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1．	 はじめに	 

1.1.	 目的	 

バウハウスの合理主義国際建築運動及び、ル・コル

ビュジエの近代建築運動の顕著な影響が認められる

日本近代建築史の潮流の中において、建築家坂倉準

三(1901-1969)は設計活動を通して建築による「有機

的構成」を追求し続け注1)、日本の伝統的な精神を建

築に包含することで、建築と自然環境との関係性を

模索し続けている。 

そこで本稿では、建築家坂倉準三の屋上庭園に着目

し、包括的に建築作品を分析することで、坂倉準三

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、また坂倉準三自身の建築計画にいかに組み込

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、坂倉準三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)事務所に
おいて、坂倉準三が関与したと推測される作品を整

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、坂倉準三の建築作品を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」、「構成」、

「形式」に着目して分析を行うことで注2)、坂倉準三

の建築制作活動における近代建築手法の考察を行う。 

ル・コルビュジエ事務所在籍中に坂倉準三が関与し

た建築作品に関する一次資料として Le Corbusier & 
Pierre Jeanneret Œuvres complètes, vols.8 注3)及び

Corbusier Archives vols.32 注4)を用いる。また、坂倉準

三の建築作品の分析には『建築家坂倉準三モダニズ

ムを生きる』注5)及び『建築家坂倉準三モダニズムを

住む』注6)を用いた注7)。 

 

 

1.	 3.	 研究の位置付け	 

坂倉準三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

ュジエやシャルロット・ペリアン(Charlotte Perriand, 
1903-1999)が坂倉準三の建築設計に与えた理念的影

響の分析や注8,9)、坂倉準三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10,11)。これらの既

往研究は坂倉準三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、坂倉準三の建築制作におけ

る屋上庭園に焦点を当てることで、坂倉準三が建築

制作活動の中で模索し続けた近代建築手法の一端を

分析している。 

 

2.	 ル・コルビュジエ事務所で関与した屋上庭園	 

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12)。 

坂倉準三は日本人の中で最も長くル・コルビュジエ

事務所に在籍し、また晩年に記した『近代芸術の先

駆者』の中で「私の建築創造の仕事は未だに彼の強

い影響下にあるといってよい」と述べていることか

らも、設計活動を通してル・コルビュジエの強い影

響下にあったと推測される。 

坂倉準三がル・コルビュジエ事務所に在籍していた

1931-1936,1938-1939は、国際建築様式から土着的な
表現が現れだす変節点であり、この間に坂倉準三が

関与していたと推測される 9作品の内、「屋上庭園」

が計画されたものは 5作品と多い。 

坂倉準三の建築作品における屋上庭園の形式 
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それらはパリ大学都市のレンテンアンシュタルト

計画案(Rentenanstalt, 1933)に代表されるようなシト

ロアン(Citorohan)型及び、ナンジェセール・エ・コリ

通りの集合住宅(Immeuble Nungesser et Coli - 

Appartement L.C., 1931)に代表されるようなモノル 

(Monol)型という２種類の屋根の上部に設けられた
「屋上庭園」であった(図 1,2) 。 

 

 

 

 

 
図 1	 レンテンアンシュタルト計画案の屋上庭園 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

図 2	 ナンジェセール・エ・コリ通りの屋上庭園 

また、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、植栽の

取り扱いに関する構成を「手入れされた屋上庭園(toit 

jardin surveillé)」と「野生の状態に放置した屋上庭園

(toit jardin laissé à l'état sauvage)」という２種類の手法

として理論化しており注13)、坂倉準三は理論化前では

あるものの、両方の庭園に関与している。 
 

3.坂倉準三の建築作品における屋上庭園	 

『建築家坂倉準三 モダニズムを生きる』及び『建

築家坂倉準三 モダニズムを住む』の掲載作品 196作

品中、屋上庭園が確認できるものは 20作品とさほど

多いわけではないが、建築設計活動を通して確認で

きる。 

3.	 1.	 素材	 

3.	 1.	 1.	 躯体	 

坂倉準三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。つま

り、シャルロット・ペリアン(Charlotte Perriand, 

1903-1999)と共に計画された A字型柱による量産住

宅のシステムを始めとする、木造モダニズムの作品

に屋上庭園は用いられていない。 
それはおそらく漏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.	 2.	 人工素材	 

坂倉準三は設計活動を通し、屋上庭園の仕上げ材と

して打離しコンクリート素地や大谷石など、簡素で

ありながら加工性が良く、また質感をもつ素材を多

く用いている。それは、設計活動後期の事務所ビル

や公共建築でも確認出来るため、戦中、戦後で資材

が不足していた時期を含むということを鑑みても、

あえて簡素な表現を好んでいたと推測される。 

3.	 1.	 3.	 自然素材	 

坂倉準三は 1930年代から 1950年代にかけて、屋上
庭園に芝や玉石などの均質な表現が可能な自然素材

を用いている。典型として、松本幸四郎邸(Ma邸, 

1957)では２階の主寝室に併設された庭園に芝と玉砂

利が配され、矩形の縁で均等に区分されている。 

一方、コートハウスを提唱した 1960年代以降、大

阪市に計画された宮本邸(Mi邸, 1960)に代表される
ように、住宅に大小さまざまな植栽を用いることで、

自然豊かで多様な屋上庭園が計画されるようになる。

また、併せて土や自然石、水なども多用されるよう

になり、より多彩な自然環境を屋上庭園に包含させ

た計画となっている (図 3)。 

 
 

