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第一章　自然に学ぶ １　自然と建築

1　自然と建築

　　〈建築〉 と 〈自然〉 はよく言われているように、 それら

ははたして対立する独立した二つ命題なのだろうか。 それ

らは二者択一、 あるいは、 二律背反の関係にあるのだろ

うか。 実際、 〈建築〉 を主題 （subject） としてみるとき、

〈自然〉 は克服されるか、 利用されるか、 無視されるか、

いずれにせよ、 どのように扱うべきかという対象となる客体

（object） としてみられている。 一方で 〈自然〉 を主題

（subject） とするとき、 〈建築〉 は忌避されているように思

われる。 多くの人は景勝地の風景を写真に収めようすると

き、 なるべく人工物をそのフレームの中から除外しようとす

る。 あるいは、 その相容れなさそれ自体、 シュールなオ

ブジェ (objet) という愉楽として見られもするだろう。

　建築の本質的な一側面として、 人間の空間を創造する

という一つの根源的な働きがあることが考えられる。 それ

は言い換えれば、 人間の本性には建築行為などによって

環境を改変する 〈制作〉 という働きが具っているということ

が想定されている。 そのような人間の 〈制作性〉 によって

創られる 〈空間〉 とは、 日常の中で一般的にその言葉を

借りて語られる物理的で幾何学的で量的な 「空間」 とは

異なっている。 それらは 「用途」 というように単一的なも

のとして、 ある達成されるべき目的のための手段としてだ

け、 つまり合目的的なものとしてだけ存在するわけではな

いからである。 そこにはなんらかの効果以上の働き、 ある

意味が作用するものとして様々な種の空間が幾重にも折り

重なっている。 その重なりとは量的なものではなく、 質的

な意味を持って我々に迫ってくるものであるはずである。

　動物も巣や寝床をつくるように自らの環境を整備するも

のもいる。 際立ったものは 「自然界の建築家」 などと形

容されることがあるが、 彼らがつくるものは人間のそれと同

じものではない。そこには質的な環境の改変、すなわち〈制

作〉 をみることができない。 彼らのそれは、 子や卵を天敵

から隠し、 またそれ守るための構造を有し、 冬の間冬眠を

するための場所を選定し、 獲物を貯蔵するための設備を

整え、 異性にアピールするための装飾を施すが、 それら

は単一的な目的があり、 それを達成するのに最も適したも

のを作っているにすぎない。 そしてそれらは彼らが属する



6

第一章　自然に学ぶ １　自然と建築

環境すなわち生態系によって全て規定されている。 それ

らはあくまで生態学的な空間までにとどまっており、 そこに

はそれ以外の空間、 歴史 （時間的空間） や社会 （意思

的空間） は特徴的な意味として必ずしも見受けられない。

〈制作性〉 の結果として環境を改変するか否かは、 量的

な改変という問題ではない。 そこには明らかに質的な問題

による別種の空間の出現がある。 確かに、 建築をすること

即ち人間の 〈制作性〉 の発現は、 完全に自然の中で暮

らす動物たちの行為とはその性格は明らかに異なる。 動

物のように野生的に生きることは人間の姿ではない。

　建築には、 無為の自然から人間のための空間を創り、

環境を改変するという働きがある。 ここまでの理解におい

ては 〈建築〉 と 〈自然〉 の対立は免れない。 〈制作性〉

は人間の存在を、 ただあるがままの自然の彼方へと運ん

でいくのである。

　しかし人間の一つの本性でもあるその 〈制作性〉 によっ

て行われる環境の改変は、 際限無しに、 自動的に、 「自

然に」 そうなっていくということではない。 人間の本性的な

見落としてはならないもう一つの性格がある。 それは、 人

間は倫理的な存在であるということである。 人間は善悪を

判断し行動を決定する理性的な存在である。 行動の全て

は意識的にせよ無意識的にせよ、 倫理的な観念をもって、

自らを律しながら、 選択されている。 実際、 人間のこれま

での人間的な空間の整備としての環境の改変は肯定的に

みられているが、 近代以降の自らの存在すら脅かすまで

の破壊的な環境改変は否定的にみられており、 反省的な

視点で人間の在り方を問い直す、 というような動きが盛ん

になりつつある。

　もし、 「それが人間だ」 と断定し、 自らが持つ人間の本

性である 〈制作性〉 を全面に肯定し、ただ盲目的に従うか、

あるいはそこには選択すらなく、 そのように人間はその都

度その環境の摂理によってその行動の全てが決定される

のみの存在ということならば、 それは 「野性的」 というこ

とではないにしろ、 それでは動物と同じくその世界は希薄

なものとなるだろう。 そこには善も悪もなく、 人間は食物連

鎖のピラミッドの頂点に君臨する地球最強の生物ということ

である。 しかし人間の説明をこのようにする人はいない。

　生態系の中でいえば食物連鎖ということになるが、 この
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事はなにも生態学的空間に限った問題ではない。 人間は

（人間のみが生態学的空間以外というべき空間 ・ 環境を

有するわけであるが）、 歴史の中にしろ、 社会の中にしろ、

経済の中にしろ、 その他のあまねく諸環境の中での各々

の摂理にのみ従って建築をし、 環境を改変するのみなら

ば、 いくら重層的に空間を有し、 複合的な環境を認知し

ていたとしても、 やはり世界は希薄で、 経験されうるものと

して有意味なものではなくなるだろう。 しかし現実はそうで

はない。人間はハイデガーが言うように、「世界形成的」で、

石のように 「無世界的」 ではなく、 また動物のように 「世

界貧乏的」 なのではない。 なんらかの 「態度をとる」 こと

ができるものとして特別な意味をもつものとして世界を持っ

ているのである。 [ 木田 ,1993:90]

　こうして、 〈制作性〉 とは別の人間本性の側面ともいうべ

き倫理的判断によって、 〈制作性〉 の絶対性は否定され

もする。 動物のその生態学的な 〈生〉 は全て自然によっ

て規定されている。 しかし、 人間の行動は自然によっては

規定されない。 人間は人間らしく自らの理性に従いながら

〈制作性〉 によって環境を改変し、 「人間の空間」 ＝ 「経

験可能な世界」 を構築する。 これは人間存在を自然の彼

方へと運んでいくということでもある。 しかしまた、 人間は

完全に自然から離れることが出来ないのも事実である。 人

間が造りだした環境だとしても、 それのみによってその振

る舞いが全て規定されることは、 人間が野性的であること

と同種の問題が提起される。 「それは人間ではない」。 動

物でもなければ、 人間でもないとしたらそれは何なのだろ

うか。 機械なのだろうか、神なのだろうか。 しかし未だ我々

は 「人間である」 という。 だとしたら、 したがって同時に、

人間は、 人間らしくその理性的な判断によって、 〈制作性〉

を一定の範囲の中に、 自然との関わりの中に留めようとも

するだろう。 だとすれば、 〈自然〉 とは 〈人間／建築〉 に

どのようなものであり、 人間のその一つの存在性＝ 〈制作

性〉 にどのようなものとして働きかけているのであろうか。

　以上が、 本稿が主題とする 〈問い〉 である。

　〈建築〉 するということは、 環境を改変する、 ということで

ある。 野生的なものから理性的なものへと。 しかしそれは

「自然」 を除外する動きによって達成されているのではな
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い。 いやむしろ、 である。 現実として人間を自然から完全

に独立した主体とみることは不可能なのだから、 同様に建

築も自然から完全に独立した存在として考えることはでき

ない。 自然は 〈人間／建築〉 という一つの人間の存在の

仕方の根幹をなす 〈制作性〉 において必要不可欠なもの

なのではないだろうか。

　人間は動物のようにその 〈生〉 を、 既に 〈有機的関係

性による全体〉 が保たれている自然の中に直接的に置く

ことはできない。 繰り返すことになるが、 それは人間の姿

ではないからである。 しかし自然は人間の生活に尺度を

与えているのである。 大地のリズム、 天空のリズム、 大海

のリズム、 それをなくしては人間の生活はままならないだ

ろう。 自然という尺度を得て、 人間の根源的な本性である

〈制作性〉 は人間の生活環境の具体的な表現として建築

となって発現する。 自然という尺度、 それはもしかしたら、

いつからか、あるところでは、「美学」 とか 「教え」 とか 「道

徳」 などと言われているものかもしれない。 尺度が与えら

れることで散在するあらゆる知は一つの体系、 〈建築〉 の

もとに統合され、 そこに新たに人間のための秩序だった空

間、 同じことだが、 「人間の」 〈全体性が保全された有機

的環境〉 の出現が認められるのではないだろうか。

　つまり、 建築と自然の関係の問題は本質的に、 理性的

な人間の存在に関する問題であるということである。 本稿

の目的はこのような、 建築と自然の関係を検証しその諸原

則を理解することである。

　私は建築を、 その本質的な性質とは、 諸原理 （人間自

ら生み出した） の媒介ではなく、 自然との介在であり、 都

市像 （諸原理によって生み出された） の表層ではなく、

人間像の表象であり、 社会像 （都市像を規定する） の表

出ではなく、 生活像の表現であるとして了解したいと願っ

ている。 建築とはある活動を転写するメディアではなく、

それ自体が物語であり、 なおかつストーリー ・ テラーなの

である。 舞台があり登場人物ありそこで起こる事物が叙述

されるように、 そこには世界があるのだ。 特に建築と自然

の関係について、 大自然を背景としようが、 過密する都

市の中であろうが、 そこにある自然と建築が深く関係しよう

すること、 その事自体にある種の喜びがあるということを、

思わずにはいられない。 そうでなければ窓や庭やあるい

Ｆ
Ｆ：制作性
技術・倫理・象徴・抽象
合理性・（真善美）etc...

人間の環境

有世界

無世界

理性的野性的

人工的

自然的
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は 「風景」 という概念は発明されるはずもない。 誰しも、

窓を設けられることなら設けたいし、 窓を開けられることな

ら開けたいし、 自然を感じられるなら感じたいと願ってい

るはずである。 自然との関わりある生活は、 ほとんどの人

が、無条件で 「善」 であり 「美」 であり 「真」 であると思っ

ていること信じている。 本稿は、 そのような喜び、 建築と

自然の介在について、 そこに至る自然の捉え方と、 それ

に平行して思考される建築の捉え方を考察し、 その意味、

その趣を自由に描写しようと試みるものでもある。

　本稿は自然と建築の関係における物理的、 量的な影響

の問題を考察し、 そのための技術的、 方法的な解法を模

索しようとするものではない。 環境問題や資源問題が緊迫

する今日の社会において、 数値化可能な自然と建築の関

係の問題を扱う工学的な手法と発展に関する議論は大き

な意義があるように思われる。 しかし、 ともすればそれは

技術中心的な考え方の中の修正の範疇に他ならない。 対

効果が求められる技術は必然的に短期的かつ短絡的なも

のに陥りやすいやすいということを指摘しておかねばなら

ない。

　また、 ここまで建築と自然が乖離し、 自然が忘れ去られ、

同時に建築に含まれる人間の 〈制作性〉 の質的意味が

忘れられ、 〈建築〉 における 〈自然〉 の問題が、 単なる

量的な環境に関する問題に置き換わるのに至った経緯の

発端は、 デカルト的二元論にその基礎を置いた西洋的な

近代科学技術モデルの発展ではなかっただろうか。 ジレ

ンマを抱えた短期的な処方が健全な未来をつくるとは言い

難い。 現状を打開する方法論だけではなく、 現実を見つ

めようとするまなざしもまた必要とされているのではないだ

ろうか。

　本稿はつまり、 技術の行使や行動に至る以前の問題、

建築と自然を扱おうとする際に生じる倫理の観点、 いわゆ

る自然 「観」 と建築 「観」 を相互にめぐる思索であるとい

うことができよう。

　

　以上のことを思い立った時、 私は原始的でもアニミズム

的でも回帰的でも修正的でもない、 自然への取り付き方を

求めてノルウェーに行きついた。 とある雑誌で、 自然の中

に毅然として佇む建築を見たのだ。 それにはノルウェーで
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行われている建築を主題としたある先駆的な観光事業の

プロジェクトが紹介されてた。 それは持続可能な社会の実

現にむけての新しい自然の捉え方、 建築の捉え方を暗示

しているようであった。 しかし、 それを本当に理解するに

は紙面の写真では不十分であった。 私はそこに行く必要

があった。 その自然とその建築と同時にそこに存在してみ

る必要があった。 そしてそこにはその国土の大自然の中

に美しく調和のとれた都市 ・ 集落 ・ 家々 ・ 〈建築〉、 人々

の住まう姿があった。 ノルウェーには自国の国土の自然そ

のものを自らのアイデンティティとしているような、 自然が

強く意識された文化があった。 そのような文化を背景にし

ながら、 建築と自然を横断する特徴的な観光プロジェクト

が進行していたのだった。 それは、自然をただ「鑑賞する・

体験する」 ということ目的とするような、 自然を余暇の 「た

めに利用する」 対象としているような、 従来のエコ ・ ツー

リズムとは根本的にその性格が異なるようであった。 〈建

築〉 の意味ある場所をつくるという性格を問い直すもので

あり、 ノルウェーの自然を志向する文化に沿って、 それは

社会福祉的でもあり、 単なるツーリズム以上の文化的 ・ 社

会的意義が感じられた。 本稿はそうした著者のノルウェー

での体験や、 ノルウェーの建築 ・ 思想 ・ 文化から得られ

る示唆と、 これまでの著者の思考がオーバーラップするこ

とによって成り立っている。

　「西欧」 を中心とすれば 「ノルウェー」 も 「日本」 も周

縁ということになるだろう。 また 「近代的」 を中心とすれ

ば 「ノルウェー的」 も 「日本的」 も同じく周縁になるだろ

う。 しかしなにも日本とノルウェーの間になんらかの連動を

見出そうということではない。 中心と周縁の距離感を、 中

心においてのみ、 周縁においてのみ、 それを推し量るこ

とはできない。 中心から周縁へ向かうその仕方を、 同じく、

しかし別の周縁から客観的な視点によってそれを考察し学

ぶことに意義があると考える。
文化 ・ 自然 ・ 建築の関係モデル
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2　統合へのおもむき

　〈建築〉 「アーキテクチャー」 はこのようによく言われて

いる。 「それは総合芸術である」 と。 一行見出し的なこの

説明は意外にも、 よくは人に知られていないか、 あるいは

それは、 現実を見る限り、 ほとんどある種の神話のように

さえ聞こえてくる。

　我々は日本語において、ほとんどそれを 「建設」 や 「建

物」 程度の意味で通用させてしまっている。 物理的な建

築 「物」 やそれが現れる過程のみをさして使っているとこ

ろがあるし、 文化や芸術や哲学という視点を抜きにして、

あるいはそれらについてそのような側面もあるという範囲に

留めて、 一般的にそれは工学的 ・ 科学的なものとして捉

えられていることの方が多いといえるだろう。 実際、 書店

において 「建築」 の名の付く書物、 それにまつわる書物

は、 その内容を問わず、 「工学書」 か 「自然科学」 のフ

ロアに置かれている。

　その知を司る学府である大学においては、 建築学科を

設置する大学は数あるがそのほとんどは工学部に属して

いる。 美術系の大学においては美術学部か芸術学部か、

となるだろう。 いずれにせよ学問という捉え方では建築は

工学か芸術か、 の単一的なディシプリンの中にとじこめら

れているということである。

　ところで、 近年、 それは既存の体系にとどまらない複合

的な知の体系であるということを社会的にも広め、 理念的

にも純化することを目的としてか、 はたまた、 少子化の影

響で学生の獲得に苦労する経営陣が他大学との差別化を

図り競争力を高めようとしてなのかはわからないが、 工学

部の中から 「建築学部」 なるものを独立させる動きがいく

つかの大学で見受けられることは興味深い。

　話をもどすと、 そのような神話 「建築とは総合芸術であ

る」 ということを題材に、 〈建築〉 というその働きの中にあ

るはずである、 工学でもなく芸術でもなく、 「総合芸術」 と

呼ばれる所以をここでは捉えなおしたい。 単に工学でな

いとするならば、 それは人間の空間を創る単なる 「技術」

ということではないし、 同時に単に芸術としなかったので

あれば、 ただ感情に訴える情動的なものとして知覚的に

作用するだけということではないのだろう。 その過程にお

いて 〈建築〉 のその概念上に、 人間の 〈制作性〉 が一
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つの原理にのみ従って、 でたらめに環境を改変するので

はなく、 秩序だった全体的な環境整備へと向かわせるも

のであることを確認するのである。 従って、 必然的に本節

では建築の概念に触れることになるが、 建築を、 その概

念そのものを解き明かそうということは意図されない。 そ

こにみてとれる人間の 〈制作性〉 の動き、 それが何を志

向するのかというおもむき 〈志向性〉 にこそ注目したい。

「建築」、 それはなんなのか、 工学なのか芸術なのか、 と

いうことは問題にはならない。 それは原広司が言うように

「『建築とは何か』 という問いは、 『人間とは何か』 という

問いが不毛であると同様に、 行動の指標とはなりえない」

[ 原 ,1967:9] からである。 やはり氏に倣って、 「建築に何

が可能 （ここでは規範） か」。 かえて 「何によって建築が

可能か」 を問うものとする。

　建築についてそれ自体と向き合いそれを問うというのは、

それが発生するとき、 あるいは、 始まるときである。 例え

ば新しい文化としての受容期や書物によって体系化を試

みようとした時の議論が非常に参考になる。

　いわゆる 「建築をする」 という概念が伝統的な 「大工

仕事」 にも、 当時すでに一般的に流布している枠組み、

「工学」 にも 「芸術」 にも当てはまらない、 より総合的な

知であることを日本において最初に論じたのは伊東忠太と

される （伊東はしかし、 どちらかといえば 「芸術」 の側に

属するという見解を述べている）。 伊東はかの有名な論文

『「アーキテクチュール」 の本義を論して其譯字を撰定し

我か造家學會の改名を望む』 [1894, 建築雑誌 ] の中で

「アーキテクチュール」 の原義は 「高等芸術」 であると言っ

ている。

「アーキテクチュールの語源は希臘 （ギリシア） に在り、

高等藝術の意義を有す然れども希臘 （ギリシア） 人は　

嘗て自ら此語を用いしとあらず。 羅馬 （ローマ） 人之を以

て宮殿寺院等などを設計築造するの藝術に命名せしより

傅て今日に至り其本邦に傅来するや或は之を譯して建築

術と云ひ建築學と云ひ若く造家學は云ふに至り終に之を

攻究するの造家學會を現出するに至りたり。」 [ 藤井 / 山

口 編 ,2011:4-5]
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　この後、 伊東はその題目が提出する通りのために、 当

