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１.	 序	

１.１.	 目的	

エスプラナード (esplanade)とは、前川國男
(1905-1986)が用いた屋外空間に関する呼称の１つ
であり、カルーゼル広場(Place du Carrousel)を訪れ
た際に受容した空間構成を、日本の公共建築に応用

したものである注1)。なお、前川國男は自身の言説の

中で、埼玉会館(1966)のエスプラナードが契機となり、
以降の作品における外部空間の重要性が高められた

と述べている注2)。そのため、前川國男の建築作品に

おけるエスプラナードは、重要な設計手法の１つで

あると認められる。 
ただし、実現されたエスプラナードが３作品と少な

いことから、通時的に分析した既往研究はなく、ま

た、エスプラナードに関する分析も、概ね埼玉会館

(1966)のみを対象としている。 
そこで本稿は、未実現の計画案を含めた全てのエス

プラナードを対象とし、カルーゼル広場との異同を

分析することで、前川國男の設計手法の一端を明ら

かにする。 
１.２.	 研究方法	

まず、カルーゼル広場に関して、前川國男自身の言

説から着眼点を明らかにする。次に、前川國男の建

築作品におけるエスプラナードを対象とし、カルー

ゼル広場に対する前川國男の解釈との異同を分析す

る。加えて、５つのエスプラナードを比較すること

で、通時的な変遷を明らかにする。 
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[1-3]。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[4,5]。これらに対して本稿は、前川
國男の建築制作におけるエスプラナードに焦点を当

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。 
また、宮内嘉久や富永譲、井上章一はル・コルビュ

ジエが提唱した建築的プロムナードとの差異を指摘

することで、前川國男のエスプラナードを定義付け

ているが[6-8]、いずれも埼玉会館(1966)のエスプラ
ナードのみを対象とした一義的な定義である。それ

らに対し本稿は、前川國男が生前に計画した全ての

エスプラナードを研究対象とし、カルーゼル広場を

如何に応用・展開したのかを明らかにする。 
 
２. カルーゼル広場からの受容	
前川國男は、宮内嘉久との対談の中でエスプラナー

ドの出自を尋ねられた際、カルーゼル広場(Place du 
Carrousel)であると答えている注 1)。 
前川國男は、ル・コルビュジエがこのカルーゼル広

場に関して繰り返し述べた「何となく囲まれていて、

自分がこうプロテクトされている感じをもつ」とい

う言葉に感銘を受け、複数の建築棟によって囲われ

た中庭的空間に着眼を置くようになる。加えて、宮

内嘉久の「建物の内側の中庭的な概念でもない？」

という問いかけに対し、「ない。外に面してもいい」

とも述べているように、ウイングの無い北西側に広

がるテュイルリー庭園との連続性や、ウイングによ

って断絶することのない周辺の都市環境との関係性

にも着目し、同時に、多方向からの人々の流入に関

心を寄せている。 
さらに、前川國男は「物があるんだけどその物を感

じさせない」とも記している。記述の中では、「物」 
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が何を意味しているのかまでは明確にされていない

が、おそらく、庭園の中心にあるカルーゼル凱旋門

(Arc de Triomphe du Carrousel)や、周りを囲むルー
ブル宮殿、もしくはウイングの外側に密集する周囲

の建物などを示していると推測できる。つまり、前

川國男は庭園に配された事物の形態要素には着目せ

ず、あくまでも庭園と都市の関連性に着目している。 
 

 
 
 
 
 
 

Fig.1	 Place	du	Carrousel	

 
３. 前川國男の建築作品におけるエスプラナード	
３.１. 埼玉会館(1966)	
埼玉会館(1966)はカルーゼル広場と同様に市街地
の計画であり、浦和駅と埼玉県庁を結ぶ市の中心街

