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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」

を数多く計画し、建築における普遍的原理を探究し

続けている。しかしながら、「屋上庭園」に関する記

述は３つに限られ、必ずしも多いとは言えない（表 1）。

少ない手がかりを詳細に分析するため、本稿では、

前川國男の「屋上庭園」に関する言説の経年的な変

遷を考察することで、前川國男の建築手法の一端を

明らかにする。 

なお、様式的な定義は曖昧であるものの、「屋上庭

園」とは「建築に付随する外部空間」である地上の

庭園を建築の最上部に移し替えたものであり[1]、日

本においては明治以降に形式化された手法である[2]。

そのため本稿では、前川國男の言説の中で、日常的

な利用を目的として計画された屋上の外部空間に言

及しているものを対象として分析を行う。 
１.２.	 研究方法	 

前川國男の建築作品に関する一次資料として、前川

國男自身が作品集や新聞、専門誌などに発表した著

作を用いる注1)。一次資料より、前川國男が「屋上庭

園」に関して言及した言説を抽出し、既往研究に依

拠して 4 期に分類する[3]。また、記述内容の経年的
な変遷を分析することで、前川國男の「屋上庭園」

に関する理念がいかに変遷されたのかを明らかにす

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[4-11]。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[12,13]。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

る論証であり、「屋上庭園」に関してはほとんど言及

されていない。また、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[14]、弘前市内の作品に限定した現存状
況と自然との関係性の分析が主であり、前川國男の

言説には言及していない。 
 

表 1	 前川國男による「屋上庭園」に関する言説 

	 

	 

	 

	 

	 

	 

	 

	 

	 

	 

	 

	 

	 

	 

	 

２.	 「屋上庭園」に関する言説	 

２.１.	 1932	 ‒	 1945（独立前後期）	 

前川國男は、経済性や効率を重視する現代社会にお

いて、自然からの離反こそが最大の不幸であるとし

て注2)、ル・コルビュジエ(Le Corbusier, 1887-1965)が
自然環境を獲得する手法として提唱した「屋上庭園

（空中園）」に言及しながら、問題を提起している。 

 

前川國男の「屋上庭園」に関する言説の変遷 
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「まことに都会の子供たちはもはや“鳥の歌声も聞

き分けず、野を走る獣の習性も知らず、嵐と雷の響

きも聞き分けず、空行く雲の意味すらも弁えない”

のである。恐らく“鳥の歌声”をとどむるにすら由

なきコルビュジエ描くところの“空中園”のささや

かな夢さえも一片の反古となり終わる今日、われら

は一体何に希望をつなぎ、どこに明日の国土の意匠

を試みんとするのであるか。待望さるるは新しき秩

序であり、新しき精神である」注3) 

 
つまり、前川國男は都市の近代化に自然環境の付加

が必要不可欠であるとしながらも、ル・コルビュジ

エの「屋上庭園(toit jardin)」では不十分だとして、「屋

上庭園」を懐疑的・否定的に捉えている。 

２.２.	 1945	 ‒	 1950（戦後第一期）	 

前川國男はル・コルビュジエが計画したサヴォワ邸

(Villa Savoye, 1928)の「屋上庭園 (toit jardin, jardin 

suspendu)」の素描を『婦人公論』に掲載し(図 1)、次
の記述を添えている。 

 
「“住むための機械”は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強力な挺子である」注4） 

 

 
 
 
 
 
 

 
図 1	 前川國男によるサヴォワ邸 

(Villa Savoye, 1928)の模写 

 
この素描は、『ル・コルビュジエ全集 第２巻』注5)

