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Abstract:The purpose of this paper is to consider the process of the Kansei (sensibility) of ‘roof-garden’ through the journey of Le 
Corbusier (1887-1965) in 1911 and architectural works from the viewpoint of Kansei-philosophy. We analyze Le Corbusier’s 
descriptions extracted from Le Corbusier’s records from the journey Le Voyage d‘Orient (1965), and his work collection Le 
Corbusier & Pierre Jeanneret OEuvres complètes, vols.8. We extracted from his journey, 3 non-modern themes concerning ‘garden’ 
(‘material’, ‘composition’ and architectural ‘type’), and we found out that Le Corbusier modernized these 3 themes in the stage of his 
architectural activity. That is, he transformed the old ‘garden’ into the new landscape of ‘roof garden’. 
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1.	 はじめに	 

1.	 1.	 目的	 

本研究は、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）に着目し、身体を通して五感を働かせた旅の中での

建築家の感性が、制作活動を通して近代建築の構想へと変

換される過程を考察することを目的としている。 

ル・コルビュジエが近代建築家としての活動以前に敢行

した 1911年の「東方への旅」(Voyage d’Orient)の身体体験は、

後に柱とスラブによる骨組み「ドミノ」（Dom-ino, 1914）

に基づいて提唱された「新しい建築の 5 つの要点」(Les 5 

points d'une architecture nouvelle, 1926) と密接に関連する注1)。 

実際、ル・コルビュジエの建築制作における「壁」や

「屋根」の概念の萌芽は、「東方への旅」においてすでに

見いだせるものである[2][3]。 

したがって、「新しい建築の 5 つの要点」の一つである

「屋上庭園」(toit jardin)（図 1）は東方の旅から着想を得て

いると推測できる注2)。 

そこで本稿では、仮説的に屋上庭園の起源としての広義

の「庭園」すなわち半自然的半人為的環境である庭園に着

目することで、ル・コルビュジエの「東方への旅」におけ

る「庭園」と建築制作における「屋上庭園」を比較考察し、

「庭園」から「屋上庭園」へと置換される過程を明らかに

する。	  

	 

	 

	 

	 

	 

	 
図1	 「新しい建築の5つの要点」における	 

屋上庭園（左）と在来屋根（右）	 

1.	 2.	 研究の方法	 

「東方への旅」に関する分析の一次資料として、ル・コ

ルビュジエ自身が旅の体験を対象化した『東方への旅』(Le 
voyage d’Orient)[4]（Voyage と表記）の記述を用いる。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

分析の一次資料として Le Corbusier & Pierre Jeanneret 
Œuvres complètes, vols.8 [5]（Œuvresと表記）を用いる注3)。 

	 そして、これらの一次資料を用いて、Voyage から「庭
園」に関する記述を Œuvres から「屋上庭園」に関する記述
を抽出し、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 法的に整理し、記述の対象となる主

題を抽出する注4)。	 
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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、即時記録的に手帖に示された素描や記述を

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[6][7][8][9]。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[10][11][12][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、建築家の身体的な旅の体験が建築

的構想に変換される際の感性に着目し、その方法論として

VoyageとŒuvresの差異に着目している。 

さらに、ル・コルビュジエの「庭園」を庭園史の中で通

史的に位置づけたものや[14][15][16]、ル・コルビュジエの

「屋上庭園」に関する研究[6][17]もあるが、技術論的分析以

外に主題的には考察しておらず、また旅との関連性に言及

していない。 

	 

2.	 Voyage における「庭園」に関する記述	 

ル・コルビュジエは 1911 年にトルコやギリシャなどのオ

リエント地方を廻る約 6 ヶ月間の旅を敢行し（図 2）、旅の

後に旅行記として Voyageを執筆している注5)。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
	 

	 

	 

	 

