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前川國男の建築作品における「屋上庭園」の変遷 
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１. 序 
１.１. 目的 
前川國男(1905-1986)は設計活動を通して「屋上庭園」を
計画し、建築における普遍的原理を模索し続けている。

また、「屋上庭園」に関して「あなた方の心情と肉體とを、

すこやかにはぐくみ育てるに相違ない。それは結局人間

性の牟封建的な性格から、眞に近代的な性格へ劃期的な

飛躍のための强力な挺子である」注1)と記し、日本近代建

築における「屋上庭園」の必要性を示している。 
そこで本稿では、建築家前川國男の建築作品における

「屋上庭園」の変遷を分析することで、前川國男の建築

手法の一端を明らかにすることを目的とする。 
１.２. 研究の方法 
前川國男の建築作品に設けられた「屋上庭園」を、既往

研究に依拠して 4 期に分類し[1]、経年的な変遷を考察す
ることで、前川國男の「屋上庭園」がいかに形成された

のかを明らかにする。 
なお、前川國男の建築作品に関する一次資料として、前

川建築設計事務所に保管されている図面資料に加え注2)、

前川國男自身の著作や作品集及び注3)、前川國男建築設計

事務所・MID 同人・前川建築設計事務所の名で建築専門
誌に発表された資料を用いる。 
１.３. 既往研究 
前川國男の建築作品に着目し、建築手法の特徴を分析し

た研究は数多い[2-4]。また、前川國男の建築作品におけ
る伝統と近代の葛藤、調和を問題提起しているものがあ

る[5,6]。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の一端を分析し

ている。 
 
２. 前川國男の建築作品における「屋上庭園」 
前川建築設計事務所が主要建築作品としている 126 作品
中注4)、屋上に庭園が確認できるものは 38 作品あり、その
うちの 10 作品に「屋上庭園」の呼称が用いられている。
なお、「屋上園」や「日光浴場」など「屋上庭園」に類似

する呼称が用いられているものは 10 作品、屋上に庭園の
用途が意図されているにも関わらず呼称の示されていな

い作品が 18作品ある(表 1)。 
 
 
 

表 1	 前川國男の建築作品における「屋上庭園」 
（資料が現存しない作品は網掛け表示） 
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２.１. 1932 – 1945（独立前後期） 
前川國男は RC 造や組積造、木造など多様な躯体構造を
用いているが、そのうち RC 造で造られた木村産業研究所
(1932)と明治製菓銀座売店(1931)のみに「屋上庭園」を計
画している。「屋上庭園」は屋上利用の自由度を高めるた

めに簡素な平面構成で計画され注5)、均等割されたタイル

で仕上げられている。 
また、木村産業研究所(1932)の「屋上庭園」に関して
「北は大屋根の上が岩木山の展望台になった。講堂は人

が集い賑わい屋上テラスにはテーブルがだされる」注6)と

記しているように、「屋上庭園」からの眺望や休息が主題

とされ、利用目的に応じて可動の家具を使用している。 
２.２. 1945 – 1950（戦後第一期） 
崖上の改造住宅(1949)を典型として、前川國男は第二次
世界大戦の戦後復興に伴う資材不足を補うべく、木造の

「屋上庭園」による近代建築手法を模索している注7)。 
また、前川國男はサヴォワ邸(Le Corbusier: Villa Savoye, 

1928)に計画された「屋上庭園」を参照することで、日本
建築の近代化における「屋上庭園」の必要性を示してい

る注8)。事実、崖上の改造住宅には、プロムナードを介し

て訪れる構成や曲面の壁体、ピクチャーウィンドウ、「ソ

ラリウム(solarium)」の呼称など、サヴォワ邸と同様の構
成要素が散見できる（図 1）。 

 
 

 
 
 
 
 
 

図 1	 崖上の改造住宅(1949)の屋上庭園 
 

２.３. 1950 - 1960（戦後第二期） 
求められる建築規模が拡大したことを要因として、前川

國男は RC 造や SRC 造による「屋上庭園」を多数計画し
ている（図 2）。 

 
 
 
 
 
 
 
 

