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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ことを目的
としている．そのため，近代建築家の一人であるル・コルビュ
ジエ（Le Corbusier, 1887-1965）の建築制作における「庭園」
に着目し，その建築的形態の生成過程を分析することによ
り，建築家の感性を考察する．｢建築的感性｣とは一般的に
人為的環境についての感性であるが，本稿では半自然的環境
である｢庭園｣という場所に着目することから｢建築的感性｣
を浮かび上がらせようとする．
筆者らはすでに，ル・コルビュジエの身体的な旅における

「庭園」への感性が建築的構想の理念へと変換される過程を
分析している［2，3］．それに対し本稿では，ル・コルビュ
ジエの構想した建築的形態そのものに焦点を当てている．

1.2　研究の方法
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Le Corbusier & Pierre 

Jeanneret Œuvres completes, vols.8 ［4］を用いる［注1］．
一方，ル・コルビュジエの制作過程における「庭園」の経年
変化に関する分析には，Le Corbusier & Pierre Jeanneret 

Œuvres completes, vols.8 に 加 え，Le Corbusier Archives 

vols.32［5］及びLe Corbusier Plans vols.15 ［6］を用いる．
これらの一次資料を用いて「庭園」に関する作品の説明，
素描，図面，呼称を抽出し，ル・コルビュジエ自身の説明
に依拠して庭園形式の類型化を行う［注2］．また，各類型

の制作過程における変遷を明らかにすることによって，ル・
コルビュジエの建築制作における「庭園」の経年変化を分
析する．

1.3　研究の位置付け
ル・コルビュジエが計画した「庭園」に着目し，言説や素
描，建築図面などを分析した研究は，建築制作に関する研究
と比較すれば少ない．代表的なものとしては，ル・コルビュ
ジエの建築作品における建築物周囲の植栽空間を庭園史の中
で通史的に位置づけたものや［7-9］，ル・コルビュジエの自
然観に関する研究［10-12］，さらに，ル・コルビュジエの「屋
上庭園」や「ピロティ」の形式に関する研究［13，14］がある．
しかし，ル・コルビュジエの建築作品における「庭園」を包
括的に扱ったものはない．また，制作過程における「庭園」
の変遷に言及した研究もない．

2. 「庭園」の形式
ル・コルビュジエは，自身の著書『プレシジョン』

（Précisions, 1930）［15］や『人間の家』（La maison des 

homes, 1942） ［16］の中で，地上の庭園を「解放された土地
（le sol libéré）」，地上の上部に設定された庭園を「獲得され
た土地（le sol conquis）」として説明し，「庭園」を大地と
の距離により2種類に定義づけている（図1）．そして，「解
放された土地」では通低して健康や景観，通風が一貫して主
題とされ，また「獲得された土地」では健康や景観，環境負
荷低減が一貫して主題とされている．
この分類に依拠し，ル・コルビュジエのLe Corbusier & 

Pierre Jeanneret Œuvres completes, vols.8に表記されている
「庭園」の用語を整理すると，地上の庭園である「前庭（parvi，
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jardin）」，「中庭（cour）」，そして「ピロティ（pilotis）」によっ
て創出される庭園を「解放された土地（le sol libéré）」，また，
非地上の庭園である「テラス（terrasse）」や「空中庭園（jardin 

suspendu）」，「ロジア（loggia）」，「屋上庭園（toit jardin）」
を「獲得された土地（le sol conquis）」として分類すること
ができる（図2）．
なお，『プレシジョン』や『人間の家』をはじめ，「新しい
建築の5つの要点（Les 5 points d’une architecture nouvelle， 
1926）」の「屋上庭園（toit jardin）」に関する項目においても，
ル・コルビュジエは「庭園」の素描に植栽を描き，また植栽
に関する説明を添えている．つまり，ル・コルビュジエの建
築制作における「庭園」は，言明しないものの植栽が前提と
されていると推測される．

3. 建築作品における「庭園」の類型（表1） 

3.1　「解放された土地（le sol libéré）」
3.1.1　「前庭（parvi , jardin）」

1920年代以前の建築制作における「前庭（parvi，
jardin）」は都市部や郊外を主として数多く計画され，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3］と説明しているよう
に，野生のままに繁殖した植栽によって構成される「野生の
小さな森（bocage sauvage）」に着眼している．また，同時
に「前庭」からの景観が主題とされている（図3）．
一方，1930年代以降の建築作品では，都市部や郊外に加

