
 
The Spatial Formation and Discourses of Roof Gardens by Kunio Mayekawa  	 TSUKANO Michiya and SENDAI Shoichiro	           

  
 

1932 - 1945 1945 - 1950
独立前後期

平面

戦後第一期
1950 - 1960 1960 - 1986

用途

×植栽 × △ ○

眺望、休息 眺望、休息 眺望、休息 眺望、休息、散策路、
遊戯、屋外ステージ

RC構造 W RC RC

戦後第二期

椅子

戦後第三期

壁据置ベンチ 植栽

前川國男による屋上庭園の空間構成と言説 
 

 
前川國男	 屋上庭園	 空中庭園	 

ル・コルビュジエ	 サヴォワ邸	 ユニテ・ダビタシオン	 

 
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

ための強力な挺子である」注1)と記し、日本近代建築への

必要性を示している。 
そこで本稿では、前川國男の建築作品における屋上庭園

の空間構成と言説の経年的な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。	 

	 

	 

	 

	 

	 

	 

図 1	 学習院大学図書館(1963)の「屋上庭園」 
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、前川建築

設計事務所に保管されている図面資料に加え、前川國男

自身の著作や作品集及び注2)、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。 
まず、一次資料より、前川國男の建築作品に設けられた

屋上庭園を抽出し、既往研究に依拠して 4 期に分類する
[1]。そして、空間構成と言説の経年的な変遷をそれぞれ
分析することで、前川國男の屋上庭園に関する形態と理

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[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]。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. 屋上庭園の空間構成（表 1） 
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3)、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	 屋上庭園の変遷 

 
 
 
 
 
 

 
独立前後期(1932–1945)は、雨水処理を始めとする技術的
な懸念から、RC 造の屋上に均等割のタイルやモルタルを
設けただけの簡素な構成に限定されている。 
一方、戦後第一期(1945–1950)になると、木造の屋上庭園
に曲面壁やピクチャーウィンドウなど作為的な構成要素

を配すようになり、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
が拡大したことで、据え置きのベンチや花壇などを配し、

より公共性を帯びた屋上庭園を試みている。 
さらに、戦後第三期(1960–1986)になると、それまでの抽
象的・幾何学的な平面構成から、即物的な植栽を多用し

た有機的な平面構成へと変遷し、また、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。 
 
３. 屋上庭園に関する言説（表２） 
前川國男自身が記した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注4)。しかしながら、３

つの言説はいずれもル・コルビュジエ(Le Corbusier, 1887-
1965)の「屋上庭園(toit jardin)」に関して述べられたもので
あり、独立前後期(1932‒1945)から戦後二期(1950‒1960)に
かけて断続的に示されている。 
つまり、前川國男は設計活動を通してル・コルビュジエ

の「屋上庭園(toit jardin)」に着眼し続け、ル・コルビュジ
エが「屋上庭園(toit jardin)」に新たな主題を提唱するたび
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に、日本への置換を探究している。そのため、ル・コル

ビュジエが「屋上庭園(toit jardin)」を計画しなくなる戦後
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。 

表 2	 前川國男による屋上庭園に関する言説 
 
 
	 

	 

	 

	 

	 

	 

	 

 
 
 

 
なお、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(toit jardin)」を模倣しているわけではなく、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。 
一方で、戦後第一期(1945‒1950)になると、サヴォワ邸

(Villa Savoye, 1928)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 (Unité 
d'Habitation de Marseille, 1945)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。 
	 

４. 結 
前川國男の建築作品における屋上庭園に関する形態と理

念は、いずれも経年的に変遷し、その相互関係が指摘で

きる。 
独立前後期(1932‒1945)には、ル・コルビュジエの建築語
彙を参照しながらも、屋上庭園の建築的効果を懐疑的に

捉えていたため、積極的な屋上利用は意図されておらず、

非常に簡素な構成の屋上庭園を計画している。 
一方、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
体的な健康の主題に着眼し、サヴォワ邸の構成要素を日

本に置換しようと試みている。事実、この時期に計画さ

れた崖上の改造住宅(1949)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。 
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)」を参照することで、多様な施設を
包摂する公共的な屋上庭園を検討し続けている注5)。 
なお、戦後第三期(1960–1986)になると、ル・コルビュジ
エが「屋上庭園(toit jardin)」を計画しなくなり、また 1965
年にル・コルビュジエが没したことで、前川国男は参照

すべき新たな屋上庭園を見出せなくなる。そのため、前

川国男は自己探求せざるを得なくなり、それまでの抽象

的・幾何学的な平面構成から、即物的な植栽を多用した

有機的な平面構成へと変遷させている。また、段状の構

成によって、他階や地上と継起的に繋がる屋上庭園を計

画している。 
なお、戦後第一期(1945‒1950)から戦後二期(1950‒1960)
にかけての変遷の要因として、求められる建築規模の拡

大や建築類型の多様化も指摘できるが、独立前後期(1932‒
1945)から戦後第一期(1945‒1950)及び戦後二期(1950‒1960)
から戦後第三期(1960–1986)にかけての変遷に関しては、
建築規模や建築類型は、大きくは変化していない。 
以上要するに、前川國男の建築作品における屋上庭園の

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、前川の独自性を

加えることで、西欧の屋上庭園を日本の建築語彙の１つ

として読み替えている。	 
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表 1,2: 筆者作成	  

図 1: 『建築』1964.1,ｐ.93 
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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) 前川國男作品集刊行会企画:『前川國男作品集 建築の方法』美術出版社, 1990  

3) 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.  

4) 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』

（美術出版社, 2006, pp.273-276）のリストに依拠する。  

5) 晴海高層アパート(1958)を典型として、前川國男は度々ユニテ・ダビタシオンの「屋

上庭園」を日本へ置換しようと試みているが、建築主である国や公共機関の反対によ

り、実際には多様な共同施設を包摂する屋上庭園を実現できていない。(前川國男, 浜

口隆一, 池辺陽:「婦人の解放と住宅問題」『婦人公論』1948.12, pp.42-48) 

時期 言説 記述対象

1932 ‒ 1945

（独立前後期）

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

ル・コルビュジエの「屋

上庭園（空中園）」

1945 ‒ 1950

（戦後第一期）

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

サヴォワ邸の「屋上庭

園（空中庭園）」

1950 - 1960

（戦後第二期）

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

ユニテ・ダビタシオン

の「屋上庭園」

1960 ‒ 1986

（戦後第三期）
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