図 2	 「東方への旅」の旅程 
Voyage におけるル・コルビュジエの「庭園」に関する主
題は、庭園の植栽や材料などの「素材」に着目した記述、

庭園全体若しくは一部の「構成」に着目した記述、中庭や

前庭など建築物との形式的な関係に着目した「形式」に関

する記述の 3 つに分類でき注6)、いずれも旅の中盤であるト

ルコからアトスまでの時期を中心に確認できる（表 1）。 

「素材」を説明対象とした記述は民家を主に確認でき、庭

の土や樹木、花々に関して詳細に記している。また、石板

などの自然建材にも着目し、周辺環境との関係性について

詳しく記述している。 

また「構成」に関しては、宮殿や僧院の幾何学的庭園に関

する記述に加え、民家の庭における風習や習慣、文明を詳

細に分析することで、その土地固有の自然環境を庭に取り

入れた非幾何学的庭園に関する記述が確認できる。 

さらに「形式」では、宮殿や民家、アトリエなど様々な建

築種別を対象として「中庭(cour)」や「前庭(jardin, parvis)」

という一般的な庭の形式に着目することで、ル・コルビュ

ジエ自身が見渡したその土地独自の景観や、建築と周辺環

境との関係性を精緻に記述している。 

表 1	 「東方への旅」における主題と記述の特徴 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
	 

	 

3.	 Œuvres における「庭」に関する記述	 

Voyage の分類に依拠し、Œuvres における「屋上庭園」に
関する記述を、「素材」「構成」「形式」の 3 つの主題に

分類する注7)。以下、「素材」「構成」「形式」の主題に関

する典型的な記述を抜粋する。 

3.	 1.	 素材	 

3.	 1.	 1.	 自然建材	 

パリのヴォワザン計画(Plan Voisin, 1925)に関して記述され

た「そこから 200m 上、摩天楼の屋上には、かなり広い庭で

あり、石を敷き、まゆみ、このてがしわ、かんらん、つた

を植え、刺繍をしたようにチューリップやジェラニウムで

色どりしたり、散歩みちを生き生きした雑多な花で緑どり

したり」注8)に典型が見られるように、1920 年代には「屋上

庭園」の床材として石板を用いた計画が確認できる注9)。 

3.	 1.	 2.	 新建材	 

1920 年代以前において、シトロアン型住宅 (Maison 

Citrohan, 1920)に関する「床だけが鉄筋コンクリートのはっ

きりした形で、標準化された構造として断面に見られる。

この最初の＜屋上庭園＞つきの小住宅は量産構造として、

それからの年月の研究の要となったものだ」注10)の記述に典

型が認められるように、ル・コルビュジエは「ドミノ」

(Dom-ino, 1914)における量産構造のシステムを応用するこ

とで、新建材としての鉄筋コンクリート(Béton armé)を床材

凡例）	 ：訪れた主な場所	 

：代表的な都市名（庭園に関する言及回数）	 

：旅の道順	 
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として用いた「屋上庭園」に関する記述を示している。	 

しかし、のちに屋上庭園のルポルタージュ(Reportage sur 

un toit-jardin, 1945)に関して「鉄筋コンクリ一トの屋根の保

穫に一番いいのは、庭をつくることだと経験から教えられ

たと述ベた。それは膨張収縮による被害を中和する役目を

果してくれる」注11)と記しているように、他の素材による被

覆の必要性を述べ、新建材は側壁などに露出して用いられ

るようになる。	 

3.	 1.	 3.	 土、植栽	 

ラ・ロッシュ・ジャンヌレ邸(Villas La Roche-Jeanneret, 

1923)に関する「いろいろな木が植えられた。このてがしわ、

糸杉、まゆみ、月桂樹、いぼたの木、タマリンド等々」注12)

の記述に典型が見られるように、ル・コルビュジエは 1920

年代以前から花や樹木などの多種の植栽や土を躯体保護の

ために計画している（図 3）。 

 

 
	 

	 

	 

	 

	 

	 

	 

	 

図 3	 ラ・ロッシュ・ジャンヌレ邸の屋上庭園	 

また、1930 年代以降においても、ラ・トゥレットの修道

院(Couvent Sainte Marie de la Tourette, 1953)に関して「修道院

の屋根も教会堂のそれも、うすい土の層で蔽い放しで、風

や、小鳥や、その他種子運びの手段の偶然にまかして、防

水と保温の役目を保証する。鐘楼へは屋根から行ける。そ

の屋根は、草を生やして熱膨張（寒暑）に対しコンクリー

トを保護している」注13)と記していることから、土と植栽に

よる躯体保護利用は設計活動を通して行われていることが

確認できる（図 4）。	 

	 

	 

	 

	 

	 

	 

	 

	 

	 