え農村部でも「前庭」が多く計画されるものの，直接的な説
明は非常に少なくなる．また，パリ郊外の週末住宅（Une 

maison de week-end, 1935）に関して「庭の亭と住宅とは正
確な関係で結ばれている」［注4］と説明しているように，
景観に関する説明が確認できなくなり，「前庭」によっても
たらされる建築相互の関係性に焦点があてられている．

3.1.2　「中庭（cour）」
「中庭（cour）」は，少数であるものの建築制作活動を通し
て計画され続ける．また，1930年代以降になると直接的な
説明が非常に少なくなる．
＜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5］に典型が確認できるように，1920年代以
前は都市部や郊外に多種の植栽によって構成される「中庭」
を計画し，建築との関係性や，「中庭」からの景観に着眼を
置いている．
一方，1930年代以降になると，都市部や郊外に加え，農村部

の敷地にも「中庭」を計画するようになる．また，ペイリサック
邸（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」［注6］と示し
ているように，ル・コルビュジエは「中庭」と建築との位
置関係に着目している（図4）．

図1　 非地上の「獲得された土地（le sol conquis）と 
地上の「解放された土地（le sol libéré）」

図2　庭園の形式

表1　建築作品における庭園の類型

～1920年代 1930年代 1940年代 1950年代～

「前庭（parvi, jardin）」 29 23 11 29

「中庭（cour）」 4 5 5 6

「ピロティ（pilotis）」 12 18 8 16

「テラス（terrasse）」 12 7 3 4

「空中庭園（jardin suspendu）」 10 3 0 3

「ロジア（loggia）」 0 3 7 6

「屋上庭園（toit jardin）」 30 23 9 24 図3　メイエル邸の前庭
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3.1.3　「ピロティ（pilotis）」
ル・コルビュジエは「新しい建築の5つの要点（Les 5 

points d’une architecture nouvelle, 1926）」の1つとして「ピロ
ティ（piloti）」を提唱し，都市部や農村部など敷地条件を問
わず建築制作活動を通して「ピロティ」下に創出される空間
の一部を「庭園」として多く計画している．
また，クック邸（Maison Cook, 1926）の「ピロティ」

に関して「被護された所，重要な建築的要素，家族の生活
のために新しい要素が，住宅に組み込まれる（車庫，太陽
や雨を避ける駐車場，子供の遊び場）」［注7］と示してい
るように，「ピロティ」下を雨天時用の庭園として捉えてい
る（図5）．
さらに，『プレシジョン』の中で「光と空気は住宅の下を
通り抜けます．何たる勝利！前庭と中庭は1つになります．
何たるスペースの得．なんとすばらしい幸福感．そして住宅
は大気の中に出来上がるのです」［注8］と説明しているよ
うに，「ピロティ」下の庭園と「中庭」や「前庭」を結びつ
けている．

3.2　「獲得された土地（le sol conquis）」
3.2.1　「テラス（terrasse）」［注9］

1930年代以前の建築制作における「テラス（terrasse）」は，
アルジェのウエド・ウシャイアの宅地割（Lotissement de l’
Oued-ouchaia, 1933）に対して「各住戸の前には小灌木の
植え込みのあるテラスがあり，下の庭を見えないようにし
ている．完全に独立した（遮音された）住戸は隣人たちの
視線から全く保護されている．しかし，2000もの家族が住

んでいる区画にありながら，目は遠い地平線，つまり海，
平原，山々の連なりしか見ない」［注10］と説明しているよ
うに，都市郊外や農村部に「テラス」を多く計画し，視点
場を操作することで，意図的な内部視点景観を造り上げて
いる（図6）．
一方，1940年代以降になると作品数が少なくなり，また

直接的な説明は確認出来なくなる．しかし，1949年のロク
とロブ（Roq et Rob）では，地中海を臨む段状の「テラス」
を「屋上庭園（toit jardin, toit terrasse）」と図示し，「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11］と説明を
添えている．このように，明らかな「テラス」の形式が用い
られているにも関わらず，ル・コルビュジエは「屋上庭園」
の呼称に読み替えて説明し，「テラス」を「屋上庭園」に収
斂させている（図7）．

3.2.2　「空中庭園（jardin suspendu）」
ヴィラ型共同住宅（Immeubles-villas, 1922）に関する説明

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12］

図4　ペイリサック邸の中庭

図5　クック邸のピロティ

図6　ウエド・ウシャイアの宅地割のテラス

図7　ロクとロブの屋上庭園
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に代表されるように，1920年代以前には都市部の邸宅を主
として，中層階に「空中庭園（jardin suspendu）」が多用さ
れている．
また，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13］と説明して「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（図8）．
一方，1930年代以降になると中層階に設けられた「空中