時の 「アーキテクチュール」 の訳語めぐる現状を総括して、

「造家」 の訳語が不適当であることを指摘する。 その時の

理由として、 「アーキテクチュール」 の本質が物理的な建

物を建造すること、 その事ではなく、 その実体によって表

される 〈真美〉 の表現であるとして、 そのためには、 家屋

を造作する以上に、 そこで扱われる対象はより多くの種類

があり、 それらを包括するのであれば、 その知見はより広

範な事物に及ぶことになるが、 そのような概念を 「造家」

と表現することは不可能であるという。

「『アーキテクチュール』 の本義は決して家屋を築造する

にあらず。 却って實體を Bui ld ing に籍り形式を線條躯裁

に訴へて眞美を發揮するに在る……試に思へ彼墳墓、 記

念碑、 凱旋門の如きは決して家屋の中に列するべきもの

に非るなり、 ……彼堂塔伽藍は 『アーキテクト』 か其全

力を竭して經營する所なり…… 〈家〉 の文字は決して各

種の構造物を包括するものに非らず、 况んや又 『アーキ

テクチュア』 は構造物以外の物品をも并せて之を包括す

るを以て之を見れは其之を造家と翻譯の不可なるを知る

べきなり。」 [2011:6]

　また伊東は建築における 「学」 と 「術」 についても論じ、

建築を行うとは合わせて両方を行使するものとして、 「造

家学会」 のこれまで論じられた以外の部分、すなわち 「学

会」 の方について言及する。

「學は、 萬般に通して其共通すべき一定の理法を研究し、

術は之を應用して發揚するの手法を研究す。 ……是故に

吾人が 「アーキテクチュール」 を修ると云ふは一部は哲

理を講じ一部は手法を努むるを謂ふなり、 吾人は學と術と

を并び修るに非ざれば則はち来た 「アーキテクチュール」

の眞相を窺ふに足らざるなり……。」 [2011:6-7]

「且つ夫れ我が学會は 「アーキテクチュール」 に関する

萬般の研究にして只に學理のみを講究するものに非さる

べし、 ……吾人は我が學會に於て亦た芸術を研究するな

り。 工事實施の方法を講究するなり、 これに付随する規

約法律を論究するなり、 我が學會は學理と藝術とを合せ
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て之を包括す。 之を造家學會と云ふ大に非なり。 之を建

築學會と云ふ亦た甚た妥當にあらず。 余は爰に希望す。

造家學會を改めて建築協會と呼ばんことを。」 [2011:8]

　この論文が提出された１８９４年のその３年後の１８９７年

に実際に造家学会は建築学会に改名を果たした。 論文内

ではさらに、 あるところではそれは 「造家」 と表現され、

またあるところではそれは 「建築」 と表現されているという

煩雑な世俗の現状についても指摘している。 伊東はその

ような 「造家」 か 「建築」 か、という問題をアーキテクチュー

ルの原義に立ち返ることで整理して見せた。 あまりに飛躍

的に思われたのか、 「学会」 から 「協会」 へ、 ということ

については退けられたが、 しかし、 その根拠として示され

た 〈学／術〉 の対比によって、理論と実践の往復なくして、

建築というものを追究することは困難であることを明確に提

示した。

　〈建築〉 というときそれは、 到達されるべき観念と、 達成

されるべき実践が、 それらが同時に進行し行わなければ

ならないとし、 それを司る者達の使命は、 それを可能にす

るあらゆる知識を統合しなければならない、 ということであ

る。

　西欧文化の受容期において 「造家」 から 「建築」 とす

ることで、 日本においてそれ自体と、 それに携わる者の

社会的地位を確立しようとする思惑が伊東には少なからず

あっただろう。 しかし、この論文が指し示したのはまさに〈建

築〉 のその総合性であり、 〈建築〉 があらゆる知の統合的

な術であるということだろう。

　日本文化における 「建築 （アーキテクチャ－）」 の概念

の受容期においても、 当時の建築界の議題に上がってい

た 〈建築／造家〉 〈学／術〉 の問題に連動して、 建築の

その工学でも芸術でも的確に捉えることができない性格が

問題とされ、 建築の総合性が論じられていた。 〈建築〉 を

志向したことで統合的な作用が働いた。 ではなぜそのよう

に理解される運びとなったのか。 伊東も言うように、 アー

キテクチャーの語の歴史を遡ると古代ギリシアにまで行き

着く。 本稿においても今一度そこに立ち返り、 その出発を

探ってみたいと思う。
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　アリストテレスによる説明だとそれはアルケー 「事物の根

本の原理」 から出発する。

「事物のアルケー [ 始まり、 原理、 始動因 ] というのは、

…… （五） 動かされる者どもがそのように動かされ、 転

化するものどもがそのように転化するのは或る者の意思に

よってであるとき、 この或る者がまたアルケーと呼ばれる。

……諸々の技術においても、 ことに建築関係の緒技術を

指図する棟梁の術が、 アルキテクトニケーと呼ばれるのは

そのためである。」 [ 出 訳 ,1968:131]

　「諸々の技術」 ＝テクネーとは芸術も含んだ広く一般な

技術のことであるともアリストテレスはいう。 実際、 建物の

企画、 設計、 制作を行うという建築家の職能は、 諸々の

事物の原理を司り、 諸技術 （者） を管轄する統括的な技

術であった。 つまりアルケーのテクネー （することのテク

ネー）、 アルキテクトニケー （ ・ テクネー） なのである。 あ

るいは、原理 （アルケー） を知る、建築家 （アルキテクトー

ン） の技術 （テクネー） である。 それはあらゆる原理 （人・

物 ・ 事） を統括し、 一つの全体へと導く、 統合術というこ

とである。 建築というものはそのような万物を統合するよう

な総合的な知であるという歴史はかくも古いものである。

　しかし注意したいのが、 「…. と呼ばれるのはそのため

であった。」 とあるように、 建築行為にその語が与えられ

ていたという事実は、 これは建築行為をそのように定義付

けているということではない。 建築行為がそう呼ばれてい

たのは、 実際そのようなものとして建築家の技術があった

という事実から連想されているということである。 建築家が

行っていたのは、 ある理想や理念の具現化ではなく、 あ

らゆる知を善き方へ統合することであった。 イデアのテク

ネーではなく、 アルケーのテクネーなのである。 とはいえ

現実にはその言葉に相当するようなものは建築行為を除

いて他にはなく、 時代が移るにつれてその語は広く一般

的に建築へと固定されていったのだろう。 神話となっても

致し方あるまい。 「建築は総合芸術である。」

　一方で他の言語圏では日本語において建築という対訳

を与えられているその語は 「原理を統べる術」 という意味

合いが強く残っているし、 それを受けて日本語においても
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「アーキテクチャー」 というカタカナで表現することが特に

情報技術の分野で広まっている。 仮に、 便宜的にそれら

の語を 「＋原理」 として解読しようとすると、 途端に意味

が了解しやすくなる。 例えば構法のことであれば 「naval  

architecture」 → 「造船 （の原理）」 となり、 設計思想

のことであれば、「ネットワークアーキテクチャー」 → 「ネッ

トワークの構築 （の原理）」 ということになる。 このことが

示す通りに、 やはり 〈制作的な動き〉 には、 そこの周りの

原理をまとめ上げるという力が作用するということなのだろ

う。

　〈制作〉 を行うということはその周り下位の原理をまとめ

あげ、より上位の原理に統合する。そうしてある全体、秩序、

観念に到達する。 そのプロセスこそが重要である。

　現存する最古の建築理論書を記したウィトルウィウスは、

全十書からなるその古典の冒頭の直後、 第一書の第一章

の１において、 建築という知はまず制作と理論から成り立

つと説く。 このうちのどちらかを欠いては、 それは 「意図

されているもの」 [ 森田 訳 ,1979:3] の獲得には至らない

という。

「建築家の知識は多くの学問と種々の教養によって具備さ

れ、 ……それは制作と理論から成り立つ。 制作とは絶え

ず練磨して実技を考究することであり、 それは造形の意図

に適うあらゆる材料を用いて手によって達成される。 一方、

理論とは巧みにつくられた作品を比例の理によって証明し

説明しうるもののことである。」 [1979:2]

「それで学問をかえり見ないで腕の方に習熟するよう努め

た建築家は努力のわりには権威を獲得するようになりえな

かったし、 また理論と学問だけに頼った人たちも本体でな

く幻影を追求していたように思われる。」 [1979:3]

　さらに、 この 「制作」 と 「理論」 についてウィトルウィウ

スはそれぞれ、 制作は 「意味が与えられるもの」、 理論は

「意味を与えるもの」 という書き方をしている。

「実に、 すべてのものには、 特に建築には、 この二つす

なわち意味が与えられるものと意味を与えるものが含まれ
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ている。」 [1979:3]

　意味が与えられるものとは、 つくられるもののことであり、

つまり、 実際に具現化するもののことである。 しかし、 そ

れは単なる物理的な物ではなく、 体系の中に関係付けら

れて然るべき姿を提示して 「語られる」 （意味を与えられ

て有する） ものとしてのモノ （object）、 あるいはイメージ

のことである。 意味をあたえるものとは、 つくるもののこと

であり、 一般から集められる様々な理への理解の 「展開

される解明」 （意味を与える） として発せられるモノ （言葉）

である。

　そうした制作と理論から成り立つ建築の始まりについて

ウィトルウィウスは第二書で概観している。 人類が最初、

原始的な生活を送っていた時、 偶然に自然火を発見した。

最初は恐れをなしたが、 次第に火の暖かみを体験し、 多

くの人を呼びよせ、 集まり、 そうして火の発見によって人々

の間に往来が生まれた。 そうして集団ができると、 競争的

な工夫がはじまり、 日々改良された家を造り上げることに

なるというのである。 [1979:34-35] さらに続けて、

「人間は本性において模倣的であり学習的であるから、 毎

日互に発明を誇って家の出来栄えを示し合い、 こうして競

争によって技能を鍛錬して一日一日と鋭い判断の持ち主

になって行った。 最初は二股の支柱を立て、 その間に枝

を配置し、 泥で壁を塗った。 ある者は泥塊を天日で乾か

して壁を築き、 それを木材で繋ぎ、 雨と暑さを防ぐために

芦や木の葉で覆った。 この屋根は冬の雨季に大雨を支え

ることができなかったので、 泥を塗って傾斜をつくり、 屋

根に勾配をつけて雨の水を流下させた。」 [1979:35]

　こうして家の仕組みが確立したときに、 さらに他の地に

おいて同様に家づくりを行おうとするときにその地で材料

や条件がことなるとき、 さらなる工夫によってこれらを解決

した。 そのような営みのなかで人々は徐々に 「意味を与

えるもの」 と 「意味が与えられるもの」 にささえられた構

造を自覚し、 建築家の術である 「制作」 と 「理論」 が発

明されることになるということをウィトルウィウスは言うのであ

る。 ウィトルウィウスは原初の家の成り立ち、 建築の仕方

の成り立ちをこのように洞察し、 その中で 「意味を与える
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もの」 「意味が与えられるもの」 という二つの軸によって説

明される建築の在り方について思い至るのである。

　ウィトルウィウスは当初 「すべてのものには」 と言ったが

実際そうである。 意味を与え、与えられる。 これはほとんど、

デザインすること、人間の一つの存在の仕方すなわち 〈制

作性〉 のことを表している。 さらに言えば、 ウィトルウィウ

スによるこの 〈建築〉 に対する洞察は形而上学的なものと

は異なり、極めて現象学的であると言える。 建築における、

建てることに先行するアプリオリな本質 〈イデア〉 につい

てはひとまずここでは想定されていない。 そうではなくて、

建てること、 建てようすることで創発する建築に具わる力こ

そを説いているのである。 意味を与える、 とは意味を既に

有するということであり、 意味を与えられるとは、 意味を有

しつつあると読み替えることができる。 これはメルロ＝ポン

ティが展開する言語論に通ずるものである。 ウィトルウィウ

スのその著書 「建築書」 を、 私は 「古典」 といったが、

しかしそれは現代思想にもつながるものであった。

　メルロ＝ポンティの哲学は眼前の現象の分析から世界を

分析しようとする現象学的立場に立っている。 彼の現象

学は、 現象を知覚する主体 〈身体〉 を軸として、 〈身体〉

が事物を知覚することによってそこに世界が開かれている

というものであった。 そのメルロ＝ポンティは、 言葉は何

らかの意味に対応された記号ではなく、 思想を代弁する

ものでもなく、 言葉自体、 意味が宿る身体であり、 言葉を

語ることで思想がやって来るという。

「言葉は、 言葉を語る者にとって、 すでにでき上がってい

る思想を翻訳するものではなく、 それを完成するものだ。」

[ 竹内 小木 訳 ,1967:293]

　ここに言葉それ自体に積極的に意味を発現させるという

ことが想定されている。 言葉は単に既にある事物を言い表

すだけなのではなく、 言葉の中に、 言葉自体に伝達され

る内容が創造される可能性が秘められているというのだ。

例えば我々が歌なり詩なりに、 ある感動を覚えるとき、 ま

るで今の自分の心の内を転写されてしまったかのような共

感を覚えるとき、 それはその歌詞の中で使われている言

葉の単語的意味、 文法的用法、 慣用的表現の意味を大
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きく超えたものとして、 その意味内容を我々がこれを了解

していることだろう。 その発せられた言葉はそれをうけとる

者にとって予期せぬ意味をもって迫ることがあるのだ。

　そしてメルロ＝ポンティは言葉を 「語る言葉 （parole 

par lante）」 と 「語られた言葉 （parole par lee）」

[1967:321] に区別する。 「語る言葉」 とは意図された創

造的意味が発生する場所、 つまり意味が発生しつつある

言葉であり、 「語られた言葉」 とは既に意味が付加されて

いる言語的体系の中で語彙として使用可能な、 いわゆる

表現手段のことである。 「語られた言葉」 も元々は 「語る

言葉」 から生まれてきたものであり、 かつては創造的で意

味が発生しつつある動的な 「語る言葉」 が使用される度

に、 言語体系 ・ 文化 ・ 社会の中で市民権を得て慣用的

に使用されるようになり次第に定義的な意味を持つ静的な

「語られた言葉」 になるという。 あらゆる表現はこの 「語ら

れた言葉」 から出発することになるが、 しかし思わぬ用法

や、 ある限定的な条件によっては、 それによってなにか

新しく先見的なことが言われ、 そこに新しい 「意味」 が分

泌されそれがまた言葉にまとわりつく現象があるのだという

ことをメルロ＝ポンティは言うのである。

　このような事は哲学者や芸術家や作家においてにだけ

の話ではないだろう。 我々の日常においてもこのような言

語体験は何も特別なものではないと思われる。 例えば、

映画やドラマを見ている時にそこで語られるセリフによっ

て、 ある時の自分を思い出し、 当時はなんとも思わなかっ

たが、 あの時自分はこの人物がこのように語るように、 確

かに悲しかったのだ、 辛かったのだと、 ふと了解されるこ

とがある。 また、 自分が体験したことを他人に鮮明に説明

しようとするうちに、 そこに潜んでいた構造が露わになりあ

る観念に到達し、 はっとして 「つまりこれはこういうことだっ

たのだ」 という、 ある閃きを覚えることもあるだろう。 ある

事物や状況に対して慣例的な言葉ではなく、 全く別の言

葉によって言い当てられることがあるかもしれない。

　メルロ＝ポンティは 「言葉とは一つの所作であり、 その

意味するところとは一つの世界なのである。」 [1967:302]

というが、ここでいう「所作」「世界」とはなんなのか。「所作」

とはメルロ＝ポンティがいうところの 「身体」 における 「身

振り」 であり、 「言語的所作」 といえばそれは 「言葉」 で

ある。 「世界」 とはそうした 「身振り」 を通して 「了解」 さ
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れる他者と出会う場所である。

「私は私の身体によってこそ他者を了解するのであり……

〈了解された〉 〈他者の〉 所作の意味は、 その所作の背

後にあるのではなくて、 その所作が描き出している世界の

構造、 そしてやがて今度は私の方で捉えなおすことにな

る世界の構造とまじり合っているのであり、 その所作その

ものうえに自己開陳しているのである」 [1967:305]

　〈言葉〉 と同様に、まさに有機的関係の構築を目指す 〈制

作性〉 はこのように 「意味を与えるもの」 と 「意味が与え

られるもの」 によって成り立ち、 支えられているのである。

すなわち、〈建築〉 における 「理論」 と 「制作」 の実践とは、

事物と事物の相関を明らかにし、 それを最適化するという

ことではなく、自己と他者、事物と事物がともに生まれ直し、

それらが同じ地平に立った世界をその都度捉えなおすと

いう不断の作業なのである。 そのような意味で建築はある

統合、 すなわち 〈有機的関係にある全体として知覚され

る世界〉 へと向かわせているということはできないだろうか。

そしてその時、 ただ伝達されるメッセージのように、 〈建築〉

はその空間を人間にあけわたすように建築は在るのでは

なく、 そこに出現しつつある空間 （語る言葉） が構築物

（語られた言葉） によって 〈建築〉 （了解） されるのである。

そこには、 そのような事物つまり要素や現象を知覚する主

体の 「身体」 と経験、 すなわち 〈介在〉 が必要不可欠な

のである。
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世界の経験モデル
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3　自然の忘却