図 4	 ラ・トゥレットの修道院の屋上庭園	 

3.	 1.	 4.	 水	 

1920 年代以前の記述には確認できないものの、1930 年代

以降になると、インドなどの設計条件の厳しい敷地におい

て「屋上庭園」に張られた水盤に関する記述が確認できる。

代表的な記述としては、アーメダバードの美術館(Musée, 

1951)に関して書かれた「屋上に出て 45 余りの水盤の花園、

それぞれ 50 ㎡に深さ 40cm の水をたたえたものを、楽しむ

ことができるだろう。この水をはげしい太陽から守るため

に、密生する植物を水いっぱいに植え、葉や花で青、緑、

白、黄等の碁盤縞をつくる。これらの水には特別の粉末を

与えて自然の循環を外れて過剰発育を促すようにする」注14)

があり、躯体保護や環境機能的な効果をより顕著なものと

している注15)。	 

	 

3.	 2.	 構成	 

ル・コルビュジエは、屋上庭園のルポタージュ(Reportage 

sur un toit-jardin, 1945)の中で「私は更に研究を進めて屋上庭

園をつくること（手入れのされたもの）、またここに示し

たようなもの（自然に放置したもの）を実験して来た」注16)

と記している。このように、「屋上庭園」の構成は、植栽

の取り扱いに関して「手入れされた屋上庭園 (toit jardin 

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

l'état sauvage)」の２種類の手法を用いて計画している。	 

3.	 2.	 1.	 「手入れされた屋上庭園」	 

1920 年代前後から、都市部や都市近郊の邸宅を中心に、

「手入れされた屋上庭園(toit jardin surveillés)」に関する記述

が確認できる。代表的な記述として、シャルル・ド・ベイ

ステギ邸(Appartement de Beistégui, 1929)では「最上部は（動

かすことのできない厳しい寸法の制約によって決められた

が）小建造物でできていて感動的な造形ともなし得るの

だ」注17)と記して、屋上に機械動力を利用した幾何学的構成

の庭園を施工している(図 5)。	 

	 

	 

	 

	 

	 

	 

	 

	 

	 

図 5	 シャルル・ド・ベイステギ邸の屋上庭園	 

1930 年代以降になると「手入れされた屋上庭園」は郊外

での計画にも用いられるようになる。	 

マルセイユの住居単位(Unité d'Habitation de Marseille, 1945)

に関する記述である「私は＜対比によって美しさを、その

対極をつくって、粗さときめ細かさとの、鈍いものと輝く

ものとの、精密さと偶然との間の対話をつくろう＞と自ら

にいい聞かせました。そうすることで人々に観察し、反省

させる機会が与えられるだろうと。屋上は全体が庭園をな

し、見晴台であり、体育館、屋上のトレーニング場、日光

浴場、300m のトラック、バー、ビュッフェなどがある」注18)

に典型が見られるように、「手入れされた屋上庭園」に彫

塑的な形態を配すことで、均整のとれた空間構成を創出し

ている注19)(図 6)。	 
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図 6	 マルセイユの住居単位の屋上庭園	 

3.	 2.	 2.	 「自然に放置した屋上庭園」	 

1920 年代以前には「自然に放置した屋上庭園(toit jardin 

laissé à l'état sauvage)」に関する記述は確認できず注20)、1930

年代以降に住宅を主に確認できるようになる。代表的な記

述としては、ポルト・モリトールの共同住宅 (Immeuble 

Nungesser et Coil - Appartement L.C., 1933)に関して記された

「放置された庭は反応し、死を待ってはいない。風、小烏、

昆虫が種を運んで来る。中にはここを適地とするものもあ

る。庭の薔薇は造反を起こして大きな野薔薇となった。芝

生は雑草やはまむぎとなった。えにしだが生え、栴壇も。

２本のラヴェンダの若木は灌木になつた。太腸が支配し、

風が(高い所では）支配する。樹木も灌木も、己の要求に従

い、具合のいいように地につき枝をはる。大自然が再び権

利を回復した。この時から、この庭そのなるがままにまか

された。手を入れないのだ。苔が土を蔽ったり、土が痩せ

たりするが、植物はそれぞれに応じて・・・」注21)があり、

都市部や郊外の両方の敷地を対象として、「屋上庭園」に

その土地の生態系の介入を期待している。	 

	 