庭園」の使用は確認できなくなる．しかし，チマンバイ邸
（Villa Chimanbhai, 1953） に典型が確認出来るように，ル・
コルビュジエは「屋上庭園」の上部に独立したパラソルを設
け，このパラソル下の空間を“jardin suspendu”と説明して
いる．つまり，「空中庭園」の形式を「屋上庭園」の付加的
な応用へと変遷させることで，インドなどの厳しい気候条件
下で設計する際の対応策として用いられている．

3.2.3　「ロジア（loggia）」
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ねばならなかった．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，建築的に意味ある構成が
できて，一種のバルコニーまたはロジアを形成した」［注14］
と説明している．たしかに，ル・コルビュジエは「ロジア
（loggia）」における植栽の有無に関しては説明しておらず，
図面にもほとんど示されていない．しかしそれは，1920年
代以前に都市部で用いられていた「空中庭園」を「ロジア」
に変遷するものである［注15］．
そして1930年代以降になると，ブリエ・アン・フォレの

住居単位（Unité d’Habitation de Briey en Forét, 1956）に関
して「ロジアははじめから用いられ，住居と自然との屋内屋
外の結びつきをつくって来た．方位は定められていて，ガラ
ス面は東と西に向いているのがロジア付きである」［注16］
と説明しているように，都市部や郊外に「ロジア」を多く計
画し，屋内外の繋がりを意図している（図9）．

3.2.4　「屋上庭園（toit jardin）」
ル・コルビュジエは「新しい建築の5つの要点（Les 5 

points d’une architecture nouvelle, 1926）」の1つとして「屋
上庭園（toit jardin）」を提唱している（図10）．
ル・コルビュジエは1945年，「屋上庭園」に対して「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17］と説明している．
このように，建築制作活動を通して躯体被覆の必要性を示
し，都市部や農村部など様々な敷地に「屋上庭園」を数多く
計画している．
典型として，ラ・トゥーレットの修道院（Couvent Sainte 

Marie de la Tourette, 1953）では「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18］
と説明している［注19］（図11）．

図8　ガルシュのヴィラの空中庭園

図9　住居単位のロジア

図10　「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）

図11　ラ・トゥーレットの修道院の屋上庭園
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4. 制作過程における「庭園」の変化 
「庭園」の経年変化（表2，3）

4.1　「解放された土地（Le sol libéré）」の付加
地上の庭園である「解放された土地（Le sol libéré）」のうち，

「前庭」の計画に関しては敷地条件や設計条件に起因するとこ
ろが大きく，制作過程において有無はほとんど変化しない．
一方，「中庭」と「ピロティ」に関しては，都市部や郊外の敷地
において，初期案では確認できない地上の「庭園」が後期案で
付加されるという変化が建築制作活動を通して確認出来る．
「中庭」に関しては，ジョセフ，アノー邸（Villa Joseph et 

Hanau, 1926）に典型が確認出来るように，初期案では矩
形に計画されていた住居棟が後期案になると分棟化され，
「中庭」を構成するようになる．
一方，「ピロティ（pilotis）」に関しては，海岸沿いに計画

されたロスコフの生物学研究所（Station biologique, 1939）
に典型が確認出来る．初期案で「庭園」を分断していた建築
全体が，建築制作活動後期に「ピロティ」として迫り上げられ，
庭園相互が視覚的にも物理的にも一体化している．これは，
外部からの景観を意図した変更である［注20］（図12，13）．

