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名前 

松本 綾乃 

久光 香 

 

研究テーマ 

ルコルビュジエのヴォワザン計画（1925 年）と 

21 世紀パリの住宅事情 

 

目的地 

国 名          地域・都市名 

フランス パリ、ポアッシー、ロンシャン 

 

研究旅行の目的 

ル・コルビュジエが 1925 年のパリ・アールデコ展に発表した未来都市計画（スポンサーの

自動車メーカーの名前をとって）「ヴォワザン計画」と現在のパリの都市空間を比較すること

で、結局は実現することのなかったヴォワザン計画のメリットやデメリットを、実際にパリ

の街や建築物を観察しながら具体的に考察する。 

期待される成果 

ル・コルビュジエのヴォワザン計画の地図を片手に、21 世紀のパリを自分たちの足で歩く

ことで、住宅事情をはじめ、交通状態、都市景観、環境対策などの都市としての現状や問題

点を実感し、テキストや地図だけでは理解できない経験をする。また、ル・コルビュジエの

建築物を３次元的に体感することで新たな発見、今までに無かった考え方、別の興味や課題

が発生する。なによりも一年間フランス語で学んできたル・コルビュジエのユルバニスム（都

市計画）を自分たちなりに消化する。 

 

旅行日程表 

2009 年 ９月５日 ～ ９月 11 日  [ ６日間 ] 

    滞在地               行 動 

第１日目 

 

９月８日 

アオスト 

パリ 

（事務所街） 

GARE DE L’EST：Gare de l’Est, 38490, Aoste, France → Bd. 

de magenta →  PL. de la République ： Place de la 

république75011, Paris, France →  Bd. Du Temple →  Bd. 

Beaumarchais → Pl. de la Bastille：Place de la Bastille 75004, 

Paris, France →  Rue st-Antoine →  Pont Marie →  île 

st-Louis →  Pont st-Louis →  île de Cité Cathédrale 

Notre-Dame de Paris ：Parvis Notre Dame, 75004, Paris, 

France（ノートルダム大聖堂の中も見学した。） 

第２日目 

 

パリ （住居街） 

GARE St-Lzare ：Gare St-Lazare75008, Paris, France → Rue 



９月７日 du Havre（サンラザール駅の近くのパサージュ風の商業ビルも尐

し見学した。 ）→ Rue Auber → Av. De l’Opéra → Jardin des 

Tuileries：Jardin Tuileries,75001,Paris,France → Rue de Rivol 

Pl. de la Concarde：Place de la Concorde, 75008 8ème arron 

dissement Pris, Paris, France → Av. Des champs-Elysées（シ

ャンゼリゼ通りから凱旋門まで歩き、ついでにエッフェル塔まで

行った。） 

第３日目 

 

９月８日 

ポ ア ッ シ

ー 

パリ 

（住居） 

Villa Savoye ：82, rue de Villiers, 78300, Poissy, France 

Villas la Roche-Jeanneret：8-10, Square du docteur Blanche, 

75016, Paris, France（ジャンヌレ邸は改築工事をしており、実際

は中に入ることが出来なかった。そこで、余った時間はホテルが

ある街、ベルシー〈１２区〉を散策することにした。） 

第４日目 

 

９月９日 

ロ ン シ ャ

ン 

（礼拝堂） 

Chapelle Nôtre-Dame- du-Haut：70250 Ronchamp Haut-Saone

（ロンシャン礼拝堂に行くには電車の本数が尐なく朝５時頃出発

し、ロンシャンに昼の１時頃に着き５時間滞在し、帰宅したのは

夜１１時頃。このため一日がかりであった。） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



【報告書】 

 

ル・コルビュジエのヴォワザン計画（1925 年）と 21 世紀パリの住宅事情 

                              松本綾乃 

はじめに 

今回研究旅行のテーマはル・コルビュジエのヴォアザン計画（１９２５年）と

２１世紀パリの住宅事情というものである。なぜこのテーマかというと１年生

では文化のダイナミズムで都市論、二年生ではユートピア論、後藤ゼミではル・

コルビュジエの『ユルバニスム』（都市計画）を勉強し、これらすべての内容は

つながっていて実際にフランス、パリのまちを歩いてみたい、自分なりに消化

させなければと考えたからである。 

大きな目的としてル・コルビュジエのパリ・アールデコ展に発表した未来都市

計画「ヴォアザン計画」と現在のパリの都市空間を比較することで、実現する

ことのなかったヴォアザン計画のメリットデメリットを、実際にパリの街やコ

ルビュジエのつくった建築物を観察しながら具体的に考察することである。 

 

