではその土地独自

の植栽を詳細に記録しているのに加え、石畳などの自然素材に

も着目している。また「構成」に関しては、その土地固有の風

土を庭に取り入れた風景式庭園とも言える庭に関する記述が

主であり、近代建築における普遍的思考とは異なる。さらに、

「景観」では、ル・コルビュジエが見渡した風景を分析的に記

述すると同時に、建築と周辺環境との関係性を印象的に記述し

ている。	 

表1．東方への旅における「庭」に関する主題の変遷	 

	 

3.	 『旅』と『全集』の比較	 

1920年代の設計活動初期においてル・コルビュジエは『旅』

で着目していた土地固有の風土や土着的な視覚効果には注目

しておらず、「シトロアン型」の陸屋根を用いた屋上庭園を理

論化することで、概ね否定的に東方への旅を捉えている。「素

材」では新素材としての鉄筋コンクリートを標準化した手法

として用いることで均質な質感が多く採用され、また「構成」

に関しては、「手入れされた屋上庭園(surveillés)」注vi)によって

従来の地域性を否定する純粋な抽象性が表現されている。さ

らに「形式」においては「近代建築の五原則」(Les 5 points d'une 

architecture nouvelle)の中で「屋上庭園」を提唱することで新た
な建築空間を創出し、「景観」に関しては、屋上庭園によって

創出される周辺環境への眺望に着目している。	 

そして1930年代以降になると、建築物を幾何学的要素として

より象徴的に現す効果に着目し、『旅』の中で見いだした近代

的な感性は「シトロアン型」の陸屋根の屋上庭園に加え、「モ

ノル型」のヴォールト屋根を用いた土着的な庭園としても研究

される。「素材」では新素材に加え、事例数こそ少ないものの

郊外の建築に土地産の自然素材も用いられ、さらに屋上庭園に

施工する植栽に関する記述が多様化している。また、「構成」

に関しては「手入れされた屋上庭園(surveillés)」に加え「自然の
ままに放置した屋上庭園(laissé à l'état sauvage)」が理論化される
ことで、建築と土地固有の風土との関係性がさらに模索される。

さらに、「形式」では「空中庭園」の記述が見られなくなり、

「景観」は環境との調和が重視され、東方への旅で見いだした

前近代的な特徴を表している。 
表2．「屋上庭園」に関する主題の構想・理論化の変遷	 

	 

4.	 おわりに	 

ル・コルビュジエは幾何学構成の原理を旅の現場で図面と

記述によって『手帖』に記録することで幾何学的、数学的な

解釈を模索しているが、素描がなく言語のみによって構成さ

れた著作『旅』では、幾何学式の庭園に関する記述に加え、

風土的な調和に関する記述も多く用いられるようになり、「東

方への旅」をより補完的に説明している。	 

そして、ル・コルビュジエが理論化した「屋上庭園」は、旅

で見いだした原型から設計の構想へと至る一連の過程で、旅の

否定から両義的な構想へと変節していく。この旅の内実を否定

しがたく顕わにしていく結果は、「壁」や「屋根」における旅

と建築構想の問題と同じプロセスである[6][7]。しかし、設計

活動初期に理論化された「水平横長窓」が後期に「クラウスト

ラ」や「波動式ガラス壁」として応用されているように、「壁」

や「屋根」の手法は後期になるにしたがい様々に応用されてい

る一方、「屋上庭園」は生涯否定されることない唯一の手法と

して用いられている。「屋上庭園」という同じ手法であっても、

立地条件が変わることで創出される異なる現象に、ル・コルビ

ュジエは魅せられていたのではないかと推測される。	 
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図版出典	 

表1: 筆者作成	 

表2: 筆者作成	 

図1: Le Corbusier : Le Corbusie & Pierre Jeanneret Œuvres complète, 

vol.2, Willy Boesiger et O.Stonorov, éd., Switzerland, Les Editions 

d’Architecture Atom, p.53, 

図2: Ibid., vol.6, p.121.	 
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注 
i) 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

いるが、今後の研究の中ではイタリア、ドイツの建築巡礼旅行、

さらには建築制作活動期のアフリカやインド、アメリカなどへ

の、ル・コルビュジエの建築旅行についても考察する必要があ

る。 
ii) 『手帖』と『旅』を比較分析するため、『旅』で説明対象とさ

れた1911年5月8日(Le Corbusier: Le voyage d’Orient, Les Editions 

Forces Vives, Paris, 1966, vol.1, P.37)から10月10日(Le Corbusier: 

Le voyage d’Orient, Les Editions Forces Vives, Paris, 1966, vol.4, 

P.70,)までを研究対象として扱う。 

iii) ル・コルビュジエは旅にカメラを携帯し、数多くの写真資料

を残しているが、本研究では『手帖』と『東方への旅』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写真を使

用していない。なお、『手帖』における素描を補足的に参照して

いる。 

iv) 本稿のように、意図や目的が確定していない言説から意味内

容を汲み取ることで、ル・コルビュジエの感性の分析を行うこ

とを目的とした研究においては、意味内容の具体性を保持しつ

つ最終的にひとつの枠組みへと収斂させるKJ法を用いた（参考

文献[17]）。 

v) ル・コルビュジエ自身の手による執筆、編集であるため、一次

資料として使用する。 

vi) 1945年の「屋上庭園のルポタージュ」(Reportage sur un toit-jardin)

の中で、ル・コルビュジエは屋上庭園の「構成」を「手入れの

された屋上庭園(surveillés)」と「自然に放置した屋上庭園(laissé à 

l'état sauvage)」に大別している。 