表2　制作過程における「庭園」の類型

表3　経年変化の確認出来る作品（付加を○，削除を×で示す）

年 作品名
庭園形式

初期案 後期案
前庭 中庭 ピロティ テラス 空中庭園 ロジア 屋上庭園 前庭 中庭 ピロティ テラス 空中庭園 ロジア 屋上庭園

1922 Maison Citrohan / type FLC20716 ● ● ● ○ ×
1922 Immeubles-villas ● ● ● ○ ○ ○ ●
1923 Villas La Roche-Jeanneret ● ● ● ● × ○ ●
1925 Villa Meyer ● ● ● × ○
1925 Petite Villa au Bord du Lac Léman ● ● ● ● × ●
1926 Armée du Salut, Palais du Peuple ● ● ● ● ● ×
1926 Villa Cook ● ● ● ● ○
1926 Maison minimum ● ● ● ○ ×
1926 Villa Joseph et Hanau ● ● ● ○ ●
1927 Palais de la Société des Nations ● ● ● ● × ●
1927 Villa Planeix ● ● ○
1928 Ville Church ● ● ● ● ○
1928 Villa Baizeau ● ● ● ● ● ○ ●
1929 Armée du Slut, Cité de Refuge ●
1933 Immeuble, 24, rue Nungesser-et-Coli ● ● ○
1934 D.L.Dubois ○
1935 Musées de la ville et de l’etat - Paris ● ● ○
1936 R.A.M., habitation d’un médcin ● ● ○
1937 Immeuble Félix ○
1937 Vélodrome d’hiver, étude d’appartements ● ● ● × ○
1938 Réorganization agraire, ferme et village radieux ● ● ● × ○
1939 S.P.A., maisons pour ingénieurs et contre-maîtres ● ● ● ○ ●
1939 Place de la Mairie ● ● ● × ○
1939 Station biologique ● ● ●
1944 Unités d’habitation ● ● ○ ○
1944 Recherche sur les unités d’habitation ● ● ○
1947 Palais des Nations Unies ● ● ● ● ○
1948 Basilique ● ● ● × ○
1951 Maison des pélerins ○
1951 Logis à bas prix 110m2 pour "Village 750 habitants" ○
1952 Maisons Jaoul ● ● ● ○ ●
1953 Villa Chimanbhai ● ● ● ● ● ○ ●
1954 Mill Owners Association ○
1955 Villa Sarabhai ● ● ○
1956 Musée ● ● ○
1956 Maisons de vacances 3,66 x 3,66 ● ● ● ○ ●

図12　ロスコフの生物学研究所の庭園（初期案）

図13　ロスコフの生物学研究所の庭園（後期案）
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4.2　「解放された土地（Le sol libéré）」の削除
制作過程における「解放された土地」の削除は変化数こそ
多くないものの，都市部や郊外を主に，建築制作活動を通し
て確認出来る．
ラ・ロッシュ＝ジャンヌレ邸（Maison La Roche – Jeanneret, 

1923）に関して，初期案では2つの住戸に囲まれるように
「中庭」が配され，西側に「ピロティ」が計画されている．
しかし，後期案では住戸を並列に計画することで「中庭」を
削除し，「ピロティ」の位置も東側へと変更されている．こ
れは，ひとつの塊をなす2つの住居を計画する際の施主の多
様な要望と，建築区域制限や古い樹木の尊重などの強い制約
を満たすための計画変更である［注21］（図14，15）．
また，レマン湖畔の小住宅（Petite Villa au Bord du Lac 

Léman, 1925）に関して，初期案では住居部分を「ピロティ
（pilotis）」で持ち上げ，下部に庭園を計画しているが，後期
案では「ピロティ」が確認できなくなり，地盤面に接した住
居を計画している（図16，17）．

4.3　 「解放された土地（Le sol libéré）」から「獲得された
土地（le sol conquis）」への転換

「解放された土地」から「獲得された土地」への転換は，
少数ではあるが1940年代までの建築計画に確認出来る．
メイエル邸（Villa Meyer, 1925）に関して，初期案では「解放
された土地」である「中庭」を計画し，植栽を設けることで
建築に自然環境を取り入れている．一方，後期案では「自由
な平面（Le Plan Libre）」を検討する過程で「中庭」が建築
内に組み込まれ［注22］，「獲得された土地」である「空中
庭園」と「屋上庭園」へと変遷している（図18，19）．

これは，周囲からの視線という外在的な要因に対応する
ための計画変更であり，庭園を非地上へと変更することで，
完全に私的な庭園を創出するためである［注23］．

4.4　「獲得された土地（le sol conquis）」の付加
非地上の庭園である「獲得された土地（le sol conquis）」

のうち，「ロジア」に関しては制作過程における有無の変化

図14　ラ・ロッシュ＝ジャンヌレ邸の中庭（初期案）

図15　ラ・ロッシュ＝ジャンヌレ邸（後期案）

図16　レマン湖畔の小住宅のピロティ（初期案）

図17　レマン湖畔の小住宅（後期案）

図18　メイエル邸（初期案）

図19　メイエル邸（後期案）
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はほとんど確認できない［注24］．
一方，1930年代以前の建築作品において，中層階の庭園