ル・コルビュジエは（１８８７年～１９６３年）スイス生まれの２０世紀を最

も代表する近代主義建築家であり、画家でもあり都市計画にまで携わる総合的

に活動した人物であった。ヴォアザン計画とは人や建物、複雑な街路や自動車

で集中して混雑しているパリの都市を整理し全く新しく作り直すものである。

主に住居街と事務所街とに分け、それぞれ十字型平面の超高層ビルの群れをつ

くりまとめることで余分な建物を排除し、その分の土地を公園にあて緑化を推

進するものであった。また複雑に交差した細かな道を一掃し巨大な道路を碁盤

目に一定の距離で配置し地下、地上、高架高速道路を配置する。列車は東西南

北に駅を配置し環状式にして一方行に進むようにする。これにより人や自動車

で混雑して密集しているパリを健康的に整頓され風通しのよい光あふれる都市

にする計画であった。 

 

そこでユルバニスムの中で計画された事務所街（マレ地区）と住居街（サンジ

ェルマン地区、そしてフランスパリの始まりの場所、シテ島周辺をひたすら歩

き、住宅事情、交通状態、都市景観、環境対策の観点に分けて検証していこう

と思う。 

 

住宅事情 

パリは一つの県でその中に２０個の市がシテ島を中心に時計回りに並んでいる。

市内にはおよそ２１７万人が住んでいる。人口密度２０３４８人／km²。パリの



住宅について調べようとするならば中心部にはその答えは無かった。なぜなら

ばパリの中心、すなわち１区、２区（ルーブル地区）、４区、５区の一部には住

居らしい住居はほとんど無かったように思う。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://ja.wikipedia.org/wiki/%E3%83%91%E3%83%AA 

 

 

そこは完全に観光地で、どこかのテーマパークのようであった。ほとんどが美

術館、カフェ、ブランドショップ、歴史的建造物、公園、デパート、飲食店、

土産屋、ホテルで引きつめてあってその間を道が通るような状態である。道は

それらを結ぶためにあるよだった。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

              コンコルド広場 

 

 



住居と言えばセーヌ川に浮かぶ船の家。船の数は１０から３０隻ほどで、船で

暮らすからには生活に余裕がない人々かと思っていた。実はそれとは逆で、有

名な画家が多いらしくお金持ちが多いと聞いた。セーヌ川は地上よりも低い位

置にある。地上からセーヌ川には階段が何か所かに設置してありそれを下り、

石畳の道を歩けるようにしてある。そこに船は繋がれていて、同時に観光用の

遊覧船が通っている。不思議な感じだが、ポストもその石畳の道に船の住人用

に設置してあり、どうやって持ってきたのか高級車が何台かとめてあった。し

かも川の近くで、地上からしてみれば地下なので下水のにおいがひどかった。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

    セーヌ川の船（家）         セーヌ川の歩道 

 

 

もしくはアパートである。一軒家は無い。 

シテ島から離れれば離れるほど住宅が見えてくる。けれど一軒家ではなく、ア

パートである。どんなにお金持ちでもえらい政治家や芸能人でもパリの中心部

に住むならアパートでなければならないと聞いた。そこに住む人は高齢者、若

者、カップルが多く子供の数が平均一人と尐なくなっている。これはパリの家

賃が高額なこと、全体の約半分が独身、過密地域のため居住スペースは狭くな

っていることと関係する。またパリの住民の離婚率は高く、結婚をせずに一緒

に暮らしていくという生活スタイルが広がっていることも原因のひとつである。 

 

１２区（ベルシー地区） 

中心部から尐しずつ離れた地区１２区ベルシー地区は、もともとはブドウ畑と

倉庫街だった。ところがシラク前大統領がパリ市長時代に再開発し田舎のイメ

ージが今では近代的な住みやすい地区へと変わった新しい地区である。マンシ

ョンと一軒家の数は同じくらいで、カフェやスーパー大きな公園もありとても

住みやすそうな地区である。マンションは綺麗に整えられ、車庫がついている



ところがほとんどであった。ベランダには色とりどりの花や緑が植えてあり、

造りも近代的である。一つ一つの建物が程良い感覚で均一に建てられてある印

象をうける。そしてベルシー地区は国家公務員とその家族しか住むことができ

ない部分があることを後で知った。住み分けを無くそうと国と地方自治体が働

きかけていることと、尐し矛盾しているような気がした。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

一軒家が連なっている部分では、同じようなスタイルのものばかりが連なって

いた。絵の中にでてくるような可愛らしいもので窓が大きく統一感と生活感が

あった。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

これはおそらく国と地方自治体が住宅に関して様々な法律をつくり、住民の所

得や人数を把握した上で援助をしたり、民間の不動産と連携して過密化を防い

だりして、住宅問題に関して日本より、細かく丁寧に住民と住宅を管理してい

るからだ。 



 