に掲載された写真と構図が近似し（図 2）、また家具

配置も写真と類似するため、『ル・コルビュジエ全集』

の掲載写真を模写したものと推測できる。前川國男

は近代における精神的・身体的な健康を得るための

手法として、「住むための機械(machines à habiter)」の

一端である「屋上庭園(toit jardin, jardin suspendu)」に

着目し、建築的効果を肯定的に捉えている注6）。 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
図 2	 サヴォワ邸の「屋上庭園・空中庭園(toit jardn, 

jardin suspend)」 
 

２.３.	 1950	 -	 1960（戦後第二期）	 

前川國男はル・コルビュジエが設計したユニテ・ダ

ビタシオン(Unité d'Habitation de Marseille, 1945)の「屋

上庭園」の概略図を『新制建築計画』に掲載し(図 3)、
次のように記している。 

 
「わが国の現状は避難通路以外にはあまり利用さ

れていないが、高層になると、屋上は地面に代わる

ものとして積極的に共同施設の場所として利用され

るべきである」注7） 

 
 
 
 
 
 
 
図３	 前川國男によるユニテ・ダビタシオン(Unité 

d'Habitation de Marseille, 1945)の概略図	  

 

つまり、前川國男はル・コルビュジエが計画した多

様な共同施設を包摂する「屋上庭園(toit jardin)」を肯
定的に受容し、共同住宅の「屋上庭園」による生活

の組織化や住宅の組織化を探究している注8）。 

なお、この概略図には数字で凡例が示され、ユニ

テ・ダビタシオンの「屋上庭園(toit jardin)」に計画さ

れた共同施設の内、「体育館」、「サン・テラス」、「カ
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フェ・テリア」「子供の遊び場」に着眼している。な

お、本来は「託児所(Garderie d’enfants)」である施設

を「カフェ・テリア」と誤記しているため、前川國

男は『ル・コルビュジエ全集 第 4巻』に掲載された

模型写真や図面資料を参照にしながら、この概略図

を素描したと推測できる注9）（図 4）。 

 
 
 
 
 
 
図４	 『ル・コルビュジエ全集 第 4巻』に掲載され

た、ユニテ・ダビタシオンの模型写真	  
 

２.４.	 1960	 -	 1986（戦後第三期）	 

前川國男は、この時期には「屋上庭園」に関する言

説を残していない。おそらく、ル・コルビュジエが

亡くなったことで、参照すべき新たな「屋上庭園」

を見出せなかったことが理由の一つだと推測出来る。 
 
３.	 結 
以上要するに、前川國男はル・コルビュジの計画す

る「屋上庭園(toit jardin)」に着眼し続け、ル・コルビ
ュジが「屋上庭園」に新たな主題を提唱するたびに、

日本への置換を探究している注10」。そのため、ル・コ

ルビュジエが亡くなる戦後第三期(1960-1986)以降に

は、「屋上庭園」に関する言説を残していない。 

しかしながら、前川國男は必ずしも妄信的にル・コ

ルビュジエの「屋上庭園」を模倣しておらず、捉え

方に経年的な変遷が指摘できる。 

独立前後期(1932‒1945)には、「屋上庭園」の建築的

効果を懐疑し、ル・コルビュジエの「屋上庭園(toit 

jardin)」を否定的に捉えている注11)。一方で、戦後第

一期(1945‒1950)になると、サヴォワ邸の「屋上庭園

(toit jardin jardin suspend)」における精神的・肉体的な
健康の主題を参照し、また、戦後二期(1950‒1960)に

はユニテ・ダビタシオンの「屋上庭園(toit jardin)」に

おける共同生活の主題を参照することで、「屋上庭園」

による建築的効果を肯定的に捉えている。 

つまり、前川國男の「屋上庭園」に関する言説の変

遷は、ル・コルビュジエの「屋上庭園(toit jardin)」に

対する否定から肯定への変遷過程であり、前川國男

は近代建築語彙の１つとしてル・コルビュジエの「屋

上庭園(toit jardin)」を日本に享受しようと試みている。 
 
４.	 今後の課題 
今後の研究として、前川國男の建築作品における

「屋上庭園」の空間構成を分析し、理念と形態との

相互関係を考察することで、ル・コルビュジエやア

ントニン・レーモンドを始めとする西欧からの受容

形態や、経年的な変遷の要因を明らかにする必要が

ある。 

 
 