 

 

 

 

 
 

 

 

図 3	 宮本邸の屋上庭園 
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3.	 2.	 構成	 

3.	 2.	 1.	 人工素材による構成	 

坂倉準三は、設計活動を通して矩形の屋上庭園を計

画し、階段室や換気塔など最小限の建築要素で屋上

庭園を構成している。使用される人工素材の種類も

少なく、精選された簡素な構成が屋上庭園に確認出

来る。 

3.	 2.	 2.	 自然素材による構成	 

坂倉準三は、『現代建築』の中で、「住むといふこと

の強調は建築の中心となるものが人間であるといふ

ことと生理的（水	 空気	 太陽	 樹木	 自然の中に

生育する）心理的（事物の情緒に感ずる）動物とし

ての人間であるといふことを何より先づ忘れてなら

ないと云ふことである<中略>建築はそれ自身１つの

有機体でなければならない」注14)と記し、建築におけ

る自然性に関する構成を「有機的構成」として提唱

している。これはフランク・ロイド・ライトが提唱

した有機主義建築(organic architecture)とは異なる主
題として用いられた。	 

坂倉準三は、1930年代から 1950年代にかけ、ル・

コルビュジエが提唱した植栽の構成である「手入れ

のされた屋上庭園(toit jardin surveillés)」の応用ともい

える均整の取れた屋上庭園を多く計画している。こ

れらは、国際文化会館(1955)に代表されるように、屋
上庭園に芝を主とする均質な自然素材を全面的に用

いることで、平面的な構成による周辺環境との調和

が意図された(図 4)。 

 

 

 
 

 

 

 

 

 
図 4	 国際文化会館の屋上庭園 

一方、1960年以降になると、公共建築や事務所ビ

ルなどの大規模な建築において「手入れのされた屋

上庭園」を模索し続ける一方、住宅やホテルを主と

して、多様な植栽を用いた構成が多く確認できるよ

うになる。 

1971年に竣工したホテルパシフィック東京では、

植栽を起伏のある土手に林立させ、また広範囲に水

庭を配すことで立体的な有機的構成を実現させ、屋

上庭園に儘の自然性を組み込もうとしている(図 5)。 
これは、坂倉準三が生活空間に付随する庭に関して

「自然と一体になりたい」注15)と記述していることか

らも、ル・コルビュジエが提唱した「野生の状態に

放置した屋上庭園(toit jardin laissé à l'état sauvage)」の

応用であると推測される。 

 
 

 

 

 

 

 
 

 

図 5	 ホテルパシフィック東京の屋上庭園 

3.	 3.	 形式	 

3.	 3.	 1.テラス	 

坂倉準三は設計活動を通し、最上階にある居室空間

の前面にテラスを計画している。それらの多くはテ

ラスからの眺望に加え、自然との関係性が主題とさ

れた。また、コートハウスを始めとする地上の庭と

の関係性に着眼を置くことで、総合的な庭園計画に

よって周辺環境との関わり方を模索し続けている。 

3.	 3.	 2.	 屋上庭園	 

坂倉準三は設計活動を通して屋上庭園を計画して

いる。大阪市に計画された上坂電気社屋(Ue邸, 1968)

に代表的に見られるように、屋上庭園を普遍的な切

り離された大地として捉えるよりはむしろ、庭園相

互の関係を重視し、土地固有の環境とのつながりを

意図している。 
なお、この上坂電気社屋に関し宇野淳子は「ル・コ

ルビュジエの提唱した屋上庭園を立体的に展開した

ものである」注16)と記し、ル・コルビュジエからの影

響を指摘している。 
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4.	 おわりに	 

坂倉準三は設計活動を通して屋上庭園を計画し、

「有機的構成」を用いることで積極的に新たな空間

を見いだそうとしている。 

建築設計初期である 1930年代から 1950年代にかけ

ては、ル・コルビュジエ事務所在籍時に関与した「手

入れのされた屋上庭園」に多大な影響を受け、均質

な自然素材による普遍的な自然性との関わりを平面

的な構成の中で探求していたと推測される。 

一方、建築設計後期の 1960年代以降になると、「手

入れのされた屋上庭園」の普遍性は公共建築のみで

検討され、個人の邸宅やホテルなど、生活空間に関

する設計には多様な植栽を用いることで、より多彩

な自然性を建築内部に包含するようになる。また、

植栽の隆起や土の起伏による立体的な構成を用いて

「野生の状態に放置した屋上庭園」の応用ともいえ

る屋上庭園を実現することで、土地固有の風土との

つながりが重視された。 
つまり、坂倉準三はル・コルビュジエの事務所在籍

中に享受した２つの理念を「有機的構成」によって

応用することで、周辺環境と建築との調和を意図し

ていたと推測される。そして、建築を１つの有機体

として捉えることで、屋上庭園に自然をより包含す

る計画となり、直属の弟子である西澤文隆の庭園論

へと継承されていく注17)。	 
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