４区３区（マレ地区）から１０区（レスト駅）にかけて 

レスト駅からレピュブリック広場、バスティーユ広場まで歩くと、中心部とベ

ルシー地区との間をとるような住宅街である。窓際には花が植えられている。

一階は店舗でその上からが住居である。やはりここも高さ、大きさ色形が統一

されていた。建物の角に面する部分は角ではなく削ったような形にしてある。

日本はそのまま角で長方形の形が多いのに対しパリは８角形の形である。なん

となく柔らかさがでてお洒落な感じがする。建物の形が違うだけでこんなにも

雰囲気が違うのだなと感じた。そして生活感がかなり出ている地区だと感じた。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

ボウマルシェからマゼンタ通り 

 

 

               交通 

 

道路 

パリの街は大通りとその間の細い道からなっている。その通りには一つ一つ名

前がつけられている。大通りの交差する場所には広場が設けられ広場から広場

まで続いている。パリといえば目抜き通りという言葉をよく耳にするのではな

いか。現在のパリの形は１９世紀半ばセーヌ県知事であったジョルジュ・オス

マンが行ったパリの改造計画からきている。凱旋門を中心にそこから全体を見

渡せるような形で放射線状に大きな通りを通し、古い細かい道を一掃した。そ

うすることでインフラを整備し健康面でも経済の面でも効率をあげ近代都市と

してのパリへと成長させた。現在にいたってもその形は基本的には変わらない。 

パリはもともとシテ島を中心に形成される。ロバが歩く道がもともとのパリの



道をつくった。そこを人間が通り、その周りに小屋、家、役所ができる。そう

するうちに荷物の運搬に便利なように、歩きやすいように直線の道をつくって

きた。 

 

自動車 

パリの街の道路は広場の周りがロータリーになっている。凱旋門の周りを初め

て通る人はその輪からなかなか抜け出せないこともあると聞く。大きな通りは

何車線もあり道幅も多きい。しかしそのロータリーで多くの車がひっかかり、

交通渋滞を解消するための道が逆効果になるときもある。とくにシャンゼリゼ

通り、コンコルド広場からサン・ラザール駅までは人も多く車も多かった。ま

た狭い道が無数にあり迷路のようでパリの人でも迷わずに通れるのかと心配に

なったほどである。日本のように信号は分かりやすくなく皆結構いい加減であ

る。自転車専用道路もあるがあまり関係なく、横断歩道はあっても無くても同

じようなもので守らない人が大勢いた。しかもそれが当たり前なことに驚いた。

アスファルトではなくシャンゼリゼ通りは石畳の道がそのままにしてありタイ

ヤのへりが大きいようだ。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

シャンゼリゼ通り         有料駐車スペース 

 

一番日本と違うのは駐車スペースが無く道のわきの有料のスペースにぎゅうぎ

ゅうに駐車することだろう。昼間は有料だが夜の間はただでいいそうだ。その

ため綺麗な車はない。サイドブレーキをしないで前の車をバンパーで押し合っ

て道の脇に入れることがパリでの常識となっているからだ。これはとくに住宅

街でみる。また観光地のでは自転車の山がみられる。自動車だけでなく自転車

の渋滞にも注意しなければならない。自転車利用者は増えているが近年自動車

の数は減尐傾向にある。パリ市公共交通機関の調査ではメトロ利用者数が一年



間で約３％ＲＥＲ利用者が約１，５％、増加していて、自転車、バス利用者数

も年々増加しているそうだ。 

地下にはメトロが発達している。そこでも驚きなのは、改札をまたぐ人が大勢

いたこと。基本的に適当なのかなとそこでも思った。メトロはＲＥＲと交わっ

ていて郊外にもいけるようにされている。大きな駅は綺麗だが、そのほかの駅

のイメージは臭くて暗いイメージである。物乞いの人が多く、ゴミも多い。ド

アは手動で座る椅子の数は日本より尐ない。車内はたくさんの落書きがあった。 

たまにミュージシャンが普通に走行中でも演奏していて終わるとお金を集めに

まわる。こんな光景が当たり前にくりひろげられる。 

 

