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1．	 はじめに	 

1.1.	 目的	 

帝冠様式に象徴される戦前のナショナリズムや戦後の

合理主義の中において、建築家前川國男は設計活動を通

して近代建築による普遍的原理を追求し続け、伝統的な

屋根の建築語彙を否定することにより建築と環境との関

係性を模索し続けている。 
そこで本稿では、建築家前川國男の屋上庭園に着目し、

包括的に建築作品を分析することにより、前川國男が近

代日本建築の潮流の中でどのように屋上庭園を捉え、ま

た自身の建築計画に組み込んでいたのかを明らかにする

ことを目的としている。 
1.2.	 研究の方法	 	 

まず、前川國男が自身の事務所設立前に在籍していた

ル・コルビュジエ(Le Corbusier, 1887-1965)事務所とアント
ニン・レイモンド（Antonin Raymond, 1888-1976）事務所
において前川國男が関与した作品を整理することにより、

屋上庭園の構想へ与えた影響を考察する。 
次に、前川國男の建築作品を包括的に収録した作品集

より屋上庭園が確認できる作品を抽出し、「素材」や「構

成」、「形式」に注目して分析を行うことで注1)、前川國男

の建築制作活動における近代建築手法の考察を行う。 
なお、屋上庭園に関する前川國男の言説が少ないこと

から、環境機能に関する考察は対象外としている。 
ル・コルビュジエ事務所在籍中の前川國男の関与した

仕事に関する一次資料として Le Corbusier & Pierre 
Jeanneret Œuvres complètes, vols.8 注 2 )及び Corbusier 
Archives vols.32 注3)を用いる。一方、アントニン・レイモ

ンド事務所在籍中に関与した仕事に関する一次資料とし

て『アントニン・レイモンド作品集 1920-1935』注4)を用い

て分析を行う。また、前川國男の建築作品の分析には『前

川國男作品集建築の方法』注5)及び『建築家前川國男の仕

事』注6)を用いた。 
1.	 3.	 研究の位置付け	 

前川國男の建築作品に着目し、欧州からの影響や日本

近代建築の中での位置付け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、ル・コルビュジエやア

ントニン・レイモンドが前川國男の建築設計に与えた理

念的影響の分析や注7,8)、前川國男の建築手法の特異性に関 

 
 
 
する分析を行なっているものがある注9,10,11,12)。 
これらの既往研究は前川國男の建築作品における包括

的な理念や手法に関する論証である。 
これらに対して本稿は、前川國男の建築制作における屋

上庭園に焦点を当てることで、前川國男が近代建築の中

で模索し続けた近代建築手法を分析している。 
さらに、前川國男の特定の建築作品に関する研究の中

で屋上庭園の分析を行っているものもあるが注13)、数件の

建築作品における建築と自然との関係性の分析が主であ

り、包括的な分析や影響関係には言及してはいない。 
	 

2.独立前に在籍していた事務所にて関与した屋上庭園 
2.	 1.	 ル・コルビュジエ事務所在籍中	 

ル・コルビュジエ(Le Corbusier, 1887-1965)は「新しい建
築の５つの要点」(Les 5 points d'une architecture nouvelle)
の中で「屋上庭園」(Toit jardin)を提唱し、伝統的な屋根
の建築語彙を否定することにより、近代建築言語を確立

したことが知られている注14)。 
前川國男がル・コルビュジエ事務所に在籍していた

1928.4.17-1930.4 の間に関与していたと推測される 16 作
品（その中で前川國男のサインが確認できるものは 9 作
品注15））の内、「屋上庭園」が計画されたものは 9 作品と
多く、それらはチャーチ邸(Villa Church, 1927)に代表され
るように、すべからくシトロアン(Citorohan)型屋根の上部
に設けられた「屋上庭園」であった(図 1) 注16)。 
これらは、後にル・コルビュジエ自身が「屋上庭園のル

ポタージュ(Reportage sur un toit-jardin, 1945)」の中で分類
する「手入れのされた屋上庭園(toit jardin surveillés)」によ
って構成されている注17)。 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
図 1	 チャーチ邸の共同住宅の屋上庭園	 
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また、ル・コルビュジエはサヴォワ邸(Villa Savoye, 1928)
に代表されるように、「屋上庭園」の他に「空中庭園」(jardin 
suspendu)を計画し、庭園相互の関係性にも着眼を置いて
いる(図 2)。 

 
	 

	 

	 

	 

	 

	 

	 

	 