　ウィトルウィウスは建築家に実に多くのことを求める。

「願わくは、 建築家は文章の学を解し、 描画に熟達し、

幾何学に精通し、 多くの歴史を知り、 努めて哲学者に聞

き、 音楽を理解し、 医術に無知でなく、 法律家の所論を

知り、 星学あるいは天空理論の知識をもちたいものであ

る。」 [1989:3]

　実際建築において扱われる学問はそのように広範に及

んでいた。 さらに建築には 「用」 「強」 「美」 が備わるこ

とが求められており、 つまりそのためにそれらがどういうも

のであるかを知るために、 あらゆる原理と知に精通してい

なければならないのである。 そのような意味で建築とは諸

芸の統合的な術なのである。 そしてこのような建築の根本

ともいうべき捉え方は長い時が過ぎた現代においてもほと

んど色あせることなく啓示的である。

　しかし、あえて言うならば、「用」 「強」 「美」 というパラメー

ターをある一定の水準以上に満たしていればそれが 「建

築」 ということではないし、 ましてやそのパラメーターの操

作が 「建築行為」 ということでもないだろう。 前述の通り、

建築とはまさにあらゆる知に対して統合的なのであり、 そ

のようなものでおいてこそ、 人間の存在や感情に作用す

るものとなり得て、 時を超える文明や文化となるのである。

言い換えるならば、 この 「統合」 への動き、 その移動性

こそ建築の本質ともみることができるだろう。 さらに建築は

それ自体が完全としてありそれらの作用を発現するわけで

はない。 「統合」 には既に統合されるモノ、 すなわち 〈他

者〉 がいることが前提となる。

　建築の本質をその原始に遡ってシェルターと言う時、 必

ずしも 「外」 に対して守られるべき 「内」 を確保するもの

として建築があるという意味でそう言うのではないだろう。

確かに原始の時代においての 〈外〉 は 「自然」 や 「外敵」

といった物理的な脅威 （暴力） そのものだったのであろう

から、 生命を守るシェルターという意味合いは強いだろう。

しかし重要なのは、 シェルターと言う時、 そこには常に然

るべき 「外」 や 「他者」 の存在が前提とされていることで、
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それらとの関係がどのようなものであるかということが問題

である。 それらとの関係性をある仕方で自覚するというとこ

ろに人間的な空間の出現があるとすれば、 その 「仕方」

として建築があったというところが原初的なのではないだろ

うか。 建築以前、洞窟なりに潜んでいた頃から人間は 「動

物」 や 「大地」 などの 「外」 を壁に描くことで直接的に

世界との関係を表現し、 そこから言葉が生まれた。 その

時点で人間の住まいは動物の巣とは区別される。 さらに

言葉を持って洞窟から出て道具を発明して、 ある時 「建

てること」 を創めた時、 そのような仕方で世界との関係を

表現し、 新たな人間の空間がつくられ始める。 「防御」 と

いう意味では端的にいって原始の人間の住まいなんかよ

り、 生態系の中の生き物たちの巣の方が機能的であった

り合理的であったりすることの方が多いだろう。 人間の空

間と動物たちの巣やその構築物とは根本的にその成り立

ちからしてその性格は異なるのである。 家もそうだが、 人

間の 〈建築〉 というものは完全に合理的でも、 完全に非

合理的でもない。 シェルターというのはつまり 「外」 や 「他

者」 の存在というのがその語に強く意識されていて、 それ

らとの間に取り交わされる意味 〈関係性〉 の具体的な表

現として建築は表れ、 建築は人間を世界に住まわせること

を助けているという意味において、 それは人間的であり、

あらゆる場面に通じていて本質的ということが出来る。 例

えば、 教会建築にしても、 それが悪魔的な何かに対する

シェルターといえばそうであるし、 そうしてそれを象徴とし

て天にある神の保護のもとの世界が形成され、 そこで人々

は安心して暮らせたのである。

　建築が在る時、 然るべき 「外」 が想定されているという

ことは、建築が 「外」 に 「対して」 在るということではない。

「外」 と共に在って、 相互に介し合って、 人間の空間、 〈世

界〉 を作っているのである。

　実際、 我々は全て、 建築を通して世界を経験している。

我々は自然現象や社会構造、 文明の変遷を、 世界の中

で起こるありとあらゆる事象を、 建築を通して理解し体験し

ている。 右と左、 奥と手前、 上と下、 という最も基本的な

空間理解にはじまり、 窓を介して光と影を知り、 ドアを通っ

て寒さと暑さを分け、 屋根の下の乾いた寝床に伏すことで

その心身を安らげることができる。 ガストン ・ バシュラール
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はこのように表現する。 すなわち、 「家は肉体とたましいな

のである。 それは人間存在の最初の世界なのだ。 ……そ

してわれわれの夢想のなかでは、 家はいつも大きな揺籠

なのである。」 [ 岩村訳 ,1963:41-42] と。 個人が家を通

して隣人と接し社会と関係するように、 「家」 である建築と

は、 人間がそれを通して自らが置かれた環境と接するイン

タフェースであり、 世界に介在するための最も基本的な場

所、 精神的かつ物質的ランドスケープである。 建築がそ

の様に環境に対しての物理的なシェルターとして在るだけ

でなく、 合わせて環境との関係の中での精神的意味をも

つ時、 はじめてそれは 「揺籠」 であり、 そして我々はそこ

で安心して暮らすことができるのである。 そこにその 〈生〉

を置くことができるのである

　今日の建築や、 それを取り巻く状況は果たして 「揺籠」

足りえているだろうか。 自らの置かれている全体的な環境

を正しく理解し、 諸芸術、 諸技術を監督し、 我々の住む

べき介在する世界の構築に貢献しているだろうか。 現実の

それらが行っているのは、 「諸術の統合」 というより、 むし

ろその逆であり、 諸原理の分類とその単純化であると言わ

ざるを得ないのではないだろうか。 特に都市部においては

ある分裂的な状況を写し出している。

　一層複雑を極める社会に対して、 人間の精神を写すも

のであった建築は、 替わって、 時代の精神を反映するこ

とで応答した。 〈外〉 に対して自他ともに生まれ直す、 そ

れを捉えなおすという介在的な方法ではなく、 ほとんど事

物間においてはインプットとアウトプットの量的変化に追従

するかたちの反射的で連続的な方法である。 外的な要請

に対して、 即時的かつ即物的な方法で、 部分的な環境の

中におかれる建築はその状況において分裂する。

　近代化の時代を経て、 高度の都市化が進み、 大規模な

生産と消費の構造が作り上げられ、 全世界的な均質化の

渦中にある現在、 建築は大きく分けて二つの主題による

状況にほとんど分裂してしまっている。

　ひとつは、 社会性という大義名分を得て実際的な問題

の解決にあたる、 人間の要求を市場の欲求と交換する疑

似的な合理主義による 〈道具化〉 への傾向である。 ウィト

ルウィウスがいうところ 「用」 の肥大化である。 〈空間〉 の

創造が、 量的な用途空間の需要と供給によって行われて
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いるのである。

　もう一つは、 「欲求」 を原動力とした商業主義による、

その存在価値を形態や色彩等による視覚的なイメージに

よってのみ訴えようとする 〈審美化〉 への傾向である。 こ

ちらは先の 「美」 の肥大化である。 それはかつての美し

く 「在る」 という捉え方から、 美しく 「見える」 という知覚

の対象としてのモノ 〈object〉 としての価値を優先するも

のである。

　いずれもその 〈人間／建築〉 という 「存在」 （その仕方）

ではなく 〈人間〉 と 〈建築〉 というような 「存在者」 の方

へ向かう動きと言うことができる。 そうして事物をより定量

的に扱う仕方で人間環境は整備され利便性は増したが、

〈建築〉 が 〈制作性〉 の内から脱落し、 個別の原理によっ

て自己自律的に成立しようとするのである。 このような分裂

的な状況において、 世界との介在の方法としてあったは

ずの建築のその精神的意味は見失われる。 自己が含まれ

るべき世界が分裂し、 自己が分散される感覚、 いわゆる [

アイデンティティの喪失」 というものがそのように引き起こ

されるということもできるだろう。 人々が現代的な建築や都

市生活を憧憬し、 またそれに高揚しながらも、 一方では

建築や都市に対してなんらかの不信感や疎外感を少なか

らず抱いてしまうのは、このような個別の事情や原理に従っ

て作りあげられたそれぞれの部分的な環境の中での仮の

価値を優先する分裂的な状況に起因する。 彼らは 〈建築〉

という、 その世界に存在するため一つの仕方を失ってし

まったといっていいかもしれない。アイデンティティの喪失。

自分探しの旅に出ている場合ではない。 我々は世界を探

さなければならないのだ。

　そこでのもっと一般的な問題を挙げるとすれば、 「豊か

さ」 とか 「幸せ」 というものが量的なものであるという錯覚

に陥ってしまうことが危惧されることである。 相対的なもの

としてそれらを、 またその逆を感じ取ってしまう可能性があ

る。 しかし本来それらはそのように測れるものではないは

ずだ。 量的にはその解決に至らないし、 また問題にはな

らない。 住宅の量ばかりに注意がそそがれて、 全ての人

に住宅がいきわたれば、 人々が豊かになれるか、 幸せに

なれるかと言われれば、 そうではないはずである。 暮らし

は質的にも満たされなければならない。 また、 各々の 「豊

かな建築」 や 「幸せな建築」 を比べることはできないし、
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そのような比較は意味の無いことである。 それらはその場

所、 自然、 時間、 自己を含んだ環境の中でそのように 〈了

解〉 されるものなのだから。

　なぜそのようなことが可能になったのか。 真っ先に指摘

されるのが近代的思考における 〈自然の忘却〉 である。

すなわちデカルト的二元論おける自然の客体化である。

〈制作性〉 を発現するのに、 出会うべき 「他者」 が喪失

し、 そうしてともに生まれ直す契機を失い、 自己再生成を

繰り返す。 これは、ボードリヤールが言う、いわゆる 「シミュ

レーション」 の後の 「シミュラークル」 という問題にも繋が

るだろう。 〈近代性〉 はそのように 〈制作性〉 を歪め、 統

合へとむかわせる力を奪い去るというかたちで 〈有機的な

全体〉 の解体へと働いたのである。 自然や地形によって

規定されていた場所が、 別種の原理の出現によってその

ための空間に置き換わりそこが 〈場所〉 でなくなる。 それ

と同時にそこでの共同体や無意識も失われる。 それはか

つて生きていたものが、 近代の時代にまるで寿命が来た

ように死んだのではない。 我々はそこに殺風景をみるので

ある。 ある力によって 「殺された」 風景である。

　近代の発展と自然の忘却はどのようにして関係している

のだろうか。 近代科学が開かれるには、 まずモノとココロ

が完全に分離される必要があった。 西洋近代モデルにお

ける科学的な姿勢の基本とは、 事物を客観的に捉え、 分

析し、 また客観的に記述することだからである。 デカルト

の有名な命題 「Cogito,ergo sum （我思う、 ゆえに我あ

り）」 に象徴されるのは、 このような事物から精神が退く事

態である。 デカルトにとっての 「存在」 はその主体だけに

しか基盤を持たず、 その周囲の事物との関係はその存在

に全く影響しないのである。 デカルトはそのように、 精神

をもつ主体の絶対性を言うことで、 それ以外のモノを決定

的に分離したのである。 そうして、 あらゆる事物から具体

性や意味が取り除かれ、 それらを物理的で抽象的で量的

な完全な客体として扱うことを可能にしたのである。 主体

以外の物には精神は宿らないのだから、 それを注意深く

扱う必要がなくなり、 そのような意味で人間をより自由な存

在にしたのである。

　こうして主体の絶対性のもとに、 あらゆるものが客体化す

ることで、 近代的な思考の土台がつくられる。 客体化の対
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象となるのは物だけではない。 動物や自然もそこには精

神との関連はみられないとして客体化される。 つまりそれ

らはそれら以外の 「モノ」 とほとんど同じようにみることが

出来た。 そうして、 それらを人間の利益のために利用す

ることを可能にする。 人間主体に対しても、 さらに主体と

しての自己と客体としての他者というように分化してみせる

ことができる。 他者の客体化は社会学成立させる一方で、

個人主義のような思想を可能にした。 さらには自己自身に

対しても、 自身の肉体は精神とは別のものだから、 精神

が主体で、 肉体は客体とみなすことができた。 肉体の客

体化は医学の発展に関係する。

　このように近代は世界を客体化しその意味で人間を自由

にしてきたわけである。 〈自然の忘却〉 というのは自然の

客体化のことであり、 なにも近代の時代に自然が遠のいた

り、 失われたりということではない （現代においては実際

に遠のきつつ、 失われつつあるが）。 また人々が近代的

な生活の中で自然に対して関心がなくなったということでも

ない。 世界の捉え方が変わり、 同時に自然との出会い方

が変わってしまったのだ。 結果として 〈有機的関係性のう

ちに保たれている全体的な環境〉 は解体されることになる。

とりわけ近代建築においてはその傾向は顕著であった。

なぜならそのドグマこそは旧態依然からの離脱であり、 そ

こには非場所化、 普遍化、 合理化、 産業化が徹底されて

画策されていたからである。

　近代以降の客体化された自然とは、それはかつての 〈自

然〉ではない。 既に本稿でも使用している〈自然〉には様々

な自然が錯綜しているが、 今一度ここで整理したい。

　我々が普段何気なしに使用している 「自然」 という言葉

にも様々な意味がこめられている。 「こうするのが自然だ。」

「自然が多くのこっている。」 といった具合に様々な意味と

用法があげられる。 しかし前者の形容的に使う 「自然」 と

自然環境をさしての 「自然」 は明らかに別種のものである。

　「しぜん」 と聞いて最も人々に連想されやすいのは、 山

や川や海、 動植物、 非人工物としての 「自然」 だろう。

あるいは、 「非人工」 という感覚はもはやなく、 「外」 の全

体的なイメージかもしれない。 より厳密に 「非人工」 とし

て区別し一般化するならば、 それは生態学的自然であり、

自然科学の対象とする領域、 いわゆるデカルト以降のハ
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イデガーがいうところの 「死せる自然」 のことである。 これ

は明治以降よりの英語 「nature」 の訳語として当てられた

再利用的な 「自然 （しぜん）」 という語であると言えるだ

ろう。 再利用というのも古来より日本には同字の語 「自然」

が存在したのだ。 これは 「じねん」 と読むのだが、 それ

はまた別のものを表現していた。 今では仏教用語としての

性格の方が強いが、 こちらは、 その熟語の構造 「自 （ず

から） 然 （らしむ）」 が示すように、 事物が自ずと在る様

子を示し、続いて 「本性」 「本質」 という意味につながる。

「自然な」 「自然に」 といった形容動詞、副詞としての 「自

然」 の用法も、 こちらの 「自然 （じねん）」 の派生形であ

ると考えた方が、 理解が容易である。 あくまで 「自然」 が

本来的に示しているのは、 「自ずと然りある」 状態、 「死

せる自然」 ではなく 「生ける自然」 のことであって、 人為

的なもの以外の全て、 つまり、 山や川や海、 岩や木、 動

植物をひっくるめたある領域とその領域で起こる現象の事

ではなく、また副詞や形容動詞として修飾に使う場合も 「そ

のような領域 ・ 現象が在る ・ 起こるように」 という意味では

ないことに注意したい。 自然とは 「自ずと然りあるように」

それらがあるのである。 「自ず」 というところを、 本稿では

キーワードとしたい。

　それでは、 自然に対する近代のパラダイムシフト、 「生

ける自然」 から 「死せる自然」 はどのような問題として立

ち上がってくるのだろうか。 このような自然 （自ずと然りあ

る） から、 近代において客体化された自然に以降したこと

が、かつての 〈有機的環境〉 の解体に働いたことを、オギュ

スタン ・ ベルクは指摘している。

「近代が提起する一つの―本書においては主要な―問題

は、 伝統的社会を特徴づけていた、 そしてたとえばアイト・

ムハンドの建築には、 見たとおりいまも顕著な、 あの 『風

景の深い意味』 が失われたことである。 かつての社会、

つまり近代性である何かが生じる以前のあらゆる社会で

は、 日常的実践が美しい風景を生み出している。 その風

景にかかわる人々は、 現に心地よく感じるし、 そう感じて

もいた。 また訪れる私たちには、 それが美しいことがわか

る。 これに対して近代社会では、 まったく逆のことが生じ

ている。 日常の実践が醜さを生み出しているために、 人々
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は 『特別な手段』 で風景を保存することに気を配ってい

るのだ。」 [ ベルク著 木岡訳 ,2011:76]

　ベルクは人間の風景への志向を 「風景の知」 と 「風景

についての知」 にわける。 「風景の知」 は上記引用の中

で 「風景の深い意味」 と対応するものである。 ベルクによ

れば 「風景の知」 とは、 例えば中国世界における 「道」

や 「天」 の思想、 あるいは 「風水」 のようなもので、 そ

れは自然に由来していて、 ほとんど無意識のうちに人間

の環境をひとつの調和へもたらす調整役のようなものとし

てあったという。 [2011:82] （ベルクは現代の 「風水」 と

古代中国における 「風水」 を区別することを示唆する発

言をしていることに留意しておく。 ここでは後者の 「風水」

であると思われる。） 彼が訪れたモロッコのハイアトラス山

脈の、 とあるアイト ・ ムハンドという村でも、 村がその地に

融合して調和を生み出していたのは、 「その土地が有する

資材、 技術、 技法、 手仕事、 社会的価値」 の他に、 アスッ

キフという一種のバルコニーによる村全体とその下に控え

る農地、 つまり渓谷全体を見渡す、 「恒常的に一つの視

線」 「一つの自覚的な視線」 によって育まれていて、 そこ

には 「風景の知」 が働いているからだとした。 [2011:59]