 

環境対策 

 

パリは確かに過密地域で人も車もゴミも多い。それなのにどうしてこんなに町

全体がきれいに感じるのだろう？単純に緑と空の青さだった。建物と通りの間

に綺麗な空が見え、背の高い木が植えてある。 

 

 

 

 

実際に行って感じたのは環境対策をしようとしている感じはあまりないけれど

自然と緑がある印象を受けた。さらに広場と公園が多数存在し、公園の規模は

日本の何倍もある。人と自動車の多く行きかう道の途中の休憩ポイントのよう

だ。夕方になると犬の散歩をする人、ジョギングをする人、サッカーをする人

たち、大道芸の練習をする人達が集まってくる。日本には無い景色だ。しかし

観光地ということもありゴミが非常に多く、歩きたばこが普通でポイ捨ても許



されるので吸殻があちこちに散らばっている。パリには清掃係が雇われていて

その清掃員が掃除をするからいいらしい。とは行っても町の至る所にゴミ箱や

空きビン専用のボックスが設置してあった。しかしゴミの分別は適当に見えた。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

チュイルリー公園          ベルシー公園 

 

 

フランス語のベロ（自転車）とリベルテ（自由）を合わせて「ベリブ」。環境

対策の一環として２００７年から導入されたレンタル自転車。約３００メート

ルごとに設置された７５０個の無人スタンドに、約１０６５０台を配置。市内

のどこのスタンドで乗っても降りても自由である。自動車やその排出ガスを削

減するために取り組まれている。９６％が三十分までの利用で、６６％が通勤・

通学に使われており、毎年二千四百トンの二酸化炭素削減につながっているそ

うだ。適当なとこともあるが、環境意識の強いパリ人は進んで利用している。

また２００６年１２月に路面電車トラムがパリの南部で運行開始している。こ

ちらも自動車を減らす狙いで設置され路線には芝生はしかれている。排気ガス

対策としてこれからも延長していくそうだ。 

都市景観 

 

 

パリといえば観光スポットが多数存在し、素晴らしい部分が圧倒的に多かった。

関心したのは工事中に建物にしてある幕だ。リヴォリ通りのある建物が、工事

中であった。それを観光客にも気をくばり建物と同じ柄の幕をしてあったのだ。

あれだけ大きいサイズの建物の幕に印刷し、費用も手間もどれだけかかったの

か。パリの人達のセンスがうかがえる。またオフィスビルのガラスでできた壁

にも周りの公園と溶け込むように緑で写真を印刷してある点も面白かった。 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

リヴォリ通り          あるオフィスビル  

 

それとは逆に建物の落書きも非常に目立っていた。パリの街には至るところに

存在し高いビルの屋上の壁にまであった。よくそんな場所にできたなと逆に思

った。しかし案外上手にしてあるものもあり、もしかすると落書きも一つの都

市景観の一つだと許せるような気がした。また車や自転車の駐車は都市景観を

壊すものである。チュイルリー公園の入り口には無理やり駐車してある。歩行

者の妨げになっていた。 

トイレは無くては困るものである。だが突然道の真ん中に現れる。パリにはト

イレが日本のようには無い。トイレに行くにはお金を支払わなければならなか

ったりする。駅にもないしカフェにもトイレが無いところがある。ところでパ

リには電柱がない。すべて都市景観を考えて地下に通してあるそうだ。 

道の真ん中に設置するくらいなら地下鉄に設置したほうが利用しやすく掃除も

堂々と出来るので景観も損なわずにすむ。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ビルの落書               トイレ 



サヴォア邸 

            Villa Savoye 

 

『サヴォワ邸』。今回の旅行で最も感動しで印象に残る場所であった。サヴォア

邸はパリからは尐し離れたポワッシーＰｏｉｓｓｙという町にある。パリとは

違い駅に着いた時点でゆっくりとした雰囲気であった。そこから目的地まで歩

き回りたまたま公園があったので入ってみた。公園は広々として花が綺麗に植

えられている。きちんと手入れされている。本当にきれいな絵の世界が広がっ

ていて空気も澄みわたっていた。一休みしてまた歩きだす。迷っているといろ

んな人に道を教えてもらった。フランス人は冷たいとかいう噂とは全く逆でと

ても親切に一緒に探していただいたり案内してもらった。途中でパリには尐な

い坂があり、そこをサヴォア邸まで登っていく。周りの家は団地や一軒家が余

裕をもって建てられており、緑が生い茂っている。車の量も尐なく騒音もない

静かな空間がった。 

 