に位置している。また、東側に駅前商店街遊歩道が

近接していることで、周囲には大小様々な建築が密

集している。このような敷地において、前川國男は

計画建物と隣地の既存図書館によってエスプラナー

ドを囲む配置計画とし、ベンチや植栽を多数配すこ

とで、市民の自由な利用を促している。 
また、カルーゼル広場と同様に、多方向からの人々

の流入を可能とするべく、南・東側の通りに向けて

アプローチを配し、加えて、自動車動線と歩行動線

を明確に分離することで、エスプラナードを都市に

おける結び目としている。 
一方、カルーゼル広場と大きく異なる点として、埼

玉会館のエスプラナードには、敷地の土地形状に併

せて高低差のある構成が用いられている。複数の屋

外空間は緩やかな階段で繋がり、階段を介すごとに

屈曲する動線によって、エスプラナードを周辺都市

の延長とし、両者を視覚的に結びつけている。ただ

し、沢田隆夫が指摘しているように注3)、エスプラナ

ードと室内居室との視覚的な連続性は主題とされて

おらず、エスプラナードを屋外で完結する散策路と

して用いている。 

 
 
 
 
 

 
 
Photo1	Esplanade	of	Saitama	Kaikan	(1966)	

 
３.２. 東京海上ビルディング計画案(1966)	
東京海上ビルディングの計画は、美観論争を経たこ

とで、設計から竣工までの期間が 10年と例外的に長
い。そのため、前川國男は 1974年の竣工に先立って、
1966年にエスプラナードを含む計画案を建築専門誌
に発表している注4)。 
東京海上ビルディング計画案(1966)の敷地は皇居
外苑に近接し、道路を挟んだ敷地の３方を高層建築

が囲っている。カルーゼル広場と同様の建築密集地

において、前川國男は計画建築を皇居側に寄せるこ

とで、エスプラナードを私的な中庭としてではなく、

都民が自由に利用できる公共の中庭として計画して

いる。これは、採光・通風・眺望・防災・避難とい

ったエスプラナードの建築的効果を、東京海上ビル

ディングだけではなく、周囲の建築にも提供するた

めであり、同時に、交通の変化に対応し得る配置計

画として用いられている。 
なお、東京海上ビルディングのエスプラナードは、

カルーゼル広場とは異なり、鉛直移動を伴う立体的

な散策庭園として計画されている。それは、地上の

接道からのアプローチだけではなく、将来敷設され

る地下路からの接続が求められたためであり、前川

國男は登段・降段それぞれを屈曲させることで、多

方向からの多様なアプローチを可能としている。 
 

 
 
 
 

 
 
Photo2	Esplanade	of	Tokio	Marine	Building	(1966)	
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３.３. ポンピドゥー・センター計画案(1971)	
ポンピドゥー・センター計画案(1971)は、1971 年
にパリで行われた The Beaubourg Centre国際競技
設計に提出した際の応募案であり、前川建築設計事

務所には、提出資料を複製した２枚の図面が保管さ

れている。なお、選考で他の案が選出されたため、

前川國男の案は実現していない。 
ポンピドゥー・センターはカルーゼル広場と同様に

建築が密集する市街地の計画であり、ボブール地区

の東端に位置している。このような敷地において、

前川國男は、美術館棟と図書館棟を南北に並列配置

し、その間にエスプラナードを設けている注5)。 
一方、前川國男は分棟配置と要求された容積確保を

同時に満たすため、エスプラナードを地上階の上部

に設け、カルーゼル広場よりも、より立体的な散策

動線としている。加えて、階段を南北方向に配すこ

とで、あえて散策動線を屈曲させ、エスプラナード

から周辺都市へ向けた視覚的な連続性を創出してい

る。 
 
 
 
 
 
 

 
Fig.2	Esplanade	of	Pompidou	Centre	(1971) 