3.	 3.	 形式	 

3.	 3.	 1.	 「中庭、前庭」	 

1920 年代以前の建築制作における「中庭(jardin)」に関す

る記述として、＜民衆の宮殿＞の宿泊室(Dortoir du <Palais 

du Peuple>, 1926)に対して示された「この放置されていた敷

地を利用して、新しい宿泊棟の前と、旧来の民衆の宮殿の

前とを空地として日当りの良い庭とし、ゴブラン工房側の

広がりに向けたことだ」注22)に典型が確認できるように、

ル・コルビュジエは「中庭」と建築との関係性や「中庭」

からの眺望に着目している。 

また、「前庭」に関しては、パリのメイエル邸 (Villa 

Meyer, 1925)に対して「この庭は少しもフランス式にしてあ

りません。そうではなくて、自然にまかせた林にし、サン

ジャム公園の大木と相俟って、パリから遠く離れた感じに

させます」注23)と記述しているように、「庭園」からの景観

が主題となっている。 

一方、1930 年代以降においても建築作品に「中庭」や

「前庭」は計画されているものの、直接的な説明記述は非

常に少なくなる注24)。 

3.	 3.	 2.	 「空中庭園」  

ヴィラ型共同住宅(Immeubles-villas, 1922)に関する記述で

ある「空中庭園付き。各住戸は、実際には庭付きの小住宅

で、ただ道路から、いろいろの高さにあるだけだ」注25)に代

表されるように、1920 年代以前には邸宅を主として、中層

階に造られた空隙「空中庭園(jardin suspendu)」に関する記

述が多用されていた。 

ガルシュのヴィラ(Villa Stein/de Monzie, 1926)では「庭園

は陸屋根への論理的な補助要素である。空中庭園（屋根つ

き）から本当の庭に下りる」注26)と記して、中庭との関係性

を示すことで「空中庭園」の重要性を示唆している。 

一方、1930 年代以降になると「空中庭園」の表記は確認

できなくなる。 

なぜなら、ル・コルビュジエはアルジェのビル計画(Un 

immeuble à Alger, 1933)に関して「私たちのブリーズ・ソレ

イユでは効果が出ず、これを垂直の版に改めばならなかっ

た。そして直角に、または斜めに立面を突出させ、その方

向性に合わせたのだった。こうした版によって、建築的に

いみある構成ができて、一種のバルコニーまたはロジアを

形成した」注27)と記し、1920 年代以前に用いられていた「空

中庭園」がロジアに変遷していく様子を示している注28,29)。 

3.	 3.	 3.	 「屋上庭園」  

「空中庭園」が 1930 年を境にしてロジアに変遷し、「中

庭」や「前庭」の言説が少なくなる一方で、「屋上庭園(toit 

jardin)」は一貫して採用され、その側壁が主題的に研究され

る。 

1920 年代以前では、ル・コルビュジエはシャルル・ド・

ベイステギ邸(Appartement de Beistégui, 1929)の「屋上庭園」

に関し「日光浴場。立ったままでは、芝生と、４つの壁と、

空にある雲のたわむれ以外は何も見えない」注30)と記述して

いるように、パラペットを高く立ち上げることで、都市部

において雑多な周辺環境との断絶を計っている注31)。	 

また、クック邸(Villa cook, 1926)の「屋上庭園」に関して

も、「応接は家の一番上である。直接屋上庭園にでて、ブ

ローニュの森の大木群が見下ろせる。もうパリには居らず、

田舎にいるみたいだ」注32)と記しているように、側壁によっ

て「屋上庭園」の視点場を操作することで、都心部にいな

がら実際の周辺環境とは異なる景観を意図している(図 7)。 

	 

	 

	 

	 

	 

	 

	 

	 

	 

図 7	 クック邸の屋上庭園	 

一方、1930 年代以降にも眺望という主題は追求され続け

るが、前庭や中庭の形式が屋上庭園と融合していくことで、

集合住宅を主として新たな形式を創出している。 

1949年のロクとロブ(Roq et Rob)では、地中海の方向を向
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いた段状の集合住宅に「屋上庭園」を計画し、「この地の

気候のよさと素晴らしい眺めの恵みを受けるためだ。それ

なら第一に視野を確保することだ——眺望だ——これはと

いう風景を大切に。建築群にある家々は互いに相接して建

ちながら、目は無限に広がる地平に向かって開かれている。

そこに隣接する風景はあけていて、あるいは農耕が行われ

たり、あるいは自然のまま保たれたりしている。傾斜がむ

りなくこの解決をしてくれる。断面的に眺めの確保が可能

だし、住宅開発としての住居の形式にも適している」注33)と

記している。また、段状の住戸の前面に設けられたテラス

をあえて「屋上庭園」と記述し、これまで前庭に見いだし

ていた土地固有の風景への眺望を獲得している。そして同

時に、「統一は美のもとだ」注34)や「風景との融合」注35)とも

述べ、「屋上庭園」からの景観に加え、外部から建築を見

た際の建築と周辺環境との景観の調和にも着眼が置かれて

いる(図 8)。	 

	 