イオニアと中国文明の同時期に 「自然」 の思考が考えら

れるようになったのに対して、 西洋では近代物理学が成り

立ち、 一方中国でそうならなかったのは、 西洋では自然

を完全客体化したのにたいして、 中国ではその宗教的基

盤を失わずに神格な性格をとどめ道徳や政治などと切り離

されることがなかったからだという。 [2011:40] つまり近年

まで中国では 〈自然の忘却〉 がなく、 崑崙山脈の 「気」

のような自然信仰的な宗教観のもとに一つの有機的関係

の全体性を保っていたのである。 大躍進、 文革時代、 「風

水」 は迷信や占い、オカルト的なものとして弾圧されたが、

しかし風水に基づく 「四合院」 や 「蘭」 や 「亭」 のように、

そこには明らかに建築の形態と周辺への環境への調和が

みてとれるのも事実である。

　もう一方のベルクが問題視する 「風景についての知」 と

は風景を語る術であり、 風景を賞味する態度であり、 その

為の風景を整備するためのものである。 上記引用では「特

別な手段」 と対応しているだろう。 ベルクは 「労働」 の 「外

閉」 によって 「風景についての知」 が可能であるという。
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[2011:28] 「労働」 とは大地に働きかけることで通常以上

の稔りをあげさせることであり、 それは環境の改変、 つま

り人間の本性である 〈制作性〉 のことであるということがで

きる。 その主体と所作が一致していたころは、 「風景の知」

が働いていた。 しかし社会の基本的特徴ともいうべき 「分

業」 によって、 いつしか 「大地に働きかける」 から、 「（他

人に） 大地に働きかけさせる」 になり、 そのようにして有

閑階級がうまれ、 都市がうまれる。 都市から自然への志

向は、 「労働」 （＝ 〈制作性〉） が 「外閉 （ロックアウト）」

されているので、 利害の関係を超えた視線となる。 そのよ

うにして自然を純粋に認知の対象とするところに近代的自

然観がうまれ、自然を純粋に観賞の対象とするところに 「風

景についての知」 が生まれるとベルクはいうのである。 ベ

ルクが 「風景についての知」 を問題視するのは、 そうし

た 「労働」 が 「外閉」 された視点で環境改変が行われる

からである。 それはつまり 〈制作性〉 からはずれた 〈制作〉

を可能にするということである。 〈自然の忘却〉は〈制作性〉

を歪めてしまうのである。

　またベルクは、 「風景についての知」 と起源を同じくす

る西洋近代的科学、 二元論的思考は 「風景」 とは相容

れないものとする。 近代科学の客体としての 「宇宙＝普

遍 （ユニヴェール）」 の空間は 「脱中心的 ・ 等質 ・ 等方 ・

無限な空間、 普遍的で純粋にデカルト座標による計測が

可能な空間」 であり、風景のような感覚における空間は 「特

殊で中心的 ・ 異質的 ・ 方位的な空間、 地平―相対的で、

計測に還元できないものでしかありえない、 なぜならそれ

は到達不可能だから―によって限定された空間」 である

という。 [2011:84] 近代思考のそれは完全に風景と反し

ているようなものであると言える。 また同様にして、 「宇宙

＝普遍」 は、 人間存在の世界、 質的で統一的な 「宇宙

＝秩序 （コスモス）」 を否定するともベルクはいう。 そこに

は、 それが最も正しく、 最も美しく、 最も善い、 というよう

な秩序、 その 「最も」 というような最上級は一つの観点が

想定されているが、 その 「宇宙＝普遍」 はその観点の存

在をまず拒絶するからである。 近代が主体と客体を対立さ

せることで打ち破ったのはこうした統一であり、 それがもた

らしたのは事物との関係が希薄な無世界である。 〈自然の

忘却〉 とはそうした人間環境の 「脱宇宙化」 であるといえ

よう。 そもそもである。 二元論、 あらゆるモノを客体化して
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対象化しようとする論理は、 〈有機的全体〉 の志向とは相

いれないのである。

　「自ずと然りある」 自然を認知するのは同じである。 しか

し 「労働」 なしに 「自然の稔りを享受」 するのは夢想である。

「労働」 〈自然との介在〉 によって直接的にその環境の改

変 〈制作〉 に関わるのでなければ、 そこには存在に関す

る意味や質を見出すことは出来ず、 ただその生産される

虚構を消費するだけになる。 二元論による自然の客体化

は、 〈制作性〉 において 〈介在〉 すべき他者を虚構へと

すり替え、 そのようにして有機的関係の構築へとむかわせ

る統合的な力を解体したのである。 〈自然の忘却〉 のうち

に人間の 〈制作性〉 は歪められる。 それでは、 そこに真・

善 ・ 美を感じ取れるよう 〈有機的関係が保たれた全体的

な環境〉 をつくることはできないのである。 本稿がとりわけ

〈自然〉 を重要視しそこから学び直そうとするのは、こういっ

た事情でもある。
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５　存在の方法として

６　生きられた自然
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４　Fri lu fts l iv - フリルフスリフ -

　その国はスカンディナビア半島の縁にあり、 南端から西

に回って北端まで伸びる。 そして中央ヨーロッパとは海を

挟んだ北側にある 「北欧」 の一角を成す。 南北に長い国

土の一部は北極圏に達し、 その陸地のほとんどは山岳地

帯であり、 まさに中央部からしてみれば 「辺境」 というこ

とができるだろう。 しかし辺境であるからこそ、 中心的で主

流とされている思想の客観的立場のうちに独自に築かれ

た文化におけるある特徴的な観念―とりわけ中心で問題と

されているものに対して有効であると思われ、 しかしそれ

を中心に求めても取り出すことのできない―を差し出すこ

ともあるだろう。 フィヨルドによる長大な海岸線とスカンディ

ナビア山脈に囲まれた雄大な山麓を背景にして、 今でも

多くの孤立しているようにすら思われる山間や沿岸地域の

集落で、 暮らしている人々がいる。 中には伝統的な生活

様式に則った暮らしを実践している地域もある。 しかし彼

らは取り残されているわけではない。 ノルウェーはその豊

かな国庫を背景に福祉国家の姿の実現をするべく、 いか

ような僻地においてもインフラストラクチュアがくまなく張り

巡らされており、 そこで暮らすことを望む人々がいる限りそ

の暮らし方を国や地方自治体の行政によって保障されると

いう社会福祉立国なのである。

　ノルウェーの人々の多くが都市の中心からは離れた郊外

に住いを構え、 同時に自然の中で過ごすための別荘や小

屋を持つことがよく知られている。 ノルウェーにある全住戸

約２４６万のうちのその半数をわずかに超える約１２８万個

が自然を開墾した土地に建てられる木造の一戸建てであ

る。 [2014 年度 Stat ist ics Norway 調べ ] さらに国内の

別荘、 ホリデーハウスは約４5 万戸 [2015 年度 Stat ist ics 

Norway 調べ ] におよび、 国民４９０万に対して、 １1 人に

１戸の計算になる。 ノルウェーにおいてはいわゆる 「田舎

暮らし」 と呼ばれるような、 生活の大部分を自然に依拠し

た暮らし方や、 その地域を訪れ一時を過ごすことなど、 自

然を常に志向するような文化は、それは時代に対する 「遅

れ」 などでは決してなく、 また世俗的なキャンペーンでも

ない。 ノルウェーには明らかに能動的に自然を志向する

趣向があり、 それが生活文化と深く結びついているのであ

る。 我々日本人が都市の中心に、 駅から徒歩何分圏内か

ノルウェーの伝統木造家屋の集落の様子

これは移築したものによる再現だが、地方には多くのこのような集落が数多く残っ

ている。

撮影 ： 白岩透
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によせ集まるように、 彼らは自然を志向するのである。 そ

れはクリスチャン＝ノルベルグ ・ シュルツが主張したとおり

の 「精神 （ゲニウス）」 がそこにはあるということができる

かもしれない。

　いずれにせよ、 往時において基本的であったはずの自

然に寄り添い、 〈有機的関係〉 にある住まい方と呼ぶべき

ものがそこには垣間見られるということができよう。 自然に

出会う世界が開かれるように生活環境が展開される生活文

化である。したがってノルウェーの自然を重要視する思考、

その文化は、 ノルウェーの国土の地理的状況、 つまりノ

ルウェーのその自然ありきのものであると断定し、 牧歌的

なその風景の中にノスタルジーを思い浮かべているだけに

は惜しく、 そこでの暮らし方や文化その思考には、 自然

の捉え方に関する重要な示唆があるように思われるのであ

る。

　北欧と呼ばれる地域一帯には地理的な関係以上に複雑

な歴史がそこにはある。 古代からヴァイキング、 初期ノル

ウェー王朝から、 １４世紀末から４００年あまり続く同君連

合時代 （連合というが実質は列強による支配的な体制）、

スウェーデンへの割譲へと続く。 文化的にも政治的にも入

り乱れながらも、 属領下にあった時代においても、 という

より属領化にあったからこそ自らの民族意識は強く意識さ

れていて、 独立への動きは強くなる。 事実、 スウェーデ

ンの支配下の時代においては独自の憲法を制定し、 独自

の議会を開いている。 そうした民族意識は１９世紀のロマ

ン主義の煽りを受けて、 国土の自然や農村文化を称揚す

るように働き、 芸術面ではヨハン ・ クリスチャン ・ ダール

に代表されるようにノルウェーにおけるナショナル ・ ロマン

ティシズムが開花する。 そうして１９０５年の独立へといたる

のである。 ノルウェー人のそのアイデンティティの根源はノ

ルウェーのその特徴的な国土とその生活風景にあるといえ

る。

　ノルウェーには自然と暮らしと自己を有機的に結び付け

る、 ある特徴的な概念が存在することを私は確認した。 ノ

ルウェー語で通常 「フリルフスリフ （Fri luts l iv）」 と呼ば

れるそれは慣習的に用いられてきた造語とされており、 北

ゲルマン語、 いわゆる北欧語とかノルド語とよばれる、 北

欧全般で通じる語び分解することができる。それに倣って、
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直訳するとすれば 「Fri」 は 「Free」、 「Luft」 は 「Air」、

「l iv」 は 「Life」、 すなわち 「自由な屋外の暮らし」 とな

る。 意訳するならば 「アウトドアライフ」 と言ったところだ

ろうか。 実際その理解で概ね障害はなく意味は通じるだ

ろう。 しかしその見出しで 「フリルフスリフ」 の全てを説明

するには不十分であるといわざるを得ない。 日常のそここ

こに自然が介在するという生活観は、 日本で言うところの

個々人の趣味的な、 いわゆる 「ナチュラル」 で 「アウトド

ア」 な 「ライフスタイル」 とは明らかに異なるのだ。 その

射程は単に生活の趣向や様式にとどまらないようにすら思

われるのである。 「Fri lu fts l iv」 の語が、 出版物において

初めて使用されたのは、 ノルウェーの劇作家、 近代演劇

の父とされるヘンリック ・ イプセンによる 『PÅ VIDDERNE

（On the heights）』 であるとされている。 実際はそれ以

前よりも存在し慣習的に使用されていた語であり、 前記の

通り、 ノルウェーの生活や文化の中には潜在的に自然へ

の趣向が含まれており、 ひとことに 「アウトドア」 といって

もその中に思惟があり、 深い意味があるのだ。 ノルウェー

体育大学でノルウェーのフリルフスリフと学習プロセスの関

係について研究を行っている、 ベェルゲ ・ ダーレはフリル

フスリフを次のように説明する。

「日曜日の朝、 みんなで一緒に朝食を取っています。 家

族全員がまもなく森や山に出かけることを知っています。

魔法びんには、 大人用にコーヒーや紅茶、 子ども用には

ココアがたっぷりと入っています。 その日の気温に適した

上着や装備を準備し、 バックパックに予備の服を入れま

す。 やがて、 大した話し合いや計画もせずに、 散歩やク

ロスカントリースキーに出かけます。 近所や知り合いの人

に会っては立ち止まり、 おしゃべりをします。 自然のいろ

んな様子や文化に関係する光景を見つけては、 話をしま

す。 服を脱いだり、 着たりしながら、 先に進みます。 それ

から最も大切な時間がやって来ます。 魔法びんを取り出し

て、 ご飯の時間です。 たき火をしたり、 話をしたり、 将来

の夢を語ったりします。 今度は家に向かっての帰りです。

体も少し暖かくなり、 汗も少しかきます。 帰宅してシャワー

を浴び、 みんなで夕食を取り、 そしてソファやじゅうたん

の上でくつろぐというのは本当に最高です。 このような生

活がフリルフスリフなのです。」 [ 高野編 ,2014:144-145]
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　まさに理想的な家族での休日といった風であるが、 ここ

で重要であるのが、 それらが極めて日常的なレベルで展

開されているということである。 「全員」 が 「知って」 いて、

各々が 「適した」 「準備」 をし、 「計画もせず」 出かける

のである。 ほとんどそれは日常に溶け込んでいしまってい

て、 夕飯の買い出しに出かけるようですらある。 このあたり

が、 一般的なアウトドアアクティビティやレジャーとは異な

るのということができるだろう。 フリルフスリフにおいて特別

な動機や専門的な知識は必要とされず （あるのだがそれ

らは慣習の中に溶け込んでいる）、 それは自然な生活風

景であり、 フリルフスリフを通して衣 ・ 食 ・ 住が関係づけ

られ統合されているのである。 これはまさに 〈自然という

尺度〉 を持った生活風景である。 フリルフスリフは様々な

次元で実践されている。 それは数時間に終えるかもしれ

ないし、数日間に及ぶかもしれない。 独りでも、友人やカッ

プルなど親密な関係な二人でも構わないし、 複数の家族

のグループや団体であっても構わない。 その内容は （目

的ではない） 近所の散歩か、 庭の掃除か、 畑仕事かもし

れないし、 海や川まで出かけての釣りや、 深い森に分け

入っての狩猟や、 裏山での採集であるかもしれない。 思

いたって、 通勤や通学時に車や電車ではなく、 自転車や

徒歩で出かけるなど、 途中で思いたっていつもとは遠回り

で （あるいは近道） 森や公園を通ることもフリルフスリフと

言ってもいい。 そのようなことだから、 フリルフスリフはノル

ウェー人にとってなんら特別なことではなく、 ダーレによる

とノルウェー人の 96% が 「自分たちもフリルフスリフを行っ

ていると話している」 という。

　フリルフスリフはノルウェー人にとってどのようなものなの

だろうか。 ダーレは、 「フリルフスリフ」 の特徴的な動機と

価値観をより一般的な自然との関わり方である 「ネイチャー

ライフ」 「アウトドアアクティビティ」 「スポーツ」 と対比さ

せること浮かび上がらせる。 「フリルフスリフ」と「ネイチャー

ライフ」 と 「アウトドアアクティビティ」 の主たる動機は三

つのうちに共通している。 一つは 「To be socia l ized」

である。 すなわち社交の場として、 それにおいて他人と

関わり、 他人との関係を築くという社交性を志向している。

もう一つは 「Physical  act iv ity」 である。 身体的活動の

場としてそれがある。 最後に 「Experience nature」 で
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ある。 自然を体験、 自然的なるものを享受することとして

それを受け入れる。 「スポーツ」 において異なるのは、 他

の二つは同じだが 「Experience nature」 にかわって、

「Master ing」 であるとする。 すなわち技術の習得、 あ

るいは極めるということ、 その確認、 自身の限界を試す

といったものである。 例えば競技スキーはそのコースタイ

ムや、 技の美しさが問われるのであって、 その時 「自然

を体験する」 という動機は低い次元となっていることだろ

う。 実際、 競技的なスキーは整備されたゲレンデやコー

ス、 施設、 人工的な環境を要する。 そしてそれは 「Socia l  

status」 「Economic」 という価値観に基づいているもの

とする。 すなわち社会的名声やそれによって得られる収

入である。 「アウトドアアクティビティ」 が基づく価値観は

「Socia l  status」 と 「Risk」 である。 ステータスは 「ス

ポーツ」 と同じだが、 「リスク」 が特徴である。 危険なと

ころに身を置くことに快楽を覚える、 というとなんだかアブ

ナイ奴という印象を受けるが、 危険性というよりは、 プラス

になるかもしれないしマイナスになるかもしれという不確実

性、 あるいは自分のある判断が、 リターンに直結するとい

う自主性にその価値があるということだろう。 「ネイチャーラ

イフ」 の価値観は 「Tradit ional  way  of  us ing nature」

である。 つまり自然に則した生活という伝統の維持がその

価値である。 「フスリフスリフ」 を特徴づけている価値観は

「Nature fr iendly」 である。 つまり、 自然と親しくあろうと

すること、 そうして自己と自然の一致をみること、 すなわ

ち自然との友和が目指されていると、 ダーレは説明する。

[2014:148-149] フスリフスリフを行う人達にとって、 自然

とともにあることが幸せであり、 自然が感じられる暮らしが

幸せなのである。 つまりノルウェー人にとって、 家族と過

ごすように、 恋人と過ごすように、 友人と過ごすように、 「自

然」 と過ごすのである。 それが 〈自然〉 と生きることであ

り、 〈自然に生きる〉 ことである。 そしてそれは自然と 〈介

在する〉 ということができだろう。

　

　ノルウェーの人々の生活はこのようにして 「フリルフスリ

フ」 によって特徴づけられている。 そしてその特徴は個人

の暮らしにのみならず、 社会や文化、 思想にまで波及し

ている。 「フスリフスリフ」 は一定の範囲でノルウェーの社

会、 文化、 生活を、 自然を軸として関連付けているので

フリルフスリフとその他価値観

（ベェルゲ ・ ダーレの講演より作成）
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ある。 それはまさに 〈制作的〉 で 〈有機的関係〉 の構築