 

やっと到着。コルビュジエは尐し丘になっている場所にサヴォア邸を建てた。

なかには日本人ばかりいてびっくりした。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

ドミノシステムは鉄筋コンクリートと柱と階段が建築の主要素だとするもので

サヴォア邸にはこの要素が盛り込まれていた。スラロープは階段が使えない時

に便利でまたユニバーサルデザインをいち早く取り入れていた。 

 

サヴォア邸とはル・コルビュジエが１９２８年から１９３１年に建築した邸宅

で週末用の別荘として『明るい時間』と名付けられた。そして新建築における

５つの原則を実現したものである。この５原則は１９２７年に表明された理論

で近代建築運動の主原則になっている。 

１つ目にピロティの使用により空中に浮かぶボックスを実現。土台部分は周囲

の草に溶け込んでいる。土台部分の色をわざわざ緑にしている。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

             サヴォワ邸 

二つ目に、屋上庭園。屋上庭園は平らな屋根部をつかいテラスが設けられ植物

を植えることができる。屋根の水平ラインによって空と建物の境がはっきりと

際立つ。温暖化対策も屋上庭園で緑を増やしばっちりである。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                屋上庭園 

三つ目に自由なプラン。鉄筋コンクリートで造られることで、支えや区切り壁

を尐なくすることができる。またそのスペースを利用し収納棚がいたるところ



に設置してある。風呂場はしかし壁があったほうがよいのでは？ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

        居間               浴室 

４つ目は自由なファサード。ファサードは母体建築から独立し、ピロティ上に

自由に配置される。 

５つ目は横長の連続窓である。これにより光と透明度をもたらすことができる。 

一回の玄関ホールはリムジンがぎりぎりカーブ出来る直径の円弧を描いている。 

サヴォア邸にきた時電気が無いのに明るい印象をうけたのはこの長い窓による

ものであった。部屋の隅々にまで太陽の光が入るように計算されている。暗い

場所でも天窓を設置し明りを取り入れている。パリの街も光と風通しを与えた

かったのだろう。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                 全体 

 

 

 

 

 



 

 

                

 

 

 

 

 

 

 

天窓の中と外 

 

ロンシャンヌ礼拝堂 

Chapelle Notre-Dame du Haut 

国鉄でなんと６時間もかかる長旅であった。フランシュコンテ地方にあるロン

シャン（Ｒｏｎｃｈａｍｐ）駅でおり、そこには何もないただ線路だけであっ

た。 

 

 

 

 

 

 

 

 

            ロンシャン駅とその周辺 

とても田舎のにおいがした。パリとはま逆だ。朝いちの列車で行った後は帰り

の列車の六時までパリに帰る列車は無いような遠くの土地に来た。駅からしば

らくインフォメーションと歩くと教会が建っていた。そこから登っていく細い

道があるので、そこからひたすら登山した。 

登り終わると受付がありスタッフが親切に説明してくれた。 

 

礼拝堂は１９５０年から１９５５年に完成し、もともとは中世に建てられた礼

拝堂があったが、戦争により空爆をうけてしまう。そこで再建を依頼されコル

ビュジエが設計した。サヴォア邸とは全く違う印象である。礼拝堂にはやはり

多くの日本人がいた。 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

               ステンドグラス 

礼拝堂には何本かの蝋燭のほかにはステンドグラスしか明りとりがなかった。

いっそうコルビュジエのステンドグラスが引きたつ。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                礼拝堂内部 

確かに壁と壁のつなぎ目は垂直ではないし隙間があいているようにも見える。

中はシャッターの光と音が目立った。そしてひんやりとしていた。前方にある

聖母マリアの像は小さくて逆光だったが厳かな雰囲気を引き立てていた。そこ

で帰りの列車が来るまで、５時間ほどすごさなければならなかったので、なん

と旅の疲れで寝てしまっていたらしい。丘の上にあり風通しがよく気持ちが良

かった。 

 



 