	 

	 

	 

	 

	 

	 

	 

	 

	 

図 8	 ロクとロブ	 

	 

4.	 結果	 

ル・コルビュジエが Voyage に示した記述より、「庭園」
に関する主題として「素材」「構成」「形式」という 3 種

類が抽出でき、土地独自の景観や建築と周辺環境との関係

性を精緻に記述していることが確認できる。 

一方、Œuvres におけるル・コルビュジエの「屋上庭園」
に関する主題も「素材」「構成」「形式」の同じ 3 種類に

分類でき、ル・コルビュジエは設計活動を通して概ね両義

的に「東方への旅」を捉えていることが認められる(表 2)。	 

1910年代から 1920年代にかけ、「素材」に関しては、新

建材としての鉄筋コンクリートを用いることで地域性の少

ない均質な質感を多く採用している一方、Voyage で着目し
ていた自然建材や土、植栽によって新建材を被覆すること

で得られる躯体保護の効果にも着目している。 

「構成」に関しては、非幾何学的な「屋上庭園」に関す

る記述は確認できないものの、都市部を中心として「手入

れされた屋上庭園」を計画し、幾何学的な屋上庭園を創出

している。 

さらに「形式」においては、Voyage で着目していた「前
庭」や「中庭」に関して記述すると同時に、「空中庭園」

と「屋上庭園」という新たな「形式」を示し、周辺環境へ

の眺望が意図された。 

一方、1930 年代以降になると、「素材」に関して自然建

材に関する記述は確認できなくなるものの、新建材や土、

植栽に関する記述に加え、水に関する記述が確認でき、水

盤を躯体保護として用いることで「屋上庭園」の自然性と

躯体保護の効果をさらに顕著なものとしている。 

また、「構成」に関しては「手入れされた屋上庭園」に

加え、Voyage の中で見いだした前近代的な周辺環境との関
わりを、「自然のままに放置した屋上庭園」として理論化

し、郊外の建築にも適応させることで、建築と土地固有の

環境との関係性がさらに模索されている。 

さらに「形式」において、「空中庭園」はロジアに解消

されたことで記述は確認できなくなる。一方、「中庭」や

「前庭」が屋上庭園と融合することで、Voyage で着目して
いた「中庭」や「前庭」に代わるべきものは、唯一「屋上

庭園」として収斂していく。 

表 2.	 Voyageと Œuvresの記述の比較	 

	 	 

	 

	 

	 

	 

	 	 	 

	 

	 

	 

	 

	 

	 

	 

5.	 考察	 

ル・コルビュジエが理論化した「屋上庭園」は、早期から

旅で見いだした伝統的な「庭園」の概念を含んでいる。	 

	 確かに、この旅の内実を否定しがたく顕わにしている結

果は、「壁」や「屋根」における旅と建築構想の過程と類

似する[2][3]。しかしながら、伝統や慣習を批判する近代

建築家としての履歴を積むことになる青年期のル・コルビ

ュジエの歴史的環境への眼差しは、「屋上庭園」に関して

ははじめから肯定的な要素を含んでいるのである。	 

	 そして「壁」や「屋根」の手法は設計活動後期になるに

したがい様々に発展していくのとは対照的に注36)、「庭園」

は「屋上庭園」の景観へと集約されていく。	 

	 

6.	 結論	 

	 以上要するに、東方への旅が建築構想へと変換される過

程は、旅において見出された「庭園」の景観が、「屋上庭

園」のそれへと集約的に置き換えられていく過程である。

それは単に形態論的な直喩的な参照を意味してはいない。

むしろ、地上の大地の風景が、ドミノの架構システムを提

唱することで、屋上庭園からの景観への眼差しへと感性的

に置換されていると考えられる注37)。	 
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注  
1 ) 「東方への旅」は、後に自身の作品集である   Le 

Corbusier: Le Corbusier&Pierre Jeanneret Œuvres complètes, 
vols.8, Willy Boesiger, ed., Zurich, Les Editions d’Archite- 
cture Artem, 1964, (Le Corbusier, Willy Boesiger, ed., 吉阪
隆正訳: 『ル・コルビュジエ全作品集』, 全８巻, A.D.A., 
1978) の中で、初巻の冒頭に取り上げられており、この
旅での感性がル・コルビュジエ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