に寄与しているように思われる。

　例えば、 ノルウェーでは 「Allemannsrett （アッレマン

スレット）」 といういわゆる 「自然環境享受権」 が 「野外

生活法」 として、 法律として明文化されているのである。

個人が限定的ではあるがあらゆる土地に分け入り、 その

土地の所有者を煩わせるなど、 あるいはなんらかの被害

が及ぶような事でなければ、 通行や滞在、 野生果実や

キノコ、 草木の採取を認める、 そうしたあらゆる活動を通

して自然を享受する権利のことである。 他の北欧諸国に

もこうした同様な自然享受権 （スウェーデン語の場合は

「Allemansrätten」） があるが、 ノルウェーの場合、 冬期

にその制限が解かれるなど最も非限定的であるように思わ

れる。 ノルウェーでの場合、 個人の管理する土地におい

てはその所有者の判断によっての柵の設置によって、 内

野 （inmalk） と外野 （utmalk） に分けられ権利が適用さ

れ範囲が異なる。 内野は原則立ち入ることができないが、

冬期において地面凍結あるいは雪に覆われている間は、

宅地や牧草地などを除いて立ち入りが自由となる。 期間

外においても所有者の承諾を得れば可能である。 外野は

内野以外であり、 そこには制限はない。 [ 石渡 ,1995:17-

18] しかし私がノルウェーを訪れた印象では、 大規模な農

場等でなければ柵が設置されていることは稀であったし、

都市圏外においては道路と宅地の間になんらかの線引き

はほとんど見受けられない。 おかげで四六時中茂みからノ

コノコでてくるヤギには注意をしなければならなかったが、

ノルウェーにおいては実質どこでも、 野山に立ち入り、 野

営をすることができるのである。 このようにしてノルウェー

ではその社会が、 人々が自由に自然と出会えることを約

束しているのである。 「フスリフスリフ」 を実際に可能にす

るのである。

　これは日本では考えられないことである。 当然、 土地利

用と人口の比率問題はあるだろう。 しかし例えばトレッキ

ングや登山においても、 自然奥深いところや公園におい

ても決められたルートや区域以外の場所への立ち入りや、

テントの設営は禁じられている。 悲しいかな、 ピークハン

ター的 （ダーレがいうところのステータス志向、 「スポーツ」

的 「アウトドアアクティビティ」 的） な愛好家が多い日本

においては環境保全のためにそうせざるを得ないのが現

プレイクストールンでのフリルフスリフ

撮影 ： 白岩透
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実である。 「水彩都市」 を謳う江東区においても、 税金を

投じて作られた公共の桟橋ですら自由に立ち入ることはで

きないのである。

　

　またノルウェーはアルネ ・ ネスによって 「ディープ ・ エコ

ロジー」 という環境哲学が提唱された国でもある。 ネスは

エコロジー運動を 「シャロー・エコロジー （浅い環境運動）」

と 「ディープ ・ エコロジー （深い環境運動）」 に分けて真

なるエコロジー運動は後者でなければならないとした。 [ 斉

藤 / 開 訳 ,1997:48] ネスによれば「シャロ―・エコロジー」

は 「汚染と資源の枯渇と戦う」 ものであり、 つまり既存の

社会構造の中で政策や経済活動の修正によって行われ

るものであるとした。 例えば環境に配慮した製品に対して

減税したり補助金をだしたり、 節約や環境に配慮した生活

を心がけるよう呼びかけるキャンペーンなどがそれである。

対して 「ディープ ・ エコロジー」 は、 今日の環境問題は

今日の社会構造、 今日の人間の在り方が引き起こしたも

のであるから、 その構造にまで深く立ち入ってそれを理解

し、 然るべき改革を求めるというものである。 社会構造の

改革のために、 個人の自然に対する意識や自己の認識

のレベルでの変革を求める必要があるというのである。

「進歩の新たな目的に到達するためには、 権力をもつエ

リートたちの間だけでなく、 広く一般大衆の間でも、 この

機構に対する深い洞察を必要とする。 後者の人々は、 新

たな目標の設定とそれに至る手段の提案にできるかぎり参

加するべきである。」 [1997:43]

　ネスは 「ディープ・エコロジー」 の一つの局面として 「自

己実現」 を挙げる。 ネスによれば、 「自己」 とは周囲の

環境や事物との相互関係の内に築かれるもので、 必然的

に 「ますます多くのものを含むように」 成長するものであり、

そのようにして 「全体的場 ・関係的場」 と 「自己」 が 「一

体化」 することが可能であるという。 そのように 〈有機的

全体〉 としての 「自己」 を認識した場合、 人間の進化や

繁栄、 より善きものを求めるという 「自己実現」 は他の存

在へ負担を強いるものではなくなる。 「私たちは私たち自

身にとって最善であるものを求める。 しかし自己の拡張を

通じて、 私たち自身にとっての最善がまた他の存在にとっ
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ての最善にもなっている」 [1997:279] からである。 「自己

実現」 とは到達される目的というよりは、 そうした既存のシ

ステムの中での自我を超えた自己を認知しようとする脱人

間中心へと向かう能動的な状態であり、 本来の自己の在り

方を捉えなおす作業であるといえよう。

　ネスは言う。 「フスリフスリフ」 すなわち、 「自然の中での

ある種の積極的な心身の状態」 は 「私たちが失ってしまっ

た一体化と自己実現の多くの局面のうち何らかのものを私

たちに身近にしてくれるもの」 であると。 [1997:283] 〈自

然に生きる〉 ことで、 〈有機的全体〉 を構築する制作を行

う者、 〈制作者〉 の姿が露わになるのである。

・ 個人主義の自己表現

・ 功利主義の自己利益

アルネ ・ ネスの 「自己実現」
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5　存在の方法として

　〈自然に生きる〉 ことで 「自己」 は拡張が促されて、 よ

り多くのものを含んだ全体的な場と一体化することになる。

そしてそのより大きな関係的場 ・ 全体的場を自己として知

ることで、 〈有機的関係〉 のうちに 〈制作性〉 の実践が可

能になるのである。 〈自然に生きる〉 とは 〈自然の中に生

きる〉 ということもできる。 しかしこの時、「～の中に」 とは、

ある領域に入ることができるというようなことが想定されてい

るわけではない。 むしろ脱中心的なその動きは「出ている」

と言っていいだろう。 しかし、 出ていくその先は客観化さ

れ得るような外部的な 「外」 ではない。 内面化され得る

ことが想定される、 自己の拡張的な場所であるから 「中」

なのである。 自然への、「中に出る」とはどういうことなのか。

このことは、 ハイデガーの存在論、 「世界―内―存在」 を

受けて、 和辻が 「風土性」 を構想するのを通じて理解さ

れる。

　和辻哲郎は、 彼の言う 「風土」 の概念においてまず、

自然環境と風土を明確に区別することを、 彼のその著書

「風土」 の冒頭部分において一挙に宣言している。

「この書の目ざすところは人間存在の構造契機として風土

性を明らかにすることである。 だからここでは自然環境が

いかに人間生活を規定するかということが問題なのではな

い。 ……たといここで風土的形象が絶えず問題とせられ

ているとしても、 それは主体的な人間存在の表現としてで

あって、 いわゆる自然環境としてではない。 この点の混同

はあらかじめ拒んでおきたいと思う。」 [ 和辻 ,1979:3]

　自然環境とはつまり自然科学が対象とする領域であり、

和辻の構想する 「風土」 の中での 「自然 （風土的形象）」

とは、 自然科学が扱う観察の対象として 「客観化」 される

自然、 人間存在に先立って存在し、 前提となるよう自然と

は異なる。 和辻は風土を次のように説明している。 「ここ

に風土と呼ぶのはある土地の気候、 気象、 地質、 地味、

地形、 景観などの総称である。」 [1979:9] この説明にお

いては、 しかしあまりにも平凡というか、 上記の 「自然環

境」 との違いが不明瞭であると言わざるを得ない。 しかし



第二章　自然に生きる

46

５　存在の方法として

和辻はそれらを 「風土的形象」 というように、 通常の意味

で気候や地形ということではないものとして見ている。また、

そのように通常言われているような客観的な自然環境がど

のように人間の生活に影響しているのか、 ということも問題

にはしないと言うのである。 そうではなくて、 「日常直接の

事実」 である自然と人間の関係を 「風土」 として、 それ

について論ずるというのである。 和辻が言うように自然現

象は自然科学の領域であるが、 我々が自然を受け取るこ

とにおける 「現象」 は自然科学で測れるものではない。

　和辻はそのような 「日常直接の事実」 の自然、 その現

象を 「寒さ」 ということを例えにして説明する。 和辻にとっ

て 「寒さ」 とは、 ただそれとして在るものではない。 「寒

さ」 というのは、 例えば５℃とか１℃とかあるいは空気中の

水分も凍ってしまうような氷点下の気温程というような、 物

理的で量的で客観的な冷たい空気、 即ち 「冷気」 と言え

るような 「寒気」 が 「寒さ」 を引き起こすものとして独立し

てあるのではない。 そしてそれを身体の感覚器官が受け

取り、 つまり主観のもとにそれがやってきて、 主観のもと

に経験される主観的体験ではないというのである。 仮にそ

うだとすれば、 「主観的存在」 と 「寒気」 なるものがそれ

ぞれ独立して成立し、 存在していることになるが、 しかし

和辻はそれを了解しがたいという。 なぜなら冷たい空気、

それが 「冷たいということ」 ＝ 「寒気」 というものを 「感じ

る」 以前にその独立してある存在を知ることはできないか

らである。 それは 「感じる」 という方法以外に知ることは

できない。 したがってそれは 「感じる」 時に初めて 「現れ

ている」 ということの方が妥当であるということである。 そし

てその 「寒さを感じる」 というその 「感じ」 が点としてあっ

て、 それと、 主観という点が結びついて関係をつくるわけ

ではないともいう。 人間は 「感じる」 という仕方ですでに

一つの関係的な 「場」 にあって、つまりその 「場」 に 「出

ていて」、 その 「場」 において 「寒さ」 に出会うのである。

そのような関係的構造の中で出会う自然が和辻のいう 「風

土」 なのであり、 その在り方が 「風土性」 である。 我々

はその関係的構造の中から抜け出すようなこと、 つまり和

辻が言うように、 完全に主観的に、 完全に客観な自然を

みるということは本来不可能なのである。 そして和辻は「寒

さを感じる」 ということをこのように言う。
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「寒さを感ずるとき、 我々自身はすでに外気の寒冷のもと

に宿っている。 我々自身が寒さにかかわるということは、

我々自身が寒さの中へ出ているということにほかならぬの

である。 かかる意味で我々自身の有り方は、 ハイデッガー

が力説するように 『外に出ている』 （ex-sistere） ことを、

従って志向性を、 特徴とする。」 [1979:12-13]

　ハイデガーは人間がある事物を認知し、 その存在を確

かめるとき、 それに先立ってそれらと出会う場所、 すなわ

ち 「世界」 が開かれているという。 そしてそうした他の存

在と出会うよう世界の中にいるような存在として 「世界―内

―存在」 という人間の在り方をハイデガーは言う。 和辻は

これを積極的に自然と人間の関係を言い表すものとして用

いる。 自我が自我として独立して存在し、 そこからあらゆ

るものを知覚するように人間は在るのではなく、 自然やそ

の他の事物、 他者と出会いうる世界というような関係的な

場＝ 「間柄」 があって、 そこに出ている自己として人間が

在るというのである。 関係的というのは実際、 上述の通り、

点と点の結びつくようなことではなく、 より多く多様な事物

を含みうる 〈全体的〉 場であるが、 ここでは 〈自／他〉 が

出会い得るという意味で 〈関係的〉 なのである。 「風土」

との出会いにおいて、 「間柄」 としての 「自己」 を見出す

と和辻は言う。

　これはちょうど、 その土地の気候において必要とされる

性能を家屋が持ち得るように、 その土地の材料を使って

家が造られ、 そこである種の観念が生まれることに象徴さ

れる。 暑さや寒さに対して、 あるいは雨や風に対して、 材

料をどのように使うかというように、 あらゆる工夫にはその

都度自然との関係における思考が内在していて、 そうした

自然とのかかわりの中での家の作り方が固定されて様式と

なる。 それは天才的人間が単独で成しえることではない。

自然と多くの者達との間で交わされた歴史的事実であり、

それを共有するものとしての自己が強く意識される。 その

様式を通して自分が弱いのか強いのか、 自立的なのか依

存的なのか、 自分がその場所においてどのようなもので

あるかということ知ることができるのである。 そのような意味

で、 「風土」 は、 人間が自然や他者との関係的な構造を

持つ他に存在しない自己を了解する契機となるのである。

　和辻が言うところのそのような 「自己了解」 とは、その 「風

ハイデガーの 「世界 - 内 - 存在」 の概念モデル
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土」 と出会う主観を理解することではない。 自然環境への

単なる対応としてみればそれは自然科学と同じ立場にある

が、 和辻の自然の捉え方において特殊なのは、 そのタイ

トルの副題 （―人間学的考察―） が示すように、 「人間

の在りよう」 という超主観的な視点が含まれていることであ

る。

「我々は風土において我々自身を見、 その自己了解に

おいて我々自身の自由なる形成に向かったのである。」

[1979:17]

　

　「風土」 とは単なる主客関係で説明される以上のもので

あり、 人間が自己を了解する仕方そのものである。 つまり

「風土」 というとき、 それは単なる自然の 「把握」 ではな

く、主観的自己の 「理解」 でもなく、自然をそれとして 「了

解」 するそのプロセスにおいて、 同時にそこに自己を 「了

解する」 という人間の存在の確立の方法であり、 それは

人間の 〈生〉 の基盤として機能し、 〈制作性〉 の拠り所と

なるのである。

　和辻は近代的な存在論すなわち人間中心的な二元論と

は異なった自然の捉え方、 人間の存在の仕方としてのそ

れを提示してみせた。 それは、 主体か客体かという二元

論において想定される二つの可能性、 （一つは、 それ自

体としては何の価値もない客観的自然を人間主体間の関

係においてのみ価値あるもの意味あるものとして位置付け

利用可能なものとするという投影的な立場、 もう一つは客

観的自然の構造、 生態学的自然の一部として人間をとら

え、 人間の在り方をそうした自然の中に求めるという還元

的な立場） より、明らかに創造的で 〈制作的〉 なものであっ

た。

　

　しかし、 自然と出会うという仕方はやはり、 出会うのが誰

なのかという、 主体性の所存がどこにあるのかというのが

問題となる。 和辻のその著書では 「我」 と 「我々」 が曖

昧なままであった。 実際、 著書 「風土」 の後半で風土の

三つの類型、 即ち和辻が旅の中で出会った風土について

類推し紹介するのだが、 というかそれがほとんど本の大半

をしめる内容なのだが、 それらは結局のところ日本人であ

和辻の 「風土」 の概念モデル
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る和辻からみたものという、 主観的な印象という感が否め

ない。 私が考える 〈制作性〉 における 〈自然に生きる〉、

〈自然に介在する〉 するという側面はもっと一般的なもの

であるように思われる。 実際、「フリルフスリフ」はノルウェー

の自然によって、 ノルウェー人によってのみ可能なのでは

なく、 それは日本人が行ったところでもその本質は変わる

ところがない。 「アッレマンスレット」 は外国人にも適用さ

れるのである。

　ベルクは、 和辻の 「風土」 を受けて、 主体と客体の二

項の間に、 より一般的な第三項である 「通態」 という概念

をうちたてた。 和辻の 「風土性」 と対応し得ると言える 「通

態性」 は、近代の自然と人間の固定的な考え方に対して、

またその二項を関係的なものとしていても主体が前提とな

る一方向的な関係的存在な 「風土」 にたいして、 自然と

人間の関係を、 双方向に連鎖的であるということと、 介し

合って同時生成的であるという視点を提示する。

　ベルクは存在の風土的な在り方をめぐって、 一つの鉛筆

を例に挙げて説明する。 「鉛筆」 のその存在を理解する

にあたって、 例えばその客観的側面、 外見や質量、 構成

要素、 物理的特性など押し並べて 「それが鉛筆である」

としても、 それによって 「鉛筆」 の全てを理解したとは言

い難い。 また鉛筆それ自体からその主体性について 「こ

れは書くためのものだ」 といっても、 「鉛筆」 の理解には

至らない。 鉛筆の固体はその外形、 その物質的な場所に

とどまっているが、 その存在という時、 それは外形も物質

的な場所も超えてしまっているからである。 そしてその超

えてしまった場所こそが、ベルクによれば鉛筆の 「風土 （ミ

リュー）」 であり、 この観点を除いて、 鉛筆の存在を考え

ることはできないというのである。 「風土 （ミリュー）」 とは

「実存するために必要な生態学的 ・ 技術的 ・ 象徴的に関

係的な組織」 [ ベルク （中山訳） ,2002:160] である。 鉛

筆の風土とは、 鉛筆の存在におけるあらゆる諸条件、 バッ

クグラウンド、 体系といえるような 「関係の網目」 である。

例えば 「書くためのもの」 というときそこには 「書き物」 と

いう象徴的体系が想定されている。 その先には暗黙にで

はあるが 「書かれるもの」 すなわち 「言葉」 という象徴的

体系も想定されている。 さらにそれらには、 それらのよう

な象徴的体系を介して、 それを表現の手段としてコミュニ
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ケーションをとりあう人々のかかわりも想定されている。 さ

らに別の視点から考察すると、 「書 （き） 物」 には同時に

技術的体系でもあり、 そこには物質的なモノの存在が想

定されている。 例えば鉛筆や紙やそれを置く机、 さらには

「書き物」 をするその身体。 鉛筆の材木を切り出す森林、

炭素の結晶の生成、 紙をつくる製紙工場、 その原料をつ

くるパルプ工場といった体系である。 これらの体系は同時

に、 かつ相互に生成的なのである。 「書くためのもの」 が

なければ 「書き物」 というような象徴的体系はうまれないし、

「書物」 がなければ鉛筆を製造するような技術的体系はう

まれない。 このようにベルクは鉛筆の存在するその場は鉛

筆それ自体が前提としながら自ら生み出すというのである。

「鉛筆の存在は、 その物質的な場にあると同時に、 その

実存的な風土 ・ 場 （ミリュー） にある。」 [2002:164]