である「空中庭園」が制作過程で付加される経年変化が都市
部に確認できる．典型であるヴィラ型共同住宅（Immeubles-

villas, 1925）に関しては，初期案で計画されていた矩形の
共同住宅が，後期案では各住戸の庭園として「空中庭園」が
付加され，都市居住における自然の捉え方に1つの解を示し
ている［注25］（図20，21）．
また，制作過程での「屋上庭園」や「テラス」の付加は敷
地条件を問わず，建築制作活動を通して数多く確認出来る．

ベゾー邸（Villa Baizeau, 1928）やサラバイ邸（Villa Sarabhai, 

1955）では，環境負荷の対策と景観への配慮を理由として
［注26］，初期案の屋根が実施計画では「屋上庭園」として
実現している（図22，23）．

4.5　「獲得された土地（le sol conquis）」の削除
制作過程における「獲得された土地」の削除は数少ない．
救 世 軍 ,民 衆 の 宮 殿（Amée du Salut, Palais du Peuple, 

1926）の計画では，初期案で計画されたパラソル付きの「屋
上庭園」を後期案では宿泊室増加のために削除し，居室へと
変更している（図24，25）．

4.6　 「獲得された土地（le sol conquis）」から「解放され
た土地（Le sol libéré）」への転換

制作過程において，「獲得された土地」から「解放された
土地」への変遷はほとんど確認できない．例外として，最小
限住宅（Maison minimum, 1926）では，変更理由は定かで
はないものの，初期案の1つとして計画された「テラス」の
案が後期では廃止され，一方で，「ピロティ」下に庭園が付
加された案が提案されている（図26，27）．

図20　ヴィラ型共同住宅（初期案）

図21　ヴィラ型共同住宅（後期案）

図22　サラバイ邸（初期案）

図23　サラバイ邸（後期案）

図24　救世軍 ,民衆の宮殿の屋上庭園（初期案）

図25　救世軍 ,民衆の宮殿（後期案）
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5. 結 果（表4）

地上の庭園である「解放された土地（le sol libéré）」に関
して，ル・コルビュジエは建築制作活動を通して「前庭（parvi, 

jardin）」，「中庭（cour）」，「ピロティ（pilotis）」の3類型を

一貫して用いている．しかし，1930年代以降の積極的な応
用は確認できず，庭園相互の関連性も希薄である．
一方，非地上の庭園である「獲得された土地（le sol 

conquis）」に関しては，敷地の環境条件に応じて「テラス
（terrasse）」，「空中庭園（jardin suspendu）」，「屋上庭園（toit 

jardin）」，「ロジア（loggia）」の4類型を設計条件に応じて
相互に関係付けながら多様に応用させている．
そして，制作過程の中で「獲得された土地」に関する削除
が数少なく，また，「獲得された土地」の付加が顕著に確認
できることから，ル・コルビュジエは「獲得された土地」に
特に着目して建築制作活動を行っている．

6. 考 察

ル・コルビュジエは，建築制作活動以前に敢行した旅の身
体体験を建築構想へと変換する際，地上の風景を「屋上庭園」
の景観へと感性的に置き換えている［3］．ル・コルビュジ
エが「獲得された土地」に強く着眼を置き，多様に応用しな
がら模索を続けている本稿の結果は，この既往の研究成果を
裏付けるものである．
しかし一方で，ル・コルビュジエは「解放された土地」の
庭園形式を完全に断念した訳ではなく，地上の庭園への眼差
しを持ち続けている．実際，制作過程においても「解放され
た土地」の付加は建築制作活動を通して行われている．
また，ル・コルビュジエは1945年，屋上庭園の維持管理
に関して「手入れされた屋上庭園（toit jardin surveillés）」
のみならず，「野生のままの屋上庭園（toit jardin laissé à 

l’état sauvage）」を提唱している［注27］．後者は明らかに
地上の自然性を意図したものである．つまりル・コルビュジ
エは，元々は無自覚であったが，戦後になると「獲得された
土地」と「解放された土地」の連続性に対して意識的になり，
自覚的に地上と非地上における野生の庭園を結びつけていた
と考えられる．

7. 結 論

以上要するに，ル・コルビュジエの建築制作における「庭
園」は，非地上的なものであると同時に，地上的なものでも
ある．言い換えれば，「獲得された土地」は単に庭園の水平
面を人為的に押し上げることだけを意味するのではなく，土
着的な野生への回帰という主題をも同時に内包している．
そして，ル・コルビュジエが庭園で探求し続けたこの野生
性は場所の様相であり，デザインの造形手法のみに還元する
ことはできない．この野生への回帰的な眼差しは，決してノ
スタルジーではなく，ある意味ではブリコラージュ的な作為
でもあり，自然的環境と人工的環境を交差する建築的感性の
一端を示すものである．