図 2	 サヴォワ邸の空中庭園と屋上庭園	 

2.	 2.	 アントニン・レイモンド事務所在籍中	 

アントニン・レイモンド（Antonin Raymond, 1888-1976）
は日本建築と庭園を不可分のものであるとした上で「遠

い地平を望むのみでは日本人は不満足である。たとえわ

づかに膝を容るに足る庭であるにもせよ雨水の流れ滴る

岩や葉影を眺め得られる湿つた土が欲しいのだ。かうし

て彼等は居ながらにして思ひを千里の山野に馳せる」注18

と記している。このように、小枝葺きや中空煉瓦、水盤

などの多様な自然素材を用いることで、屋上庭園(Roof 
Garden)に日本風土を包含させ、そして同時に屋上庭園を
酷暑雨期の建築的対策の１として用いることで下階の環

境負荷低減を意図している。 
前川國男がレイモンドの事務所に在籍していた

1930-1935.9.30 の間に関与していたと推測される 20 作品
（『建築家前川國男の仕事』の中で前川國男の関与を示唆

しているものは 11作品）の内、屋上庭園が計画されたも
のは 7 作品である。これらは、インターナショナルスタ
イル建築の上部に計画された屋上庭園であり、ル・コル

ビュジエの「屋上庭園」に影響を受けて概念的形態の模

倣を行ったものだと推測される注19）(図 3)。 
 
 
 
 
 
 

 
 

図 3	 赤星喜介邸の屋上庭園	 

	 

3.前川國男作品における屋上庭園	 

『建築家前川國男の仕事』の掲載作品全 70 作品中、屋

上庭園が確認できるものは 21作品と多く、建築設計活動
を通して確認できる(表 1)。 

表 1	 前川國男の屋上庭園	 

	 

	 

	 

	 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
	 

3.	 1.	 素材	 

3.	 1.	 1.	 躯体 
前川國男の建築作品に用いられている構造種別は木造

や鉄筋コンクリート造、鉄骨造など多岐に渡るが、屋上

庭園を採用した計画は鉄筋コンクリート造もしくは鉄筋

鉄骨コンクリート造に限られる。それはおそらく陸屋根

における水処理の問題を完全には解決しきれなかったこ

とが要因の１つであると推測される。 
3.	 1.	 1.	 人工素材 

1930年代 1950年代にかけて、屋上庭園の仕上げ材には
鉄筋コンクリート素地や石貼りといった無機質で簡素な

ものが採用された。1931 年に計画された明治製菓銀座売
店においても、前川國男はコンペ時から清新な一面の白

塗装を計画している。 
一方、1960 年に施行された京都会館を境に、外壁や床
に窯業製の現場打ち込みタイルが多く用いられるように

なる。この現場打ち込みタイルは自邸である前川邸

(新)(1971)に典型が見られるように、1960年代以降前川國
男の建築作品を特徴づけるものとなり注20）、建築作品ごと

に土の性質、焼き方、釉薬のかけ方、タイルの大きさな

どの模索が繰り返えされた。 
3.	 1.	 2.	 自然素材（植栽） 

1930年代から 1950年代までの屋上庭園には植栽の使用
は非常に少なく、計画段階の図面にも植栽の表記はあま

り確認できない。 
一方、1950 年代中旬以降になると、屋上庭園に芝や低

『前川國男全作品
集』作品番号/頁
数

年 名称 実現

no.4/p.79 1929 名古屋市庁舎　コンペ応募案 ×

no.6/p.80 1931 明治製菓銀座売店コンペ応募案 ○

no.2/pp.70-72 1932 木村産業研究所 ○

no.26/pp.123-125 1952 日本相互銀行本店 ○

no.29/pp.129-131 1954 神奈川県立図書館・音楽堂 ○

no.32/pp.137-139 1955 国際文化会館 ○

no.34/pp.142-143 1957 岡山県庁舎 ○

no.41/p.167 1957 シルクセンター国際貿易観光会館 ×

no.39/pp.158-160 1958 晴海高層アパート ○

no.75/p.262 1958 弘前市庁舎 ○

no.36/p.146 1960 学習院大学 ○

no.38/pp.151-154 1961 東京文化会館 ○

no.52/pp.192-193 1962 岡山県総合文化センター ○

no.53/p.196 1962 神奈川県立青少年センター ○

no.55/pp.199-200 1963 学習院大学図書館 ○

no.47/pp.178-179 1964 ニューヨーク世界博覧会日本館 ○

no.59/pp.207-208 1965 蛇の目ミシンビル ○

no.76/p.263 1971 弘前市立病院 ○

p.292 1971 前川自邸（新） ○

no.63/pp.227-229 1975 東京都美術館 ○

no.73/p.260 1980 長岡ロングライフセンター ○
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木などが用いられ、精緻に区画割りされた植栽による緑

豊かな庭園が計画されるようになる(図 4)。 
 
 
 
 

 

 

 

 