　こうした現実は確かに、 主体か客体か、 主観か客観と

いう論点では理解しようがない。 そこにある象徴的体系に

は主観的な意思が含まれていることになるし、 客観的な技

術的体系も確かに存在しているのである。 強いて言えば、

主観なおかつ客観、 と言えればそれでいいが、 しかしそ

れはその側面であって、 前提としてそれらのようなものが

既にあって合体するようにそれが現れるわけではないので

ある。 そこでベルクはこうした風土的な在り方を、 その関

係的構造を通うように在るものとして 「通態性」 というので

ある。

「書かれるのは主として理性の空間に属する事柄だろう

が、 それは物質的に、 紙の上にしっかりと存在する。 そし

て書かれたものを読む人々のニューロンのうちに生物学的

に存在するようになる。 これが鉛筆の存在の通路 （trajet）

であり、 鉛筆はこれによって通態的 （traject i f） となる。

この存在論的な （あるいは存在生成的なというべきかも

しれない） アリアドネの導きの糸は、 私の鉛筆の通態性

（traject iv ite） である。」 [2002:166]

　「薪」 というのは燃やすための燃料、 炭素を含む有機物

の塊としてだけには存在しない。 それを森から切り出すの

だから、 そうした生態学的自然に基盤を置いている。 し

オギュスタン ・ ベルクの 「通態性」 の概念モデル
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かし、 動物たちは木々を 「薪」 という燃料として見る事は

できない。 森林それ自体は 「薪」 の産出のためそれだけ

に存在しているのではない。 ある象徴的体系が表れては

じめて森林の中の木々はその体系の中で 「薪」 のような

存在の仕方をする。 「薪」 は生態学的自然に基盤を置き

ながらしかしそれ越えているということである。 同時に、 然

るべき長さ、 細さに割るという肉体的労働も、 「然るべき」

すなわち 「ストーブに放り込めるように」 あるいは 「火が

移りやすいように」 という技術的分析も、 またそうして得ら

れた炎の温もりを、 そこの周りにあつまる人々の団欒を、

それでつくるシチューの味を、 即ち 「暖をとる」 という象

徴的体系も、 我々は 「薪」 によって知っているのである。

〈自然に生きる〉 とはこうしたあらゆる事物が通いあって存

在するその現実を捉えることである。 具体的内容の世界

における事物の存在の方法として、 それらは 〈自然に生

きて〉 いるのである。 しかし、 そのような現実を捉えること

は現代に至っては困難極まりない。 近代の科学の発展に

よって世界の構造がかわってしまったためである。 暖炉に

象徴される 「暖をとる」 のような象徴的体系の領分は、 例

えばセントラルヒーティングシステムのような、 すなわち技

術的体系に占有されてしまった。 「暖かさ」 は然るべき諸

経費を払いスイッチを入れさえすれば、 「どこからともなく」

やってくるのである。 そこには 「労働」 も 「自然」 も介在

しない。 人は世界を介して 「暖かさ」 と出会うのではなく、

それは人間のもとにやってくるのである。セントラルヒーティ

ングシステムは、 暖炉に拘束されていた壁を開放し、 「自

由な平面」 や 「自由な立面」 を可能にし、 人々は自由な

暮らしを手に入れたかのように思われたが、 実質その世界

は狭くなってしまったといっていいだろう。 そのために、 世

界と出会い、 世界を捉えなおすために 「フリルフスリフ」

のように自然と 〈介在〉 するようなことが求められるのであ

る。 そうして 「自己実現」 すなわち 〈有機的関係の全体〉

の 〈制作〉 が可能になるのではないだろうか。

象徴的体系

生態系 技術

通態

通態的な存在の場所がある

象徴的体系

生態系

技術

生態系つまり自然の主体性が後退し、

象徴的体系が技術にとってかわる近代
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6　生きられた自然

　「これはセーターだ」 という時、 セーターはセーターで

あって、 それは私の 「暖かさ」、 あるいは体感温度ではな

い。 季節でもない。 誰かからの贈物でもない。 シェットラ

ンド島の羊たちでもない。 「セーター」 と表現されるこの物

はこのモノであって、 「セーター」 という言葉ではない。 そ

れは恣意的に関連付けられているのであって、 それ自体

の存在とは関係はない。 徹底的に抽象化すれば、 確か

に人間の生活環境における事物はほとんどそのように言え

る。 しかしそこには、 現実には、 具体的な関係があり、 ま

たその関係が成り立つプロセス、 時間という次元があり、

つまり 〈生きられた関係〉 がそこにはあるはずなのであ

る。 同様に、 自然との具体的関係の上に人間の環境は成

り立っているのである。 つまり自然は単に人間の生活環境

の物理的な背景ということだけではなく、 それ自体 〈生き

られた自然〉 として既に人間が存在するその世界の中に

構造化されているのである。 人間の世界のために （目的

＝ object） 自然があるのではなく、人間の世界として （述

語＝ predicate） 自然があるのである。 〈制作〉 にはそう

した、 ＡをＢとして見るような具体的な隠喩 （メタファー）

が連鎖するように働いており、 そのようなある環境から世

界へ至るという動きは 「述語化〉 ということができる。 〈制

作〉 のその働き、環境の改変とはつまり、「環境」 を 「世界」

にする 「述語化」 の事であるということもできるだろう。 こ

れこそが 〈制作〉 の本質である。 〈制作〉 の具体的表現

としての建築行為もこうした原則によってなされてこそ、 そ

れが環境と人間にとって意味あるものとなる。

　多木はこのようなメタファー、 述語化の作用を多分に読

み取れるものとして古き日本の民家すなわち 「生きられ

た家」 を見る。 「生きられた」 という言い回しに象徴され

ているように、 「住む」 という行為によって与えられる空間

の質への影響、 すなわち主体とその周りで起きている空

間の変化のダイナミズムに視点がおかれている。 同時に、

そこには 「生きられなかった」 「生きられることない」 の家

が想定されていることになるが、 多木はこれらと 「生きら

れた家」 との間には 「埋めがたい裂け目がある」 という。

「生きられなかった」 とは 「住まい手がいなかった」 という
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事ではない。

「家は内面からも外面からも人間の行為と社会的な関係に

織りあげられ、 人間と社会の像を自らの中に目に見えぬ

文字のように織りこんでいる。 家はそれ自体さまざまな語

り、 いいかえれば複合したテキストである。」 [1993:11]

　「生きられなかった家」 いうとき、 そのような語りを持ちえ

ない家のことである。 いわば、 有機的関係、 風土の網目、

すなわちここでは文化的織物の上にない、 つつけば破け

てしまう膜のようなそれ自体が構造をもつものとして独立し

ている存在である。 例えば多木は初め、建築家の 「作品」

をそのようなものとしてみている。 そのような裂け目に対し

てなんらかの答えを 「生きられた家」 に求めることはでき

ない。 多木は 「住む」 ことと 「家」 の関連から、 「住まう」

ことのその行為、 その時間から、 人間の世界の構造を解

読しようとしているのである。

「私にとってさしあたり重要なことは生きられた家を構成し、

拘束あるいは解放するために働いているいろいろな作用

を知ることである。 曖昧なものとして経験されざるをえない

ものの構造を理解することである。」 [1993:33]

　これは本節 「生きられた自然」 と相同する観点である。

〈生きられた自然〉 は多木の表現によれば、 「『家』 とそ

れが現実化する文脈との均衡した構造を、 限定された条

件の中で発見」 することができる環境、 と表すことができ

るだろう。 「生きられた家」 は必然的に 〈生きられた自然〉

に大きくその基礎をおいているのである。 近代以前の古い

民家は、 その土地で得られる材料を用いて、 そこで得ら

れる人手でつくることのできる、 その土地の気候に合わせ

た形態と仕上げをしていて、 その土地において最大限合

理的なものであったということができる。 そしてそれはその

都度、 開発されていたのではなく、 ある程度の定式を得

ていた。 その土地での人間の在り方の中に構造化されて

いる 〈生きられた自然〉 によって家は形を与えられていた。

間を省かずに言うならば、 〈生きられた自然〉 がその土地

での暮らし方、 すなわち 「住まうこと」 に一定の尺度をあ

たえ、そうした長年の 「住まうこと」 に沿った 「家」 の在り方、
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すなわち 「建てること」 の形式化に働くのである。 そのよ

うな人間の外部の記憶装置とも言うべき 「家」 から今度は、

その土地での暮らし方、 さらにその土地での 〈自然に生

きる〉 ことを学ぶことができたのである。

「家は外化された人間の記憶であり、 そこには自然と共存

する方法、 生きるためのリズム、 さらにさまざまな美的な

感性の基準となるべきものにいたるまでが記入された書物

であった。」 [1993:20]

　「建てること」 と 「住まうこと」 は 1951 年に行われたドイ

ツ工作連盟主催の 「ダルムシュタット会議」 におけるハイ

デガーによる講演 「建てる ・ 住まう ・ 考える」 からの引用

であるが、実際そこではハイデガーは 「建てること」 は 「住

まうこと」 によっているとし、 また 「考えること」 も別の仕

方で 「住まうこと」 によっているとした。 こうした 「住むこと」

と 「建てること」 の一致を試みるハイデガーの思索は本稿

における 「建築と自然の介在」 の概念にも重要な示唆を

与えるものとして、 本稿では第四章で詳しく扱うこととする

が、 ハイデガーがその講演においては森の中に佇む一軒

の古い家を例えにあげていることを指摘して、 ハイデガー

の 「住むこと」 と 「建てること」 の一致が、 こうした自然と

家とが深く関係し調和した在り方から導かれているというこ

とを多木は指摘する。 [1993:20] 多木はハイデガーが 「住

む」 という人間のごく当たり前の普遍的な行為を、 人間

の本質を読み解くキーワードとして見ていることに興味を

抱き、 重要視しているのである。 ハイデガーの講演にお

いてそれらは哲学の域をでることはないが、 多木は 「家」

の現実を捉えるまなざしとして、 「家」 に織り込まれた生活

過程の様子を言い表すものとして積極的に使用する。

「住むことと建てることの同一性は、 思弁的な次元のみな

らず……生活の場を仕立てる意識的な配慮や無意識な配

慮や無意識な活動に構成された経験の次元の事実でもあ

る。」 [1993:141]

　「住まう」 という意思のもとに家を建てるときに感じるエネ

ルギーがあるように、 住まわれることでそこに内在化されて

いた同様なエネルギーが噴出するのを多木はその解体時
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にもみてとれると言う。

　さて、しかしそうした人間の外部記憶装置のような 「家」、

「生きられた家」 はなにものにも先んじて、 前提としては

存在しない。 先祖代々受け継がれるにしても、 当然それ

の最初は人々の手によって作られるのであり、 住みつが

れるにしても限度がある。 壊れれば直されるし、 家族が増

えれば立て直されるし、 移築もされることもあるだろう。 そ

こには必ず人の 「手」 が加わる。 そのときにおいても常に

自らのうちに構造化されている 〈生きられた自然〉 や、 そ

れによって成り立っている 「住まうこと」 がその作業を通し

て、 無意識のうちに 「家」 に織り込まれていくことになる

のである。 そうしてあらゆる変化を受け入れながら、 時を

経て、 「住むこと」 「建てること」 は一人の個人を超えた記

憶となるのである。 そしてその記憶は家々に宿るだけでは

なく、「手」 にも宿るのである。 このような暗黙的な記憶は、

その環境にも、 そこの人間の 「手」 にも宿り、 そこに関係

をつくる。

「『手』 は人間と世界とのあいだを結びつける精神的な働

きとも切りはなしえないものであった。」 [1993:22]

　ここでいう 「精神的な働き」 とはすなわち人間の 〈制作性〉

であることがただちに理解できる。 したがって 「手」 とは

〈制作性〉 の具体的実践である 〈制作〉 の 〈介在〉 的な

側面の隠喩であるということもできる。 環境の記憶は通時

的に語られ、 「手」 の記憶は共時的に作用する。 そのよう

にして、〈制作〉 と世界はある関連のうちに発現し、そこ 〈有

機的関係にある全体的な環境〉 をつくるのである。

「それは家々の集合、 集落や散村のいずれをも、 あるい

はかつての都市をもかたちづくっていた。 これらの家の集

合が美しいひびきをもっていたのも、 『手』 の思考の確か

さ、 生物学的な基盤にもとづき、 人間の動作と道具を統

合する世界をつくってきた 『手』 の確かさがつらぬかれて

いたからである。」 [1993:23]

　近現代においてかつての美しい統合が失われ、 世界が

分裂的になってしまったのも、 このような 「手」 が失われ、

〈制作性〉 が歪められてしまったことに起因するのではな
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いだろうか。 「手で考える」 という表現がある。 とりあえず、

スケッチしてみたり、 文字に起こしてみたり、 物をつくって

みたり。 そしてある観念がそこに到来することがある。 そ

れこそが人間の 〈制作性〉 の最もプリミティブな行為であ

り、 事物が述語化されてそこに世界が開かれる瞬間であ

ろう。 そのように個人の、 一人の人間の思考のレベルであ

れば未だに 「手」 の力は健在であろう。 しかしある一定

の規模以上の集団、 より大きな環境の問題においてはそ

うした 「手」 による仕事、 すなわち、 〈介在〉 的な 〈制作〉

はほとんど失われてしまったといっていいだろう。 なぜなら

それは、 完全に合理的ではないからである。 人々は思考

の場所を別のより合理的な原理に託し、 「手」 をとめてし

まったのである。 今ここに 「公共」 という時、 それは記憶

の共有という関係から、 社会的な契約というものに変わっ

てしまったということができよう。 そのような公共は真の公

共ということはできない。 なぜなら、 それは近代的主体間

の間でしか取り交わされることのない関係であり、 あらゆる

質を欠いている。 また、「手」 の存在が影をひそめてしまっ

たことで 「住むこと」 と 「建てること」 は必ずしも一致する

ものではなくなり、 今となっては 「ライフスタイルショップ」

で 「暮らし方」 を 「買える」 などいう幻想が跋扈するので

ある。 〈生きられた自然〉 に 〈介在〉 することを意識する

ことで、 そこに 「住むこと」 が、 「建てること」 が初めて具

体的なものとして浮かび上がってくるのである。 より関係的

に、真に「公共的」なものとして建築が建ちあがるのである。
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８　意思ある制作
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7　National  Tourist Route in Norway

　第二章ではノルウェーのある特徴的な文化を取り上げ

た。 「自然と介在すること」 の文化である。 その文化は自

国のその国土、 その自然、 その風景、 そこでの生活を称

揚するように、 そのままノルウェーのナショナリズムとノル

ウェーの国民のアイデンティティの根源となっていて、 現

在もそれは脈々と受け継がれ、 ノルウェーを美しい国にし

ている。 それは、 これまで人間の思考の中心を占めてき

たいわゆる 「近代性」 とは異なった、 特徴的なものであ

る。 これはノルウェーの大地において可能な特殊なもので

あったろうか。 ノルウェーはその自然の厳しさ故に、 自然

が常に意識されることは必然であり、 その機会が豊富で

あったということはあるにしても、 それは 「選択」 されたの

である。 環境によって決定されたのではない。 だとすれば、

それは他の環境にその身をおく者でも、 その意味を理解

し、 その意義を感じ取ることができるはずだ。 なぜ、 ノル

ウェーの都市が、 集落が、 家々が、 インテリアが、 食卓

の上が、 その暮らし方が、 生き方が、 在り方が、 かのよう

に美しいのかということを、 学びとれるはずだ。 それは示

唆に富んでいる。 それでは、 そのノルウェーの文化はノル

ウェー現代の建築文化にいかなるように現れ出ているので

あろうか。 いかなる伝統の上に築かれているのだろうか。

　自然と建築の関係の問題はよく 「サスティナビリティ」 と

いう問題として提示される。 建築が大地の上に建っている

以上、 建築が 「持続可能」 であることは、 大地が 「持続

可能」 でなければならないということだ。 ノルウェーの文

化とは、 ただ自然を保護することのみに主眼をおくのでは

なくて、自然と 「友好的な関係」 を築くようなものであった。

それは彼らにとって強いられる義務ではなく、 むしろ望む

ところであり、 当然のことなのだ。 １９６０年代、 世界的に

みれば建築界というものは人間のための壮大なユートピア

を夢想していたのに対して、 ノルウェーのクヌート ・ クヌー

トセンは 「世界の資源は有限である以上、 建築は質素に、

つつましくあらねばならない」 という声明を発表したとされ

ている。 [a+u,2013/11] 言葉の上ではそれは図式的な義

務のもののように聞こえるが、 しかしその根底は、 友人の

危機にたいする救援と考えられよう。 そうでなければこうし
クヌート ・ クヌートセン設計　自身のサマーハウス

出典 ： Nasjonalmuseet

サマーハウスのスケッチ

出典 ： Nasjonalmuseet
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た考えが、 瞬く間にノルウェーの間にひろまり、 そしてそ

