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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

れている註1)。とくに 1911年の東方への旅(Voyage d’Orient 
1911)注2)には多くの記録が残され、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旅の身体
体験の中に見いだしている注3)。 
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「屋上庭園」の

出自に着目し、ル・コルビュジエ自身が旅行記としてま

とめた註4)『東方への旅』Le voyage d’Orient 註5)（『旅』と

表記)の記述を分析することによって、近代建築の概念形
成以前に「屋上庭園」の出自を どのように捉えているの
かを明らかに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・コルビュジエがパリで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も行なっている注6)。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）を行ない（図 1）、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『ル・コルビュジエの手帖-東方へ
の旅』Voyage d’Orient carnets 註7)に素描や記述を用いて記

録を残している。 
	 また、旅の後に旅行記としてまとめた『旅』以外にも

「東方への旅」で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』Vers une architecture 註8)や

『ル・モデュロール』Le Modulorの研究註9)の中等に度々

取り上げ、さらにル・コルビュジエ自身が、この旅が建

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ことを告白している註10)。 
	 

	 

	 

	 

1.3.	 研究の方法	 	 

東方への旅の分析の一次資料として、ル・コルビュジ

エ自身が旅行記としてまとめた『旅』を用いる注11)。この

一次資料から、ル・コルビュジエの「屋上庭園」の出自

を説明対象とする言説を抽出し、両者を比較検討する。

なお、一次資料とした文献から抽出される言説を分類す

ると、建物や塀で囲まれた「中庭」に着目した記述、「廻

廊」に着目した記述、外部に突き出した「テラス」に着

目した記述、建築の前面に設けられた「前庭」に着目し

た記述の４つに大枠として分類できる。加えて、自然風

景を取り入れた「風景式庭園」と、幾何学的構成で形成

された「幾何学式庭園」に大別し（表１）、比較分析する

ことによって、旅における事後的な記述である『旅』の

考察を行う。	 

	 

	 

	 

	 

	 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

図 1	 東方への旅の旅程	 

Origins of ‘Roof Garden’ in Le Corbusier’s Le voyage d’Orient (1966)	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 TSUKANO Michiya, SENDAI 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 

 

：訪れた主な場所	 

：旅の道順	 
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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、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註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註13)。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・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

視点に着目している。さらに、ル・コルビュジエの建築

作品における「屋上庭園」に関する研究註14)も行われてい

るが、建築とその周辺関係の関係性の分析が主であり、

旅との関連性には深く言及されていない。 
	 

2.	 『旅』における「屋上庭園」の出自に関する記述 
表 1	 東方への旅の記述分類表	 

2.	 1.	 中庭 
	 「中庭(cour)」を説明対象とした記述は旅を通して民家
に多く確認でき、旅の後期になるにしたがって次第に減

少する。ル・コルビュジエはカザンリクのバラ谷(La Vallée 
des Roses)において散見した小さな中庭の素描を描き、「メ
ンヒルのようにあざみの藪の上に林立している。表面に