図 4	 東京文化会館の屋上庭園 

3.	 2.	 構成	 

ル・コルビュジエのスタイン /ド・モンシー邸 (Villa 
Stein/de Monzie, 1926) に影響を受けて計画された木村産
業研究所(1932)では注21）、低層部分の屋根上に屋上庭園（バ

ルコニー）が計画されている。しかし、曲面壁や数種の

花壇が配されたスタイン/ド・モンシー邸の屋上庭園に比
べ、木村産業研究所では均等に並べられたタイルの目地

割りのみの非常に簡素な構成であり、植栽やベンチなど

の屋根上での生活空間を豊かにする為の要素は確認でき

ない注22）。 
一方、1960年以降になると、学習院大学(1960)の屋上庭
園に顕著に見られるように、薄肉打ち込みのモニュメン

トや換気塔、階段室、貯水槽などが彫塑的な形態で配さ

れ、またベンチなどによって均整のとれた庭園空間を創

出している(図 5)。 
	 

	 

	 

	 

	 

	 

	 

	 

	 

	 

図 5	 学習院大学の屋上庭園 

3.	 3.	 形式	 

3.	 3.	 1.	 バルコニー（テラス） 
前川國男は設計活動を通してテラスを計画し、それらの

多くはテラスからの眺望が意図されていた。また、中庭

やエスプラナード（中庭的広場）との関係性に着眼を置

くと同時に、『一建築家の信條』の中で「ぼくはね、中庭

に対するイメージをコルビュジエに教わったと思うんだ。

ヴェルサイユのなかを一緒に歩いているときに、ここが

とてもいいっていう、そのわけを、コルビュジエが一所

懸命ぼくに説明してくれた、そのことが頭にひじょうに

残っていてね」注23）と記述しているように、総合的な庭園

計画の捉え方に関してル・コルビュジエからの強い影響

を示唆している。 
3.	 3.	 1.	 屋上庭園 
前川國男は設計活動を通して屋上庭園を計画している。

それらは、『一建築家の信條』の中で「そのドミノの線上

で、ぼくは１つのことしかやってこなかったんだな」注24）

と記しているように、ル・コルビュジエが提唱した量産

住宅のシステムを応用した屋根の上部に設けられた。 
	 

	 

	 

	 

	 

	 

	 

	 

	 

	 

図 6	 学習院大学図書館の屋上庭園 

 

4.	 おわりに	 

前川國男は設計活動を通して屋上庭園を計画している

が、1950 年代中旬までは積極的には屋上庭園に新たな空
間を見いだそうとしていない。 
しかし、晴海高層アパート(1958)を転換として、ユニ
テ・ダビタシオンの「手入れのされた屋上庭園(toit jardin 
surveillés)」に多大な影響を受けたと推測される屋上庭園
が多く計画されるようになり注25）、また同時に、植栽や打

込みタイル仕上げによって独自の建築表現を付加してい

る注26）。 
さらに 1960 年代以降になると、学習院大学(1960)や岡
山総合文化センター(1962)において屋上庭園に彫塑的な
形態や休憩空間を配しているように、ユニテ・ダビタシ

オンからの影響はより顕著に現れてくる。 
つまり、前川國男は屋上庭園の視覚効果や心的効果を

ユニテ・ダビタシオンから享受することで、近代建築の

普遍的原理を模索し続けていた。しかし一方で、屋上庭

園と日本風土そのものとの関わりについての意識は希薄

であったと推測される注27)。	 

	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	  
図版出典	 

表 1: 筆者作成 
図 1: Le Corbusier: Le Corbusie & Pierre Jeanneret Œuvres 

complète, vol.1, Willy Boesiger et O.Stonorov, éd., 
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Switzerland, 1964, p.202 
図 2: Ibid., vol.2, p.23 
図 3: Antonin Raymond, 中村勝哉 ed,: Antonin Raymond 

his work in Japan 1920-1935, 城南書院, 1935, p.27 
図 4: 『新建築』新建築社,1961,vol.12 
図 5: 前川國男作品集刊行会企画, 宮内嘉久編:『前川國男
作品集 建築の方法』美術出版社, 1990, p.146 

図 6: Ibid., p. 200 
 
注 
                                                                    
1) ル・コルビュジエの「屋上庭園」に関する既往研究で
ある、千代章一郎,塚野路哉: ル・コルビュジエの「屋
根」への感性-近代建築家の旅が建築構想へ与えた影響
-, 日本感性工学会論文誌, 2011, vol.10 no.2, pp.177-183
に依拠して分類項目を設定する。 

2) Le Corbusier, Willy Boesiger, ed.,: Le Corbusier&Pierre 
Jeanneret Œuvres complètes, vols.8, Les Editions 
d’Architecture Artem, Zurich, 1930-1964, (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) 