の後のノルウェーの建築観を特徴づけていくことにはなら

いはすである。 ノルウェーの建築において 「サスティナビ

リティ」 とは、 社会性や公共性、 経済性や個人的志向、

建築の全体的な様相そのものであり、 目指されるべきもの

であり、 またグローバリゼーションが推し進められる現代に

至っては、 歴史や文化を表象し地域性を表しているので

ある。 それは現代の日本で使われる意味とは根本的に異

なっている。 日本においては 「サスティナビリティ」 がほ

とんど 「エコ」 な商品の消費を促す、 商売文句程度の意

味しか持ちえていないだろう。 しかしそれは付加価値でも

なければ、 一種のジャンルあるいはカテゴリーでもない。

副次的な要素などではなく、 建築の本質的な価値そのも

のでなければならないのである。

　「ナショナル ・ ツーリスト ・ ルート ・ プロジェクト」 （以下、

NTRP） は、 そうした 「サスティナビリティ」 を多いに表象

する。 NTRP とはノルウェーの国家行政、 ノルウェー公共

道路管理局の主導のもと、 現在もその整備が行われてい

る、 特徴的な観光事業である。 18 通りの国道沿いに観光

施設を設置しルートを整備することで、 その地域の自然と

文化に触れることを目的とするある種のツーリズムである。

しかし、 それはただある自然を享受するだけのような従来

の 「エコ ・ ツーリズム」 とは幾分もその性格は異なる。

　ノルウェーには、 多くの山岳地帯、 フィヨルド、 荒涼とし

た沿岸という過酷な地理にもかかわらず、 その国土にはく

まなく道路網がいきわたる。 多くの自然と共生する集落が

各地にあるが、 ノルウェーはそのようないかなる集落にも

インフラストラクチャがいきわたるというような社会福祉立国

なのである。 この道路網を、 自然と同様に、 一種の資源

として捉え、 そこに改良を加え、 それを意義ある新たな文

化的価値として根付かせようとするのが、 この NTRP の試

みであるといえよう。 行政的にいえば、 地方創生、 道路

環境の整備、 都市生活者のための厚生機会の提供、 な

ど社会福祉としての側面が意識されるが、 可能性はもっと

大きいように思われる。 つまり、 自然と共存するノルウェー

の文化と、 それを支えるネットワーク、 またそのネットワー

クと自然の関係をも、 価値あるものとして位置づけ、 その

全体的な環境を持続可能なものにしようとすることが目論

まれているのである。

ノルウェー公共道路管理局の 「ナショナルーツーリストルートプ

ロジェクト」 の事業紹介ページ

http://www.vegvesen.no/en/Roads/Roads+and+bridges/

National+tourist+routes
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　各施設はサービスを提供するのと同時に、 各々の場所

での自然的体験を促し歴史や文化の伝達を試みていると

いう点でインスタレーション的でもある。 各プロジェクトは

景色を眺めるための視点でもあり、 レクリエーションの場で

もある。 自然と介在する各プロジェクトは強烈な身体的な

体験と単純な快適さを提供することで、 それが置かれる風

景の中に組み込まれる。 まさにそれは長期的で連続的な

家族や友人との 「フリルフスリフ」 の恰好の場となる。 自

然環境、 文化、 歴史を引き継ぎ、 そして、 そこを訪れる

者の身体を意識化させるという意味で、 自己を含めた風

景をその意義とする、 それ自体一つの 〈場所〉 である。

そうした自然と文化の関係性を強く意識され、 その意義が

再考されることで、 新たな文化的知見が育まれる。 そうし

た地域と中央、 自然と文化の強固なネットワークによって、

大規模な産業的な開発を妨ぎ、 その関係を持続可能なも

のにするのである。

　またこの NTRP におけるその各建築プロジェクト群は特

にそのデザイン性が語られることが多い。 それは厳正なコ

ンペによって審査されている。 規模が小さいだけに、 小規

模な事務所も参加可能でこれがノルウェーの建築界にお

いて若手の育成に一役買っている。 しかし、 そこには成

熟した大物建築家も名を連ねている通り、 非常にレベル

の高い実践的な環境なのである。 そのデザインとはその

場所において意味を 「あたえ」 「あたえられる」 ものとし

て成立しなければならない。 こうした背景が、 今日のノル

ウェーの建築の盛り上がり、 ノルウェーの建築家、 特に若

手の世界的な活躍に繋がっていることは想像に難くない。

　私は実際にいくつかの NTRP を辿りその建築プロジェク

トを訪れたわけだが、 それをいかにして語ろう。 通常よく

知られる方法で、 その自然との介在の方法を類型化し、

それを再利用可能なパターンとして導き出せるだろうか。

各プロジェクトは確かにそこに存在する自然と文化の間の

本質的な関係の具体化だとしても、 しかしそれは本質か

らの一つの帰結であってそれ自体を本質とみなしていい

のだろうか。 各プロジェクトにおいて成立している 「事実」

を 「本質」 として理解し、 それを転用することが必ずしも

同じ結果を生むようには、 どうしても思われないのである。

その全体性は部分の総和を超えた全体であり、 その全体

性を体験して初めて意味あるものなのであって、 それを部
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分に分解し、 再構成をしたところで同じ体験は得られない

であろう。 日本にやってくるトラウト ・ サーモンは確かにう

まいが、 その切り身からどうして、 あの巨大な魚を、 その

捕り方を想像できるだろうか。 （ノルウェーのマスがほとん

ど海中養殖であることは周知の事実だが。） そもそも、 そ

の 「事実」 とはその自然とその建築と私の存在との関係

のうちにそこにある世界としてやって来たものであって、 そ

れをまるで世界のすべてかのようにいう事はできない。 だ

とすれば私にできることは、 私のもとに現れたその世界を、

私が出演してきた舞台のあらすじをなるべく正直に紹介す

ることぐらいだろう。
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『Sohlbergplassen』 ―ソールベリの視点―

Architect:  Carl-Viggo Hølmebakk

Completed: 2006

Route: Rondane

　ノルウェーの新ロマン派の画家 「ハラルド ・ ソールベ

リ」 （1869-1935） は、 彼の最も有名な作品 「Winter’ s 

Night in Rondane」 ( 和訳 ： 山の冬 ) を描くためにこの地

を訪れた。 このプロジェクトの敷地は彼の見た風景と最も

近いとされている場所だ。 このプロジェクトは、 彼の視点

と、 彼の辿った軌跡を人々に体験させるようなものだ。 そ

れゆえに、 この木々を切り開くことは許されなかったのだ

ろう。 なぜなら彼のあの風景はこの木々の枠の中によって

〈見つけうる〉 ものなのだから。 コンクリートのスラブは木々

を避けて伸びる。 そのスラブを支える柱は、 木々の根を痛

めないように、 最小限の最適な配置で指示されているに

違いない。 当然その基礎は地の奥深くの岩盤層に求めら

れているようだ。 スラブの外周には梁が伸びあがり、 それ

は手摺にもなって人々を誘導する。 その外形はソールベ
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ルが風景を求めて木々の中を 〈さまよい歩くように〉、 なん

ともたどたどしい曲線を描きながら木々の中に分け入って

いく。 同時にその曲線は、 この細くも長い、 スラブに剛性

を与え、 柱の数を少なくすることができるのだろう。 いつし

か、 私もプロジェクトの調査で訪れていることを忘れて、 あ

の彼方向こうの峰をもっとも美しく捉えられる視点を 〈探し

て〉 プラットフォームの上を 〈さまよっていた〉。 不親切な

ことに、 そのスラブはやみくもに木々の中に伸びるだけで、

その場所を教えてくれない。 日本の観光地なら「ここです」

なんて書かれた立派な看板によってシャッターポイントを

教えてくれていることだろう。 そのように何度もいったりき

たりしている間に、 私は周囲の木の位置をほとんど把握し

始めていた。 どこに立つと、 どの木が視野に入るかという

ように。 それは同時に看板ではなく木漏れ日が教えてくれ

ていることでもあった。 そうしている間に私は、 ある所に目

星をつけていた。 あそこに行けばきっと素晴らしい眺望が

得られるに違いない。 しかし、 そこにはスラブは伸びては

いなかったのだ。 その時、私は下に降りる階段を見つける。

私は降りていく。 自然の中に。 より深く、 あの峰々を感じ

られる 「私」 を 〈求めて〉、 〈さ迷い歩くために〉。

『Vinternatt i fjellene (Vinternatt i Rondane)』 （山

の冬） ／ Harald Sohlberg （ハラルド・ソールベリ）

（オスロ国立博物館 ： 収蔵）
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『Askevågen』 『Kjeksa』　

―うちすてられた港―

Architect:  3RW - Jakob Røssvik

Completed: 2005

Route: Atlanterhavsvegen

　かつてそこにあった小さな漁村の遺構の風景の再解釈

である。 ノルウェーの沿岸部にはこうした小さな漁村が点

在していたようだが、 より産業的な養殖が盛んになってか

らはその数を減らしているようだ。 もう少し陸の内側に入っ

たところには主要となるバイパスも整備され、 ますます物

寂しく、 さびれていく。 しかし、 そこに確かにあった文化

や暮らしや思い出を 〈風景は記憶している〉。 このプロジェ

クトはそうした風景のもとに人々を立たせるのだ。 少しの配

慮によって人々は風景の前に佇み、 風景の前に歩みよせ

られるのだ。
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　『Askevågen』 が置かれる、 この小さな堤は、 かつて打

ち寄せる波から漁港を護るものとして、 もともとそこにあっ

たものだ。 自然石が積み重ねられて作られているそれは、

漁港にとって象徴的な場所に違いない。 同じ素材の石か

ら切り出されたステップは堤から迫り出すように配置されて

いる。 コールテン鋼の小さな幅のステップは海水のしぶき

によって仕上がっている。錆びつきながらも頑丈なそれは、

時間の流れとその永遠性を物語る。 それらは既存の岩に

敬意をもって 〈直接的に固定〉 されている。 堤の石とは

異なり、 恣意的な形態の石のステップは三方を囲うガラス

によって、 海の蒼と空の青の中に固定されているようだ。

またそのガラスは私をそこに留めながら、 〈帰るべき先を暗

示〉 する。 ほとんど３６０度を海に囲まれる。 私は岩と波

が織りなすその変化を見入っていた。 ときおり堤に打ち付

けられた波がしぶきをあげ、 一瞬の 〈恐怖を覚える〉。 と、

同時に私がそこに〈立っていることを思い出した〉。 そこは、

〈揺るがない〉。 それは、 かつてそこにあった漁村のそこ

で暮らした人々の基盤にしたものだということを実感する。

私は和歌山県の「三段壁」を訪れた時のことを思い出した。

自殺の名所で名高いその場所は、 別にその気がなくても、

いつの間にか前に歩みでてしまうかのよう力があった。 夜

の海もそうだ。 波の音と月明かりに導かれるように、 夜の

海に吸い込まれそうになる。 風景の中には 〈生と死が混

ざり合っている〉 のだろうか。 人は自然とそこに歩み寄る。

その時、 確かに私は 〈身を投げていた〉。
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『Juvet landscape hotel』 

Architetct:  Jensen & Skodvin Architecture

Completed: 2010

Route: Geiranger-Trol lst ige

 ノルウェーの北西部、オンダールスネスの町から、フェリー

のフィヨルド遊覧の終着で有名なガイランゲルに向かう道

の途中の 「Val ldalen 谷」 にそのホテルはある。 近くに同

じく NTRP のプロジェクトの一つである 『Gudbrandsjuvet』 

があるが、 ホテルは、 それの道を挟んで反対側の山奥に

ある集落の中にひっそりと佇んでいた。 ホテルのアプロー

チは当然かのように舗装などなく、 すぐそこにまで木々や

茂みが迫る。 ホテルの姿も依然として姿を見せない。 突

如視界が開け、 目の前にノルウェーの伝統的な草屋根の

家屋が現れた。 その集落にもともとあったその家と納屋は、

現在は改修されホテルのレストランとバックヤードとし機能

していた。 その家を生家とし、 この集落の住人である、 こ

のホテルのオーナーの Knut Sl inning 氏に客室へと案内
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される。 しかしホテルの敷地に入ったというのに未だにそ

の全貌を捉えることができない。 ここは自然保護地区で大

きな規模の開発は許されない。 それゆえに客室は至極単

純な建築言語による小屋に分割され、 谷の隙間に木々を

ぬって配置されている。 最低限のアンカーが渓谷に刺さ

り、 建物は４～５０ｃｍほど浮いている。 岩の上の苔やシダ

などは 〈連続し〉、 枯れ枝や枯葉も落ちる場所を 〈選ば

ない〉。 確かに建物はほとんど自然物のように点在し、 そ

の風景は幾年の月日を共に過ごし、 これからも 〈永遠に〉

そうであるかのようだ。 私が泊まる客室は傾斜が 30 度ほ

どありそうな、急斜地にあった。 その名も 「バードハウス」。

私は足で登らないといけないというのに。 狭いとは思わな

かった。 私が感じている空間はこの木の壁のずっと向こう

まで広がっている。 しかし、 ただならぬ広大さを感じてい

たわけではない。 自分のいる場所と自分の存在が 〈よく

把握できている〉 という感じだ。 建物群はぎりぎりの関係

でプライバシーを守りながら、 居室の一面は全面がガラス

になっている。 そこにはカーテンなどもなく、 メインの客室

（私の泊まった部屋は無垢のログ構法） は反射を抑えるた

めに内装は黒に統一されているらしい。 「内」と「外」を〈分

けるものは消失〉 しているかのようだ。 目の前の渓谷の風

景と光だけしか、 ほとんどそこには、 何もない。 暗くなる

まであたりを散策していると、 私はふと思い至る。 日本の

山間の風景と似ていると思った。 私はこの 〈風景を知って

いる〉。 私はここを 〈心地良いと知っている〉。 そして実際

そう感じていた。 遠い異国の地の、 しかもこんな山奥の宿

泊先でこれ程までに快適に過ごせるとは思ってもみなかっ

た。
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『Stegastein』

 Architects:   Todd Saunders & Tommie Wilhelmsen

Completed: 2006

Route: Aurlandsf je l let

 ノルウェー最大であり世界で二番目の長さのソグネ ・ フィ

ヨルドを見下ろしてみる。 この山麓に囲まれ、 あの下に見

えているのが海であるとは信じがたい。 海岸線から８０ｋｍ

以上離れた、 標高 600 ｍの地点から見えるあれが 「湾」

であり、 あの青が海水ではあるとは不可思議以外のなにも

のでもない。 いや、 そうか、 ここは海岸線から 600 ｍしか

離れていなかったのだ。 （水平距離なら数十メートルといっ

たところか） 世界で最も急な傾斜区間を持つ山岳鉄道で

名高いフロム鉄道のあのフロム地方にそれはある。 フィヨ

ルドに突き出すように伸びた水平線はフィヨルドの景色を

一層劇的にしている。 つまりヴァーティカル／ホライゾン

だ。 しかしフィヨルドのこの造形には見慣れたものだ。 私

はノルウェーの道という道を走り抜けてきたのだ。 それで
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も、 フィヨルドへと真っ直ぐ吸い込まれているこの構築物の

姿には期待せずにはいられない。 私は木々の上を歩き、

少しずつ視界広げる。 梁の太さと接合部が、 自分が今

どのような状況の上にいるかということを 〈説得してくる〉。

尖端までくると、 まったく新しい世界となった。 私はこちら

側にわたったのだ。 これはその見た目通りにフィヨルドに

架けられた橋だったのだ。 視界を遮るものは何もない。 空

中のただ中にいて、 私は初めてフィヨルドと 〈対峙する〉。

水面の表情が 〈手に取るようにわかる〉。 大地の柔らかい

ところと固いところの 〈感触が手にやどる〉。 あと何刻で日

が沈むのかをフィヨルドが 〈教えてくれる〉。 ガラスに自分

の姿が 〈投影される〉。 そのガラス越しにみえる集落とフィ

ヨルドが 〈一致している〉。 これが風景を眺めるということ

なのだ、 とその時了解された。 ふと振り返るとこの橋は確

かに大地から伸びていた。 そして最後はフィヨルドの水面

にむかって落ちていく。 私は、 どこからきて、 どこへ向か

うのだろうか。
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『Svandals fossen』

Architect:  Haga & Grov

Completed: 2006

Route: Ryfy lke

　旧道の橋と滝のその融合の風景である。 フィヨルド沿い

のバイパスを走っている時に、 それはあまりにも唐突に訪

れた。 急ブレーキをかけて側道にはいる。 車をとめたとこ

ろまで、 しぶきは、 飛んでは来はしないが、 滝の匂いが

する。 滝に匂いがあるのかはわからないが、 私は確かに

嗅いだのだ。 自然にはそのように 〈知覚に不思議な作用〉

をもたらすことがあるのかもしれない。

　ただ重力に従うのみの水流を横目に、 私は階段を上る。

この階段によって私の上昇と下降は私の意思のうちにあ

る。 それにしてもコールテン鋼とは、 かくも自然の中に調

和し得るものなのか。 全くの工業製品のはずなのに、 まる

で自然からきた素材のように振る舞っている。 このきめ細

かい錆びの肌理がおそらく、 都合よくそう思わせるのだろ
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う。 「錆びる」 という関係の仕方で工業製品の鉄は、 自然