が認められる。 
2) 「屋上庭園」の出自に関して、「エマの僧院から示唆を
得て、建築をめざしてや新建築の五原則を通じて次第に

明確となる」（Giuliano Gresleri: Voyage d’Orient carnets, 
Electa architecture, Fondation L.C., 1987, p.46, (Giuliano 
Gresleri, 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, 1989, p.67)、あるいは
「地中海地方の最もすぐれた伝統に根ざすものであっ

た」という指摘があるが(Peter Blake: The Master Builders, 
USA, 1976, pp.59-60, (Peter Blake, 田中正雄・奥平耕造訳: 
『現代建築の巨匠』, 彰国社, p.73))、必ずしも実証的に
検討されたものではない。実際、建築物の形式としては

ル・コルビュジエの「屋上庭園」はモダニズムの言語で

あり、東方への旅の歴史的環境に屋上庭園という形式が

存在していたとは考え難く、旅の記録の中に「屋上庭

園」に関する直接的な記述も認められない。 
3) 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。 

4) 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[18]）。 
5) ル・コルビュジエは、旅に携帯し即時記録された手帖(Le 

Corbusier (Ch.-E.Jeanneret): Voyage d’Orient carnets, Electa 
architecture, Fondation L.C., 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, 1989))と、旅行中に
新聞に寄稿した自らの文章をもとに、この著書をまとめ

ている。 
6) 既往研究である「壁」（参考文献[2]）や「屋根」（参考
文献[3]）における分類項目として、「庭園」にはない主
題として色彩や装飾、形態、光がある。「庭園」におけ

る色彩や装飾は、素材である植栽を説明対象とし、また、

形態は「庭園」における構成に相当する。なお、光に関

して庭園を説明対象とした記述がないために、分類項目

には入れていない。 
7) Œuvres の言説ついても KJ 法を用いて整理を行ったが、

Voyageにはない主題は認められなかった。 
8 ) Le Corbusier : Le Corbusie & Pierre Jeanneret Œuvres 

complète, vol.1, Willy Boesiger et O.Stonorov, éd., 
Switzerland, 1964, p.115, (Le Corbusier, Willy Boesiger, ed., 
吉阪隆正訳 : 『ル・コルビュジエ全作品集』 , A.D.A. 
EDITA Tokyo, 1979, p.105) 

9) 1930 年代以降にも「屋上庭園」に石板は用いられている
が、説明的な記述は認められない。 

10) Ibid., vol.1, p.45, (吉阪隆正訳: p.37) 
11) Ibid., vol.4, p.140, (吉阪隆正訳: p.138) 
12) Ibid., vol.1, p.65, (吉阪隆正訳: p.57) 
13) Ibid., vol.6, p.42, (吉阪隆正訳: p.42) 
14) Ibid., vol.5, p.158, (吉阪隆正訳: p.154) 
15) 説明記述は確認できないが、ナント・ルゼの住居単位

(Unité d'habitation de Rezé, 1952)やベルリンの住居単位
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(Unité d'Habitation de Berlin, 1956)に見られるように、
1950 年代以降に建設された適正規模の住居単位(Les 
Unité d'Habitation de grandeur conforme)の屋上に設けられ
た幼稚園のプールとしても水盤が計画されている。マル

セイユの住居単位(Unité d'Habitation de Marseille, 1945)の
屋上プールに関しては、他の著書の中で "The wading 
pool is there, on the roof, the blueness of it in the sunlight, 
looking out over the magnificent hill and seascape that 
surrounds the school" (Le Corbusier: Nursery Schools, The 
Orion Press, New York, 1968, p.71)と述べ、園児にとって
詩情豊かな空間となっている事を示唆している。 

16) op.cit., vol.4, p.140, (吉阪隆正訳: p.138) 
17) Ibid., vol.2, p.57, (吉阪隆正訳: p.47) 
18) Ibid., vol.5, pp.190-194, (吉阪隆正訳: pp.182-184) 
19) Stanislaus von Moosは「これらすべてが＜建築とは光の
もとに集められた立体の巧妙、正確、そして壮麗な演出

である＞という言葉を彷彿させる」(Stanislaus von Moos: 
Le Corbusier-Elemente einer Synthese, Switzerland, 1968, 
pp.159-160 (Stanislaus von Moos, 住野天平訳:『ル・コル
ビュジエの生涯 建築とその神話』, 彰国社, 1981, p.203))
と記して、この建築的構成を「記念碑的な構成」と述べ