3) Foundation Le Corbusier: Corbusier Archives vols.32, 
Garland Publishing and Foundation, New York and Paris, 
1981-1982 

4) Antonin Raymond, 中村勝哉 ed.,: Antonin Raymond his 
work in Japan 1920-1935, 城南書院, 1935 

5) 前川國男作品集刊行会企画, 宮内嘉久 ed.,:『前川國男
作品集 建築の方法』美術出版社, 1990 

6) 生誕 100年前川國男建築展実行委員会:『建築家前川國
男の仕事』美術出版社, 2006 

7) 松隈洋:『前川國男 現代との対話』六耀社, 2006 
8) 佐々木宏:『巨匠への憧憬』相模書房, 2000 
9) 原広司:『戦後日本の近代化と前川國男』,  
10) Jonathan M. Reynolds: 前川國男と日本のモダニスト美
学の抬頭, 1991 

11) 長谷川堯:『神殿か獄舎か』相模書房, 1972 
12) 布野修司:『戦後建築論ノート』相模書房, 1982 

13) 田中重夫, 月舘敏栄: 環境論から見た前川國男の設計
手法の研究, 日本建築学会東北支部研究報告, 2006, 
pp.207-208 

14) Le Corbusier, Willy Boesiger, ed.,: Le Corbusier&Pierre 
Jeanneret Œuvres complètes, vol.1, Les Editions 
d’Architecture Artem, Zurich, 1930, pp.128-129 

15) ル・コルビュジエ財団アーカイヴには前川國男による
サインが 50枚確認できる。土橋長俊（2枚）、坂倉準
三（25枚）、吉阪隆生（15枚）と比べても多く、前川
國男が重要な仕事を任されていたことを示唆している。 

 

                                                                                                                 
	  なお、佐々木弘:『巨匠への憧憬』相模書房, 2000によ
ると、ル・コルビュジエ事務所内でサインをする習慣

ができたのは 1929年 5月であるため、前川國男が入所
した直後の仕事に関しては、サインは記されていない。 

16) ル・コルビュジエは、Dom-Inoによる量産システムを
応用することで、陸屋根で構成されたシトロアン

(Citorohan)と連続するヴォールト屋根で構成されたモ
ノル(Monol)を提唱している。 

17) Le Corbusier: op. cit., vol.4, pp.140-141 
18) Antonin Raymond, 中村勝哉 ed.,: Antonin Raymond his 

work in Japan 1920-1935, 城南書院, 1935, p.9 
19) アントニン・レイモンドは自身の著書である『自伝ア
ントニン・レーモンド』, 鹿島出版会, 1970の中で、「日
本においては、私はコルビュジエの影響を受けた最初

の建築家であったと思う<中略>東京ゴルフ・クラブは、
私のコルビュジエによる影響が最高にあらわれたもの

であった」と記して、ほとんど年齢差のないル・コル

ビュジエからの強い影響を示している。また、ブルー

ノ・タウトは自身の日記『日本-タウトの日記』, vol5, 
1950, p.114の中で、アントニン・レイモンドのことを
「コルビュジエの模倣者、模写者であり、在日建築家

として成功を収めている。この国の嫌らしいコルビュ

ジエ流行は、レーモンド氏などに主たる責があると言

ってよい」と述べている。 
20) 生誕 100年前川國男建築展実行委員会:『建築家前川
國男の仕事』美術出版社, 2006, pp.194-195 

21) 生誕 100年前川國男建築展実行委員会:『建築家前川
國男の仕事』美術出版社, 2006, p.70 

22) このバルコニーは弘前の雪害によって損傷し、後年取
り払われて勾配屋根がかけられている。 

23) 前川國男, 宮内嘉久:『一建築家の信條』晶文社, 1981, 
pp.194-195 

24) Ibid., p.225 
25) 自身の作品集である『建築家前川國男の仕事』の中で
晴海高層アパートとマルセイユのユニテ・ダビタシオ

ンの模型写真が並べて掲載されており、明らかな影響

関係が確認できる。 
26) 三沢浩は『前川國男 現代との対話』の中で、アント
ニン・レイモンド事務所でコンクリート打設に苦労し

た現場体験が、前川國男の現場打込みタイルを生み出

した要因の１つであると記している。このことから、

屋上庭園におけるアントニン・レイモンドからの影響

は構成要素である素材に現れているとも推測できる。 
27) 布野修司は『建築の前夜』而立書房, 1996, p.172の中
で、「前川國男の場合、日本建築の伝統そのものについ

ての意識は薄い。伝統と創造をめぐる普遍原理に関心

があり、究極的に日本に近代建築を実現することが最

後まで課題であったように見える」と記している。 
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