      聖母マリア         壁に映るステンドグラスの光 

なぜコルビュジエは今までの自分の主張に反するようなこの礼拝堂を建築した

のか。コルビュジエの書いた本には『曲線は死である』と書くほど直線主義者

であった。曲線は人間の堕落、直線は人間の理性を表す。コルビュジエは自分

の主張していたことに晩年になって疑問を抱いたのか。完璧に理性だけでは生

きていけないと。ロンシャン礼拝堂の形は私に生命力のようなものを感じさせ

た。人間そのものを表すような。ふざけていると批判もあったそうだが存在感

があり、いつ見ても時代を感じさせない礼拝堂として生き続けて欲しい。 

 

 

まとめ 

マレ地区 

マレ地区は広場と広場の間に住宅地、カフェと店がしきつめられている。途中

には黒人のホームレスが集まって共同で暮らしているような場所があった。パ

リにも格差社会の現状が垣間見えた。またスーパーや美容室が多く生活感があ

ふれる地区であった。この場所をつぶして事務所街をつくるのはやはり無理が

あるなと感じた。人がマレ地区に癒着して、住みにくい感じも受けなかったか

らである。むしろ買い物もできるし、中心部から離れれば車も多くはないので

住みやすいのではないかと感じた。 

 

サンジェルマン地区 

サンジェルマン地区は道が比較的狭く観光客やショッピング客でにぎわってい

た。ブランドショップや星付きレストラン、バーなどが多かった。道はオスマ

ンが改革し損ねた古くから残る道でもちろん石だたみだ。歴史を感じさせる土

台の上に最新のブランドショップやカフェ。たしかに落ち着きがなく尐し騒が

しいのでここには住みづらいのかなと感じた。しかしこの地区に住居街を建て

るのはこの細いあじのある通りや歴史あるレストランをつぶすことになると思



うともったいないと思った。観光で利益を得てくらす人々は働く場所をなくし、

殺風景な超高層マンションが建つのはパリの人々には想像したくなかっただろ

うし出来なかっただろう。 

 

パリという都市は改善したほうが良い部分もあったがそれを含めてもそのまま

残しておきたい場所のほうが多い。一部を残してそれに新しく付け加えること

は無理では無く、うまく融合している部分もあった。ただあまりにも有名で世

界中の人々が集まるコンコルド広場やシテ島は歴史的な役割というよりはレジ

ャー施設とかして、商業的役割の色が強く出ていた。夜のエッフェル塔や凱旋

門の下には昼間より人やバスが多い。エッフェル塔が見たいのか人がみたいの

か分からなくなるくらい。コルビュジエの言っていることもわかる気がした。 

  

パリの都市とは人が観光に来る場所、働く場所、住む場所、遊びの場所、そし

て落ち着いて散歩できる場所が混在しているものでそれは時代とともにその比

重も変わってくる。ヴォアザン計画を実行していたとしたらそのバランスが大

幅に崩れてしまいそれらの機能が働かなくなるだろう。そうするとパリでは無

くなってしまう。公園にいけば緑が生い茂り休みの日には美術館へ行きカフェ

でコーヒーをのみ夜はレストランで外食できる。これも立派な都市のひとつの

機能であるとかんじた。最近は環境対策、コルビュジエがあんなに嫌っていた

自動車の減尐対策、そして排気ガス対策、など昔からすると皆が都市について

考えている。この先十分改善の余地があり、良い部分を残しつつ変わっていく

だろう。コルビュジエの建築から感じられたことでは、光と風が都市に対して

重要なキーワードであると改めて認識した。サヴォワ邸は想像しているより温

かみがあった。『機能性と直線性とシンプル』だけが先行していると思っていた

が周りの土地にうまくなじみ、緑にもなじんでいた。光はふんだんに建物内に

とりこまれ、窓や二階の半外のテラスや屋上のおかげで風通し、喚起にもきが

つかわれていた。パリの都市計画も実現されていたとしたら、市民が思ってい

たほど機械的ではなくむしろ人間的な温かみのある都市になっていたのかもし

れない。しかし総合的に考えてル・コルビュジエのヴォワザン計画はパリには

あてはめられない。ロンシャンの礼拝堂のころのコルビュジエもヴォワザン計

画に対する考え方は変わっていたかもしれないと思った。 

短い旅行期間であったが、こんなに大きな経験をさせてもらったのは初めてで

あった。一番に一緒に旅をしてくれた友達の香さんに感謝である。一番に言葉

の壁にぶつかり何も聞けない、伝えられないことが見知らぬ土地でより一層不

安にさせた。一人では何もできなかっただろう。今度行く時はフランス語を勉

強していこう・・・・・・。 
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