図 2	 学習院大学(1960)の屋上庭園 
 

これらの「屋上庭園」は、前川國男が神奈川県立図書

館・音楽堂(1954)の「屋上庭園」に関して「音樂ホールの
南側、ホワイエの屋根は屋上庭園をなし、こゝは前面廣

場を超えて、東南方に廣い視界をもち、遥かに市街地や、

港の灯を眺める事が出来る」注9)と記しているように、眺

望や休息が主題とされている。 
なお、「屋上庭園」に植栽は概ね用いられておらず、矩

形の花壇が少数配されているのみである（図 3）。このこ
とに関して、前川國男は次のように記し、植栽の扱いに

関する西欧と日本との差異を示している。 
「西欧の‘自然’は常に人間の外部に在る客観的な自

然として神によって人間に奉仕するために創られたもの

であった。科学も技術も都市も、こうした彼らの自然観

を基盤として築かれた。しかし、われわれの‘自然’は

深くその汎神論的基盤に支えられて、人間は‘自然’に

対する他物ではなく最初から包摂して考えられてきた」注

10)  
つまり、前川國男は近代建築が均質化することによっ

て自然と乖離してしまうことを危惧しながらも[7-9]、日
本人にとって自然性の付加とは必ずしも植栽の直接的な

付加には直結しないとし、むしろ人間に内在する自然性

を意識させようとしている注11)。 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

図 3	 学習院大学図書館(1963)の屋上庭園 
 

２.４. 1960 – 1986（戦後第三期） 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

図 4	 国立国会図館新館(1986)の屋上庭園 
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国立国会図書館新館(1986)や山梨県立美術館(1978)に典
型が認められるように(図 4)、建築作品に公共建築が増加
すると、前川國男は「屋上庭園」に植栽や砂利などの自

然素材を多用するようになる。随所に配された花壇は立

ち上がりなく有機的な形態で計画され、波紋が表現され

た床のタイルパターンを伴って、「屋上庭園」は流動的な

空間として措定されている。 
また、前川國男は埼玉会館(1966)の「屋上庭園」に関し
て、「建物の外の空間は、単なる残部空間ではなく建物と

地域を結びつける重要な要素である<中略>地域住民の生
活の中に溶けこみ、住民は気がるに建物に出入りし、そ

こでの住民相互の接触を通して、徐々にではあるが市民

としての意識を自覚し、建物全体が市民のものとして意

識されるようになる」注12)と記している。これは、岡山美

術館(1963)に始まる「一筆書き」の手法であり、段状の
「屋上庭園」によって空間相互をゆるやかに連関させ、

「屋上庭園」とその他の空間とを継起的に結びつけてい

る注13)。 
さらに、藤枝市立図書館(1979)に関して、「屋上の広場で
弁当を広げる家族連れ、山の上で遊び飽きた子供達、散

歩を楽しむ老人」注14 )と記しているように、前川國男は

「屋上庭園」に眺望や休息のほか、散策路や遊戯、屋外

ステージなど、多様な用途を包含させている（図 5）。 
	 

	 

	 

	 

	 

	 

	 

	 

	 

	 

図 5	 藤枝市立図書館(1979)の屋上庭園 
	 

３. 結 
前川國男の建築作品における「屋上庭園」の変遷に関し

て、下記のことを明らかにした(表 2)。 
独立前後期(1932–1945)は雨水処理の技術的な懸念から、

RC 造による簡素な構成の「屋上庭園」に限定されている
が、戦後第一期(1945–1950)になると、第二次世界大戦の
戦後復興に伴う資材不足によって RC 造の使用が困難とな
り、消極的理由から木造の「屋上庭園」による新たな近

代建築手法を模索している。また、戦後第二期 (1950-
1960)には、求められる建築規模が拡大したことを要因と
して、RC 造を再び用いることで、より大規模の「屋上庭
園」を試みている。さらに、戦後第三期(1960–1986)にな

ると公共建築が増加したことで、それまでの幾何学的な

平面構成から植栽を多用した有機的な構成へと変遷し、

段状の空間構成を伴うことによって、多様な空間利用を

可能としている。 
 

表 2	 「屋上庭園」の変遷 
 
 
 
 
 
 
 

 
つまり、前川國男は技術的に懸念の残る独立前後期

(1932–1945)や資材が不足する戦後第一期(1945–1950)にお
いても「屋上庭園」を計画し続け、段階的に「屋上庭園」

を変遷させている。なお、戦後第二期(1950-1960)以前は
内在する自然性を想起させようとしていたのに対し、戦

後第三期(1960–1986)にはより即物的な自然を「屋上庭園」
に求めているが注15)、それは、同時期に日本近代の庭師が

地上の庭園を抽象主義的庭園から、自然主義的庭園へと

変遷したことにも呼応し、「屋上庭園」を自然主義的な庭

園として計画することで、地上の庭園や周辺環境への継

起的な連続性を意識させていると推測できる。 
 
４. 今後の課題 
前川國男(1905-1986)の建築作品には、ル・コルビュジエ

(Le Corbusier, 1887-1965)の手法や理念がしばしば影響とし
て作品に表れ [10,11]、また、前川國男自身も設計活動を
通してル・コルビュジエの影響下にあると言及している