はたくさんの小さな文字が刻まれていた。そこには統一

も秩序もなく、大きさもまちまちで、碑名も銘文も紋章

もない。地面に突きささった岩の破片なのだ。栽培され

ている丈の高い植物が、この広大な大地の上で垂直に伸

びる力を印象づけている」注15)と記して庭園を構成する諸

要素や風習や習慣、文明を詳細に分析している。このよ

うに、ル・コルビュジエは『旅』の中で、土着的な自然

風土を取り入れた風景式庭園に多く着目している。そし

てそれは、トルコの地でより顕著に現れ、スタンプール

の民家に関しては、「スタンブールは墓石に埋もれている。

人々はそれを愛している。それは住居の中庭にあるのだ。

<中略>コンスタンチノープルは荒涼たる地である。人々
は住居を建て、樹木を植え、そして残った場所には死者

を埋葬する。墓石は街路に侵出し、葉の繁みの下に身を

据え、スルターンの眠る大霊廟のあるモスクのまわりの

限られた囲いの中でひしめきあっている。——そして青
あざみがこの地に花開く」註16)と記述している。つまり、

ル・コルビュジエがトルコの地で着目していた「中庭」

は敷地に残した自然環境そのものであった。 
2.	 2.	 廻廊	 

	 旅の初期には「廻廊(portique)」に着目した記述は確認
できないが、スタンプール以降になると多くの建築に関

して記述が認められる。ル・コルビュジエはアテネのプ

ロピュライア(Propylée)について次のように記述し、空間
に及ぼす効果を示している。「夕陽はその最後の輝きをメ

トープとなめらかなアーキトレーブの前面に投じ、列柱

の間を横切り、廻廊の奥に開かれた戸口へと達し、屋根

のない内陣の奥に潜む影をも目覚めさせる。聖職者たち

は内陣から出て、ポルチコのもとで、背後や側方に山並

みを感じ、その視線はプロピュライアを越えて、水平に、

海や波うちよせる山々にまでそそがれたことであろう」注

17)。また、スタンプールのユスチニアヌス(justinianus)の宮
殿の家並みに関しては「柱廊に架けられた夢のような藤

棚は波の上に傾ぎ、芳香を漂わせている。陽光はその上

から優しくふりそそぎ、イコンの上に光の斑点を落とす。

かくて、このひと時の妄想は神聖なものとなる」 注18)と自

らの印象を記述し、「廻廊」によって建築と景観との調和

がもたらされる効果に着目している。 
2.	 3.	 テラス	 

旅を通して「テラス(Véranda, terrasse, balcon)」に関する

906



記述は非常に少なく、カフェや宿屋に関してのみ記述が

認められる。ル・コルビュジエはコンスタンチノープル

のアイナリ(Ainali)に関して「プチ・シャンの糸杉を越え
て金角湾を見はるかせ、眼下にはスタンブールが横たわ

る。黄昏れた空の中に大モスクのシルエットを浮き出さ

せながら、広漠たる影が水平にひろがっている。満月が

出ると—二度目であった—その彼方に伸びる水平線は漆
黒の闇の縁にそって一条の光り輝ける糸となり、尖塔と

を結びつける」注19)と述べ、また、カリエ(Karié)の宿屋で
は「広間を通り抜けて高いところにかかっているテラス

に出ると、金色に輝く海を重々しく背に負いながら、青

い葡萄にすっかり覆われた木製の葡萄棚の力強い建築に

囲まれていることに気がついた・・・」註20)とも示してい

る。つまり、「テラス」から見渡せる風景を分析的に記述

すると同時に、「テラス」によってもたらされる建築と周

辺環境との関係性を印象的に記述している。 
2.	 4.	 前庭	 

旅を通して「前庭(jardin, parvis, cour)」に関する記述は
多く、ル・コルビュジエは宮殿や宗教施設など様々な建

築の「前庭」に関する記述を残している。ル・コルビュ

ジエはウィーンのシェーンブルン(Le Schoenbrunn)やベル
ヴェーレ(Le Belvédére)について「貧しいとさえ思えるほ
どの単純さ！否、ちがう。途方もない大きさ！正方形に

見える花壇は驚くほど広く、奥行きがあり、まったく平

坦で、簡潔に縮められたパースペクティヴのように幾何

学的に区分され、ひめつげの縁取りがなされている」註21)

と記しているように、宮殿や僧院のフランス式幾何学庭

園に大きな関心を抱いており、庭園の構成と空間体験の

印象を精緻に記録している。	 

さらに、コンスタンチノープルの墓地を訪れた際には、

「スタンブールの丘のそれぞれの頂きには、＜偉大なる

モスク＞が純白に輝きながら大きくふくらみ、明るい墓

地の中の綺麗な墓石に囲まれた広々とした前庭に向かっ

て、その威容を誇っている」注22)と述べ、またコンスタン

チノープルのモスクに関して「前庭の大きな壁の外側は

刻まれた石が厳格なプリズムを形成しており、三つの入

口は鍾乳石状装飾の下に開いている。プリズムは脚部と

なり、モスクと一体となって、夜になるとスタンブール

の鳥冠部に巨大なスフィンクスを浮かびあがらせる」注23)

と示すことで、「前庭」の持つ影響力と空間に及ぼす効果

を示している。このように、ル・コルビュジエは多くの

記述で建築と「前庭」の関係性に注目し、「前庭」によっ

て建築がより象徴的に表される効果に着目している。 
 

3.	 考察	 

ル・コルビュジエが『旅』に示した「屋上庭園」の出

自として「中庭」、「廻廊」、「テラス」、「前庭」という４

種類の主題を抽出したが、これらの対象は「前庭」を除

き、いずれも近代建築語彙ではなかった。「中庭」、「廻廊」、

「テラス」に関しては、その土地固有の風土との関わり

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。一方、「前庭」では旅を通して前近代的なフ

ランス式の幾何学庭園を詳細に記述してはいるが、むし

ろ庭園が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、「ピュリズム(Purism)」などの近代建築語
彙と直接結びつく解釈を見いだしている。	 

 
4.	 結論	 

ル・コルビュジエは『旅』に記述する際、いずれの主

題に関しても人や建築に対してもたらされる環境負荷軽

減の効果には言及しておらず、庭園のもつ環境機能には

あまり着目していない。つまり、庭園の機能的な効果よ

りも、風習や習慣、文明によって創出される土着的な庭

園の視覚効果や、幾何学的な庭園構成によってもたらさ

れる心的効果、建築への影響に関心を寄せている。そし

て、前近代的な主題と近代建築語彙を対比させて示すこ

とで、「東方への旅」での身体体験をより精細に文章化し

ようと試みていた。そしてその典型が「中庭」における

風景式庭園と「前庭」における幾何学式庭園であった。 
 
	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	  
図版出典	 

表 1: 筆者作成 
図 1: 筆者作成 
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