図版出典 
表 1: 筆者作成 

図 1: 前川國男:「明日の住宅」『婦人公論』1947.10, p.8 

図 2: Le Corbusier, Willy Boesiger, ed.,: Le Corbusier & Pierre 

Jeanneret Œuvres complètes, vol.2, Les Editions 

d’Architecture Artem, Zurich, 1964, p.23 

図 3: 前川國男, 平山嵩:『建築計画』オーム社、1957.4, p.118 

図 4: op.cit.,: Le Corbusier & Pierre Jeanneret Œuvres  

  completes, vol.4, p.185 
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注釈	 

1) 前川國男建築設計事務所及び前川建築設計事務所、MID

同人の名で作品を発表する際の言説は、前川國男自身が

記述することはなく、常に作品の筆頭担当者に書かせて

いる。そのため、これらは前川國男の直接的な言説とは

認められない。著作が前川國男自身によるものであると

いう是非の判断は、『建築家前川國男の仕事』（生誕 100

年前川國男建築展実行委員会:美術出版社, 2006, 

pp.273-276）のリストに依拠する。 

2) 前川國男:「埋もれた伽藍」『建築の前夜』, 而立書房, 1996, 

p.74 

3) Ibid., 前川國男:「埋もれた伽藍」, pp.74-75 

4) 前川國男:「明日の住宅」,『婦人公論』1947.10, p.8 

5) Le Corbusier, Willy Boesiger, ed.,: Le Corbusier&Pierre 

Jeanneret Œuvres complètes, vol.2, Les Editions 

d’Architecture Artem, Zurich, 1964, pp.23-31 

6) 事実、この時期に計画された崖上の改造住宅(1949)の

「屋上庭園」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、サヴォワ邸の「屋上庭園」と同

様の構成要素が散見できる。 

7) 前川國男:『新制建築計画』1957, pp.117-118  

 

 

 

 
8) 前川國男は、これからの共同住宅のあり方として、「共

同の生活組織」と「住宅の組織」が必要だと述べている。

なお、日本の近代建築において、国家や公共機関が建設

する共同住宅では新しい生活様式の提案は受け入れられ

ず、また経済的な理由から実現できていないとして、前

川國男は実際には「屋上庭園」に共同施設を計画してい

ない。(前川國男, 浜口隆一, 池辺陽:「婦人の解放と住宅

問題̶̶̶̶家事労働を中心として̶̶̶̶」『婦人公論』1948.12, 

pp.42-48) 

9) ユニテ・ダビタシオンの模型写真の注釈には、「屋上庭

園(toit jardin)」に café terrasseがあることが示されている

ものの、明確な位置は示されていない。 

10) 一方で、同じく事務所設立以前に支持していたアント

ニン・レーモンド(Antonin Raymond, 1888-1976)の「屋上

庭園(roof garden)」に関しては概ね言及していない。 

11)事実、宮内嘉久との対談の中で「前川國男:やっぱり日

本の建築はヨーロッパのようにはゆかないなということ

を痛感したんですね。つまりコルビュジエの一枚看板で

“自由な平面”であるとか“自由なファサード”とかい

う、つまりカンチレバーで出ているファサードもプラン

も自由なんだと。宮内嘉久:“近代建築の五原則”になっ

ている横長の窓のファサードですね。前川國男:あの通り

できないわけ」(前川國男, 宮内嘉久:『続・現代建築の再

構築』彰国社, 1978, p.59)と記しているように、「新しい建

築の５つの要点(les 5 points d'une architecture nouvelle, 

1929)」(Le Corbusier, Willy Boesiger, ed.,: Le 

Corbusier&Pierre Jeanneret Œuvres complètes, vol.1, Les 

Editions d’Architecture Artem, Zurich, 1930, pp.128-129)の

必要性を示しながらも、「自由な平面(plan libre)」や「自

由なファサード(façade libre)」、「横長窓(fenêtre en 

longueur)」のみに着眼し、「屋上庭園(toit jardin)」に関し

ては全く言及していない。 
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