ている。また、Alexander Tzonis は著書の中で「ル・コ
ルビュジエがいうところの＜屋外の家具＞の数々。それ

ら全てが周囲の景色の中に置かれたとき、息を呑むよう

な光景が出現するのである」 (Alexander Tzonis: Le 
Corbusier the Poetics of Machine and Metaphor, universe, 
New York, 2001, P.153, (Alexander Tzonis, 繁昌朗訳 :
『ル・コルビュジエ 機械とメタファーの詩学』, 鹿島
出版会, 2007, P.153))と記して、現象的な効果を示してい
る。 

20) 「自然に放置した屋上庭園」は実母のための住宅である
レマン湖畔の小住宅(Villa "Le Lac", 1923)に計画されては
いるが、実験的に用いられているのみで、説明的な記述

は確認できない。なお、後に出版されたル・コルビュジ

エ自身の著書の中で、このレマン湖畔の小住宅の「屋上

庭園」に関して「屋上庭園は自生している。太陽と雨と

風と、種子を運ぶ小鳥たちの意のままに」(Le Corbusier: 
Une petite maison, Les Edition d'Architecture, Zürich, 1954, 
p.45 (Le Corbusier, 森田一敏訳: 『小さな家』, 集文社, 
1980, p.45))と述べている。 

21) op.cit., vol.4, p.140, (吉阪隆正訳: p.138) 
22) Ibid., vol.1, p.124, (吉阪隆正訳: p.110) 
23) Ibid., vol.1, p.89, (吉阪隆正訳: p.82) 
24) ただし「中庭」に関しては、北アフリカのシェルシェル
の近くの農園内に建てる住宅(Résidence, domaine agricole 
Peyrissac - Cherchell, 1942)を説明対象として「建物の配
置と 2 つの<見晴し部屋>がアラブ風に小庭と居住の場と
を決めていく」(Ibid., vol.2, p.116, (吉阪隆正訳: p.114))と
示されているように、閉鎖的な形式として計画されては

いる。また「前庭」に関しては、チャンディガル

(Chandigarh)の計画などに多く用いられているにも関わ
らず、説明的な記述はほとんど確認できない。 

25) Ibid., vol.1, p.41, (吉阪隆正訳: pp.34) 
26) Ibid., vol.1, pp.145-146, (吉阪隆正訳: pp.131-132) 
27) Ibid., vol.4, p.105, (吉阪隆正訳: p.103) 
28) Ibid., vol.4, p.108, (吉阪隆正訳: pp.106-107) 
29) のちに適正規模の住居単位 (Les Unité d'Habitation de 

grandeur conforme)のロジアとして応用されていく。 
30) Ibid., vol.2, p.57, (吉阪隆正訳: p.47) 
31) 言説こそ確認できないものの、1953 年に計画された
ラ・トゥレットの修道院 (Couvent Sainte Marie de la 
Tourette)の「屋上庭園」に関しても同じ主題に着目して

 

 
いることから(千代章一郎: 『ル・コルビュジエの宗教建
築と「建築的景観」の生成』, 中央公論美術出版, 2004, 
pp.234-236)、側壁による景観の調整は設計活動を通して
意図されていたと推測される。 

32) op.cit., vol.1, p.130, (吉阪隆正訳: p.116) 
33) Ibid., vol.5, p.54, (吉阪隆正訳: p.52) 
34) Ibid., vol.5, p.61, (吉阪隆正訳: p.59) 
35) Ibid., vol.5, p.59, (吉阪隆正訳: p.57) 
36) 「壁」に関しては、設計活動初期に理論化された「水平
横長窓」を応用することで、「ガラス壁面」や「クラウ

ストラ」など多様な開口を考案し、特徴的な採光効果を

創出している（参考文献[2]）。そして「屋根」に関して
は、陸屋根の「シトロアン型」とヴォールト屋根を主と

する「モノル型」を次第に融合、複合した形態としても

応用するようになり、また「シトロアン型」、「モノル

型」それぞれを独立させることで、傘状の「パラソル屋

根」へと変化させている（参考文献[3]）。 
37) ル・コルビュジエは、自身の著書『三つの人間機構』の
中で、屋上庭園を「新たな地面」(un sol nouveau)と示し
ている（参考文献[19]）。 