 
３.４. 東京都美術館(1975)	
東京都美術館(1975)は、旧東京都美術館(1926)の老
朽化及び展示面積不足を要因とした建替計画であり、

都市公園である上野恩賜公園内の敷地に計画されて

いる。このような敷地において、前川國男は分棟配

置の美術館によってエスプラナードを囲み、エスプ

ラナードを建築の中心に位置付けている。 
なお、建築密集地に位置するカルーゼル広場とは周

辺の都市環境が大きく異なるものの、カルーゼル広

場とテュイルリー庭園との関係性と同様に、隣接す

る上野恩賜公園内との連続性が主題とされている注6)。

前川國男は、エスプラナードのアプローチ動線を上

野恩賜公園内の複数の歩行動線に向けて配すととも

に、敷地内の既存樹木を極力残すことで、公園内の

環境を敷地内に引き込み、公園とエスプラナードと

を流動的に繋げようと試みる注7)。ただし、厳しい設

計条件のためにエントランスは地下階に設けられ、

カルーゼル広場には見られない鉛直移動が付加され

ている。 
さらに、カルーゼル広場とは異なる主題として、屋

内外の視覚的な連続性にも着眼が置かれている。前

川國男は、内部展示場とエスプラナードを隔てる壁

面を全面ガラスとすることで、相互の様子がうかが

える計画とし、またホールとエスプラナードの仕上

げを統一することで、内外の視覚的な分断の少ない、

一体的な空間を作り出している。 
 

 

 

 

 

 

 
Photo3	Esplanade	of	Tokyo	Metropolitan	Art	Museum	

(1975)	

 
３.５. 福岡市美術館(1979)	
福岡市美術館(1979)の敷地は都市公園である大濠
公園の一角に位置している。前川國男は、高さの異

なる複数の建築棟によってエスプラナードを囲み、

また、北側と南側の双方に来館者のアプローチを配

すことで、エスプラナードを大濠公園内から繋がる

１つの散策路として計画している。 
福岡市美術館のエスプラナードは、前述した東京都

美術館やカルーゼル広場と同様、隣接する都市公園

との繋がりに着眼が置かれ、大濠公園へ向けた視覚

的な連続性が主題とされている注8)。ただし、地盤面

下 60cm〜1mという高い地下水位にもかかわらず、
甚大な床面積が求められたために、エスプラナード

は屈曲しながら緩やかに登段する構成で計画され、

同時に、南側の庭園とエントランスホールを介して

視覚的・動線的に結びつけることで、屋内外を問わ

ず多様につながる散策動線を作り上げている。 
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Photo4	Esplanade	of	Fukuoka	Art	Museum(1979) 
	

４. 結	
前川國男の建築作品におけるエスプラナードは、カ

ルーゼル広場に対する前川國男の解釈と同様に、い

ずれも囲われながらも周囲の環境と関連する配置構

成が用いられている。加えて、前川國男はエスプラ

ナードに水平・鉛直方向に雁行する散策動線を付加

し、眺望が多様に変化する立体的な公共広場として

応用している。 
なお、前川國男のエスプラナードは、東京都美術館

(1975)を境に大きく変遷する。1960 年代のエスプラ
ナードは、市街地における建築の密集化に対する解

決策として設けられ、不特定多数の市民が自由に利

用可能な公開空地として用いられている。そのため、

エスプラナードは計画建物と近隣建物によって取り

囲まれ、主に屋外で完結する散策路として計画され

ている。一方、都市公園内に計画された晩年のエス

プラナードは、分棟配置された計画建物によって囲

まれ、緑豊かな周辺環境から建築内部までを視覚

的・動線的に結びつけている。 
言い換えるのであれば、前川國男のエスプラナード

は、周囲の歩行動線や環境を取り込むことが主題と

されているが故に、敷地周辺の環境に大きく依拠せ

ざるを得ない。前川國男は、敷地毎に登段・降段の

構成を多様に展開することで、カルーゼル広場の空

間構成を日本へと置換し、高度経済成長期以降の日

本に、新たな公共性・社会性を創出している。 
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