図26　最小限住宅の屋上庭園（初期案）

図27　最小限住宅のピロティ（後期案）

表4　 Le Corbusier & Pierre Jeanneret Œuvres 
completes, vols.8から見る「庭園」の変移
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注
［注1］ 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．
［注2］ ル・コルビュジエの建築作品には，庭園に関する説

明されていないものも多いが，その場合は，図面上
に示されている庭園の呼称を用いて庭園形式の類型
化を行う．

［注3］ Le Corbusier: Le Corbusier & Pierre Jeanneret Œuvres 

complètes, vols.8, Willy Boesiger, ed., Zurich, Les 

Editions d’Architecture Artem, 1964, vol.1, p.89 

（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，
p.82）

［注4］ Ibid., vol.3, p.126, （吉阪隆正訳： p.108）
［注5］ Ibid., vol.1, p.124, （吉阪隆正訳： p.110）
［注6］ Ibid., vol.2, p.116, （吉阪隆正訳： p.114）
［注7］ Ibid., vol.1, p.132, （吉阪隆　正訳： p.118）
［注8］ Le Corbusier： Précisions, Les editions G, 1930, p.44 

（Le Corbusier井田安弘，芝優子訳：『プレシジョン』，
鹿島出版会，1984，p.77）

［注9］ 例外として，サラバイ邸（Villa Sarabhai, 1951）で
は１階居室の前に設けられた半屋外空間を
“terrasse”と説明している．このように，「解放され
た土地（le sol libéré）」の１つとして「テラス」を扱っ
ている作品も認められる．

［注10］ op.cit., vol.2, p.165，（吉阪隆正訳：p.145）
［注11］ Ibid., vol.5, p.54，（吉阪隆正訳：p.52）
［注12］ Ibid., vol.1, p.41，（吉阪隆正訳：p.34）
［注13］ Ibid., vol.1, pp.145-146，（吉阪隆正訳：pp.131-132）
［注14］ Ibid., vol.4, p.105，（吉阪隆正訳：p.103）
［注15］ Ibid., vol.4, p.108，（吉阪隆正訳：pp.106-107）
［注16］ Ibid., vol.7, p.216，（吉阪隆正訳：p.216）
［注17］ Ibid., vol.4, p.140，（吉阪隆正訳：p.138）
［注18］ Ibid., vol.6, p.42，（吉阪隆正訳：p.42）
［注19］ 1930年代以降になるとアーメダバードの美術館

（Musée, 1951）に関して「屋上に出て45余りの水
盤の花園，それぞれ50m2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」（Ibid., 

vol.5, p.158, （吉阪隆正訳：p.154））と説明している
ように，インドなどの設計条件の厳しい敷地におい
て「屋上庭園」に水盤を用いることで，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20］ Ibid., vol.4, p.23，（吉阪隆正訳：p.23）
［注21］ Ibid., vol.1, p.64，（吉阪隆正訳：p.56）
［注22］ Ibid., vol.1, p.87，（吉阪隆正訳：p.79）
［注23］ Ibid., vol.1, p.89，（吉阪隆正訳：p.81）
［注24］ 唯一，ユニテ・ダビタシオン（Unité d’habitation, 

1944）の制作過程に「ロジア」の付加が認められる．
［注25］ Ibid., vol.1, pp.92-103, （吉阪隆正訳： pp.84-95）
［注26］ Ibid., vol.1, p. 145, （吉阪隆正訳： p.131）
［注27］ 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（野生
の状態に放置したもの）を実験して来た」と説明し
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（Ibid., vol.4, p.140，（吉阪隆正訳：p.138）），「屋上
庭園」の構成を大枠として「手入れされた屋上庭園
（toit jardin surveillés）」と「野生のままの屋上庭園
（toit jardin laissé à l’état sauvage）」の2種類に分類
している．「手入れされた屋上庭園」は都市部を中
心として計画され，屋上に彫塑的な形態を配すこと
で，植栽の有無には直接関係しない均整のとれた幾
何学的構成が用いられた．一方，「野生のままの屋
上庭園」は都市部や郊外の両方の敷地を対象として
計画され，繁殖された植栽の構成によって「屋上庭
園」に土地固有の風土を貫入させている．
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