[12]。さらに、前川國男とル・コルビュジエはいずれも、
近代建築語彙の１つである「屋上庭園(toit jardin)」を用い
ることで、建築における普遍的原理を模索し続けている

ことから、前川國男の「屋上庭園」にはル・コルビュジ

エからの受容が表れていると推測できる。 
そのため、ル・コルビュジエの建築作品における「屋上

庭園」との比較を行うことで、前川國男がいかにル・コ

ルビュジエの「屋上庭園」を受容しているのかを明らか

にする必要がある。 
 
図版出典 
表 1: 筆者作成 
表 2: 筆者作成 
図 1:『新建築』新建築社, 1949.10, p.324 
図 2:『近代建築』1960.10, p.68 
図 3:『建築』1964.1,ｐ.93 
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図 4:『日経アーキテクチュア』, 1986.10-20, p.190 
図 5:『新建築』新建築社, 1979.7, ｐ.160 
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注釈 

1) 前川國男:「明日の住宅」,『婦人公論』1947.10, p.8 

2) 前川建築設計事務所にマイクロフィルムで保存されて

いる図面資料を用いている。なお、図面資料が残され

ておらず分析不可能な作品に関しては、表 1に網掛け

にて示す。 

3) 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 及び、 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 

4) 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.287-292. 森永キャンデ

ィーストアー群のように同名称で複数の計画があるも

の、もしくは同一敷地内の増改築は１作品として集計 

 

 

 

 

 
している。なお、国際文化会館(1955)に関しては、坂倉

準三(1901-1969)及び吉村順三(1908-1997)との共同設計

であり、坂倉準三・吉村順三が全体デザインを、前川

國男が両者の調整及びディテールや仕様のデザインを

担当している(内田祥士:『再読／日本のモダンアーキテ

クチャー』,彰国社, 1997, pp.86-94)。そのため、「屋上庭

園」が前川國男の意向とは必ずしも言い難い。 

5) 「屋上園:ノーマルな形は如何なる途にも融通自在たら

ん」(前川國男:『明治製菓銀座賣店競技設計図集』共洋

社, 1931, p.2) 

6) 『住宅特集』06-1,p.56 

7) 前川國男は崖上の改造住宅(1949)の「屋上庭園」に関

して、「“崖上の改造住宅”は生活の新様式探求に對す

る一つの典型を示すものである」(『新建築』新建築社, 

1947.10, p.341)と記している。 

8) 前川國男は『ル・コルビュジエ全集』に掲載されたサ

ヴォワ邸(Le Corbusier: Villa Savoye, 1928)の「屋上庭園」

を複写した素描を『婦人公論』に掲載している。 

9) 田中誠:『新建築』新建築社, 1953-3, p.15 

10) 前川國男:「超高層ビルの意味」,『建築の前夜』, 而

立書房, 1996, p.247 

11) 前川國男:「覚え書」『建築の前夜』, 而立書房, 1942, 

pp.87-105 

12) 中田準一:『建築』1966-7, p.99-100 

13) 藤枝市立図書館(1979)に関して「与えられた敷地の半

分近くが、迫り出した裾に建物を掘り込むことでまと

まった平面を得て、その結果として屋上と岡出山公園

をつなげ、屋上を公園の一部として解放すると同時に

公園を図書館へのアプローチとして取り込むという方

法であった」(大宇根弘司:『建築画報』1979.11, p.44)と

示されているように、地上から直接階段で繋がる「屋

上庭園」は、さらに上部の公園とも接続し、地域の散

策路として様相を強めている。 

14) 角田憲一:『近代建築』1979.7, p.48 

15) 前川國男が晩年に度々記している近代建築への自己批

判は、建築が均質化することによって自然性への配慮

が希薄になってしまうことへの危惧であり[7-9]、危惧

しながらも「捨てられない合理主義」の中で抗いなが

ら建築を行い続ける前川國男にとって、その抗いが顕

著に表れたのが屋上庭園なのだとも推測出来る。 
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