との間に有機的な関係を作っているのだろうか。 滝との距

離をときには詰めながら、 ときには離れながらジグザグに

登っていく。 しかし岸壁にはぴったりと寄り添っている。 こ

の階段は見た限りかなり単純な基礎の上に築かれている。

やろうと思えばもっと簡単にできたはずだ。 例えば下のプ

ラットフォームからあの滝の第一段を間近に見ることができ

るポイントまで直線にするようなことは。 しかし、 このように

岩壁にそって折れ曲がることで、 〈地形と身体の移動が呼

応〉 していることを実感する。 階段を用いていても、 岩壁

のどこが険しくて、どこが緩やかなのがわかる。 我々はきっ

とここから離れてはいけないのだ。 例えそれが可能なのだ

としても。 地形と階段の形にはそこに意味があるのだ。 こ

の踊り場が、 必ず来るその瞬間を予感させる。 階段の変

化と同じように、 〈感情に起伏が生まれ〉 ている。 そして、

滝の全貌が現れた。 ものすごい水量だ。 階段がこれ以上

無いように、 それ以上先にいけないことがわかる。 この滝

に長い年月曝されてきた下にある旧道の橋に思いをはせ

る。 その橋に宿っているエネルギーが今なら感じ取れるよ

うな気がした。 今度は、 私は自由に下り始めた。 やがて、

海に出る。 穏やかな海だ。 これ以上先にいくこともない。

ここにいよう。 そう思わせる穏やかさだった。 ふと、 気づ

いた。 はじめは、 降りるも上るのも私の意思の内だと考え

た。 しかし、 そこにはもう、 わたしにはそれ以上降りる術

は無かった。 結局のところ、 私はそのものらと同じ地平に

立っていたのだ。 その延長と階段の 〈延長は一致〉 して

いた。
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『Eldhusøya』

Architect:  Ghi lardi  + Hel lsten Arkitekter

Completed: ？

Route: Atlanterhavsvegen

『Trol lst igen』

Architect:  Reiul f  Ramstad Arkitrkter

Completed: 2012

Route: Geiranger-Trol lst igen

『Gudbrandsjuvet』

Architect:Jensen & Skodvin Architecture

Completed: 2010

Route: Geiranger-Trol lst igen

『Ørnesvingen』

Architect:  3RW Arkitekter

Completed:2006

Route: Geiranger-Trol lst igen

『Flydals juvet』

Architect:  3RW Arkitekter

Completed:2006

Route: Geiranger-Trol lst igen

『Videfossen』

Architect:Jensen & Skodvin Architecture

Completed:1997

Route:Gamle Strynef je l lsvegen
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『Vedahaugane』

Architect:LJB

Completed: 2010

Route: Aurlandsf je l let

『Flotane』

Architect:LJB

Completed: 2010

Route:Aurlandsf je l let

『Metf je l let』

Architect:Jensen & Skodvin Architecture

Completed: 1997

Route: Sognef je l let

『Steinsdal fossen』

Architect:Jarmund/ Vigsnæs

Completed: 2014

Route:Hardanger

『Hereiane』

Architect:3RW Arkitekter

Completed: 2008

Route:Hardanger

『Al lmannajuvet』

Architect:Atel ier Peter Zumthor & Partner

Completed: 2011-2016summer

Route:Ryfyike
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『Ropeid』

Architect:Jensen & Skodvin Architecture

Completed: 2004

Route:Ryfylke

『Kvassheim』

Architect:Helge Schje lderup Siv i larkitekter

Completed: 1990

Route:Jæren

『Strømbu』

Architect:Carl-viggo hølmebakk

Completed: 2008

Route:Rondane

2015/10/09

～

2015/10/16

全て　撮影 ： 白岩透
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8　意思ある 〈制作〉 者

　「北欧モダン」 という言葉やモノが今日の我が国日本に

おいても一定の地位を築いているように、 1930 年代の北

欧には国際的に活躍する建築家が数多く現れる。 その時、

フィンランドにはアルヴァ ・ アアルトが、 スウェーデンには

グンナール ・ アスプルンドが、 デンマークにはアルネ ・ ヤ

コブセンがそれぞれの国を代表する建築家として国際的

にその名を轟かし、 それぞれの国における近代以降の伝

統が築かれたとすれば彼らによってであるといえるだろう。

しかしかのノルウェーにおいては、 時をもう少し遅く、 彼の

登場を待たなければならなかった。 だからこそ、 ノルェー

における建築観が、 特に自然との介在をみせるという特

徴を強く意識させるように観察されるというのもモダニズム

の中心から地理的のみならず、 こうした時間的な隔たりに

よる影響がいくらかあるのだろう。 そのような意味でノル

ウェーの現代の建築の土台を築いたのはスヴェレ ・ フェー

ンと言っていいだろう。 また、 忘れてはならないのが同時

期に活躍したクリスチャン ・ ノルベルク＝シュルツである。

フェーンが実務面での重要な参照項であるように、 シュル

ツのその理論の展開は現代に至ってもその切れ味を失わ

ない。 スヴェレ ・ フェーンは戦後モダニズムの渦中におい

て、 その建築の実践を出発させるが、 フェーンの建築が

みせる明らかな特徴は自然の中にその構造をもつというこ

とができる。

　その青年はモロッコにいた。 当時の西欧での建築の中

心を占めていた、 かの巨匠たちが牽引していた文化から

離れ、 モロッコのヴァナキュラー建築から、 その土着性か

ら新たな建築言語を探そうとしていたのだ。 しかしそこに

あったのはもっとも純粋な 「詩性」 のみであった。 あるい

はそのような 「認識」 の仕方がフェーンにその時宿るので

ある。

「今日、 一路南下、 現地に伝わるプリミティブな壁面主体

の建築を学ぼうと砂漠の広がる旧フランス領モロッコを目

指したところで、 新発見を求めて突き進む探検などといえ

る由もない。 フランク ・ ロイド ・ ライトの住宅がどれも、 素

材を組み上げた中に粗々しさを抱えて散らばり、 タリアセ

フェーンのスケッチ

出典 ： 『ARKITEKT SVERRE FEHN 』
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ンでの試みを彷彿とさせ、 ミース ・ ファン ・ デル ・ ローエ

の創り出す壁とて然り、 両方とも、 無限を性質とすることま

で皆が了解済みだろう。 そこで、 ル。 コルビュジエが、 近

代都市計画のただ中でテラスや屋根に込めた詩情に行き

当たる。 つまり、 今や詩的感性をもって読みとることが求

められるようになったのだ。」 [a+u,1991/1:43]

　モロッコのプリミティブアーキテクチャーを観察しても、 し

かしそこになんら新規とよべるような発見はなかったのであ

る。 むしろそこにはみなれた、 フランク ・ ロイド ・ ライトの

素朴な素材表現や、 ミース ・ ファンデル ・ ローエの壁の

無限性や、 ル ・ コルビュジエのテラスや屋上の 「ようなも

の」 がフェーンの目に映るのである。 しかしそれは、 巨匠

たちがつくるものと同じもので決してないし、 形態が酷似し

ていたということでもないだろう。 しかしそれらに何らかの

関連があるとしたフェーンはその特徴を 「詩性」 として受

け取ったのである。 モダニズムの巨匠たちのものと同様な

「詩性」 がモロッコのプリミティブアーキテクチャーにおけ

る素材や壁や屋根などにもあるものとして読み取れるという

のである。つまりそれは「時間を超えうる」というものである。

そのような認識の仕方、 詩的感性によってみれば、 建築

の基本的な事象とはつまりそういうものであったとフェーン

はモロッコの旅で悟るのである。

「『The only answer to this architectural  s impl ic i ty 

and clar i ty is  that i t  exists in a culture that 

for us seems t imeless.  Architecture’ s work is 

per fect,  because i t  is  working in a t imeless space. 

Its s ignature is  anonymous, because i t  is  nature 

i tse l f .』」 [Fje ld,2009:42]

　しかもそのような自然と介在し、 時間を超えた場所にある

「プリミティブなもの」 ＝ 「詩性」 は永遠ともいえる時間的

空間にその存在を置きながらにして、 具体的な単純かつ

明快な建築的表現とその環境との具体的な関係において

も調和をもって統合されているという。 フェーンにとって建

築が完全として成り立つというのは、 理想的かつ普遍的な

完成形としての最終的な形態を言うのではなく、 そうした

時間的空間で生き続ける詩性の獲得ということとして了解

フェーンのモロッコでのスケッチ

出典 ： 『SVERRE FEHN THE PATTERN OF THOUGHTS 』
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されたことだろう。 このような意味で 「建築は匿名的だ。」

とフェーンは言うのである。 つまり、 建築のその詩性は、

誰かが創造するのではなく、 見つけられるまで既に自然の

中に横たわっているのである。 「建てる」 という 〈制作行為〉

は自然の中にあるそれを見出し、 具現化するということで

ある。

　詩的感性、 フェーンはそうした観察眼でモロッコのプリ

ミティブな住居をみる。 そこである観念がフェーンに到来

する。 そうするとただの内部と外部に分けるだけに見えて

いたはずの一枚の壁が途端に多くを語りだす。 それはた

だの物理的な面ではなく、 生活の様相そのものであった。

そこには思弁的な意思も、 恣意的なコンセプトもなく、 そ

れは環境の内の具体的内容であり 「日常直接の事実」 と

してそこにあった。 壁は日差しを遮り、 あるときは背もたれ

として、 ある時はナツメヤシの実をかけて干し、 またあると

きは子どもたちが絵をかいて遊ぶように、 である。

「すべてが、 開放的あり閉鎖的でもある空間を軸に、 何

にも縛られないリズミカルなダンスを繰り広げる。 人々を

囲んでリズムが工作、 その様、 空間の文化とも呼べよう。」

[a+u,1991/1:43]

　またモロッコのプリミティブアーキテクチャーのように建築

の材料や工法が、 基本的に全て土着的なものによってい

ることで、 それの大きさが時間の方向にも拡張可能である

ということをフェーンは気づくのである。 フェーンはモロッコ

のプリミティブな煉瓦造をその例えに挙げているのである。

その大地と同じ素材のモデュールである煉瓦の連続の様

子からそれはあらゆる方向に拡張可能であり、 そうしてみ

ると、 その住宅は一個の単位として完結せずに、 いくらで

も増減築するように時間的拡がりを可能にする。 また、 ど

こが朽ちていて、 どこが新しいのかという事も飲み込んで

それは時間を経ることができる。 それを 「永遠性」 と呼ば

ずになんと呼ぶのか。 これは大地と同じ土砂でつくる日干

し煉瓦の場合であるが、 しかしそれは実際、 そういうこと

であるとフェーンは考えた。 風土的な在り方をした建築は、

それ自体が有機体であるようなことをフェーンはここでは言

うのである。 そのような建築は、 それが属するより上位の

有機的関係の環境を構築する一側面であり、 また同時に

フェーンのスケッチ

「The house in ihe desert with a clay pot .This must be simplicity」

出典 ： 『SVERRE FEHN THE PATTERN OF THOUGHTS 』
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有機的環境の内に生成される （「手出し」 される） ように、

相互を通い統合に導く詩性を読み取るのである。

「ただ一種類の素材のみ、 他には、 光と影が永遠に代わ

る代わる訪れる以外、 建築に 『手出しする』 ものは何もな

い。 村中が地と同じ色で、 見渡すと、 日光に対して足下

の地表とは違った角度を取る、 その事だけが家々が並ん

でいるのを教えてくれる。」 [a+u,1991/1:43]

　フェーンの建築の基礎はこの時のモロッコでの経験にほ

とんどよっているといえるだろう。 建築は自然のただ中に

あってそれを見つけること。 フェーンの建築における自然

との関係とはそのようなものである。 そしてそれは抽象化

によっては導き出されない。 「見つける」 というのは物理

的に観測するということではない。 なぜならフェーンによっ

て見出される建築の詩性とは時間的深度を持った質的な

次元にしか表出しないものだからである。 モロッコのプリミ

ティブアーキテクチャーのその詩性をその形態や材料の

性質そのものからはよみとることはできない。 その生活風

景の中ではじめて感じ取ることができたのである。

「『自然科学の世界は無を象徴し、 私たちは永遠性を奪

われた。 この経験を通じて、 ともすると私たちは失われた

時間をただただ切望するようになりかねない。 人類が地球

はまるいと気づいた時点で 〈地平線〉 は消失し、 しかも

その消失によって私たちは既知の空間も未知の空間さえ

も失ったのである。 私たちは地球が天空の下にあることを

忘れ、 そしてその向こうにある何もかも忘れてしまった。』」

[a+u,1991/1:167]

　だからこそフェーンは建築を本質的な要素からなら具体

的内容の世界、 すなわち大地の上に、 天空の下に、 彼

方に地平線を眺めながら、 そこに置こうとするのである。

それを永遠なる時間をこえた詩性を感じさせるものとして、

生きられるものとして、 人々に経験されるものとして、 であ

る。 そうして人々とその生活をそのような世界に戻そうとし

たのではないだろうか。

　フェーンの建築はしばしば 「詩的」 であるといわれる。

しかしそれは 「現実的」 との対比で使われているのでは

フェーンのスケッチ

「The erth becomes your weght.」

出典 ： 『SVERRE FEHN THE PATTERN OF THOUGHTS 』

フェーンの水平線と船のスケッチ

出典 ： 『SVERRE FEHN THE PATTERN OF THOUGHTS 』
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なない。 そこに読まれるべき物語があるということであり、

それはむしろ日常現実の具体的世界の表現である。 裏を

返せばそれは自己言及的な 「偉大な作品」 とはその性

格が根本的に異なる。 フェーンの建築には実際、 理論が

必要には思われない。 実際、 フェーンは自身の建築につ

いて多くは書き残していない。 せいぜい単発の投稿がい

くつか残されている程度である。 そのかわり、 フェーンは

設計段階には無数のドローイングを描いた。 そこには際

限なく周辺環境を書き足されていた。 具体的内容の直接

的事実が書き足されていた。 それは建築という方法によっ

て、 別の言語に置き換えることなく、 より直接的にその場

所に介在しようとするフェーンの意思の表れであるといえよ

う。 フェーンはこのようにもいう。 「『大地は公共の場であっ

た。 なぜなら土地もその一帯にあるものも、 皆が共有して

いたのだから。 太陽、 風、 雨、 寒気があるからこそ家は

シェルター足りえた。』」[a+u,1991/1:169] と。 だからこそ、

その大地に介在することはフェーンにとっては当たり前の

ことなのである。

　またフェーンの建築は、 荒々しい素材表現と思慮深い

ディーティールと明快な構造的興味においても読み解くこ

とができる。 実際それらは 「自然的」 などとよく表現され

ているようであるが、フェーンの建築には自然を尊重し 「自

然と同化」 しようする動きは見られない。 むしろそれは自

然とは対比的に並置されているようである。 それは、 「際

立って」 いて、 そうさせる自然もまた同様に 「際立って」

見えてくるようなのである。 しかしそれは 「対立」 している

のではない。 フェーンが自身の建築と自然環境との関係

に関して 「対峙」 や 「対話」 というように表現する。

　

「『自然と文化の対話が、 わたしの建築哲学の重要な一

部分だと言えます。 ……自然に対してあまりにセンチメ

ンタルになりすぎると負けてしまいます。 自分の考えや

建築に知性やストーリーがそなわっていて、 しかもある

種の粗暴さをもって自然と向かい合ったとき、 初めて自

然と対話することができるのです。』」 [ 日経アーキテク

チャー ,1998/11/16:28]

　フェーンの 「対峙」 という表現を受け、 ノルベルグ ・ シュ

Norsk Bremuseum （氷河博物館）　設計 ： Sverre Fehn

撮影 ： 白岩透

フェーンの氷河博物館のドローイング

出典 : 『ARKITEKT SVERRE FEHN』

氷河博物館からの風景

撮影 ： 白岩透
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ルツは、 「ある意図のある反論」 のようなものとして考察

し、 建物と自然が 「対峙」 を通じて弁証法的にまとめられ

たフェーンの建築は、 ゲシュタルト理論の基本的原理を用

いながら、 構成要素の総和を上まわる 「全体」 を形成す

るという。 [a+u,1991/1:169] フェーンの建築は自然の中

に溶け出すように、 融合されるでも、 還元されるでもなく、

有機的な関係を持ちながら自然と同時に存在するのであ

る。 それはまさに 「介在的」 であるといえよう。 人々が具

体的な世界、 真に公共的な場所で穏やかに過ごすために

は、 こうした時間の中に複雑に織り込まれた具体的な事物

の関係、 その織目を意識しなければならない。 フェーン

のその建築はその 「織目」 を具現化させる作業であると

いえるだろう。

　フェーンの建築は構築的な連なりに一貫されているよう

である。 それは見た目にも明らかである。 その点で、フェー

ンの建築がまず審美的な判断とは別の次元のあることを思

わせる。 空間と構造と素材とジョイントと大地と天空の関連

がそれ以外に無いように思わせるのである。 そうした構法

の 「詩性」 すなわち、 「テクトニック」 な部分をケネス ・

フランプトンも高く評価する。 [ 松畑 / 山本訳 ,2002:479]

例えば 「ブスク邸 （Vil la Busk）」 では、 傾斜地にそって

伸びあがるコンクリートの壁があり、 その上に水平に伸び

る屋根がある。 その間の構造材はその２つを調停するだ

けでなく、 その間に光を導くことで居住空間を定位させて

いる。 そのジョイントは空間にリズムを与えるとともに、 そ

の空間が構築性を象徴することで場所を意識させる。 そ

うしたフェーン建築の一連のスケールを横断する一貫した

構築性によって支配された空間は、 しかしなぜだか厳格

で排他的なものという感じはしない。 北西の外部に面した

真っ直ぐに伸びる一本の通路に各室は並列に接続され、

それは風景の中へと真っ直ぐのびるその切妻は何物も受

け入れるようである。 それよりも二人の姉妹の寝室としてつ

くられた塔は、 概観の第一印象を一手に引き受け、 全体

の 「重さ」 をとり除く。 そんな風にむしろある種の親しみさ

え覚えるのである。 当たり前だ。 フェーンの詩性とは時間

の切断ではなく、 時間の場所化なのだから。 その連なり

の中に人間の振る舞いも意識も含まれていて当然である。

時間はあらゆるものを受け入れる。 フェーンはそうしたより

Villa Busk　設計 ： Sverre Fehn

出典 ： Nasjonalmuseet
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多くのものを含んだ環境へと建築や生活や自然を統合さ

せようとしたのである。

　フェーンはヴェネチアビエンナーレのスカンディナビア館

の 「詩性」 を次のように説明する。

「『このパヴィリオンはヴェネチアの原質を持っている。 こ

の都市は水に属し、 そこから霊感を得ており、 緑の領域

は水と対比をなしている。 草と木の風景による公園はとて

も稀で貴重なものである。 建物内にそのまま残されたすべ

ての既存の木は成長を続け、 屋根を抜けたところでまっ

たくの自由を見出すだろう。 全体を覆っている屋根は主

要な一本のまわりをあけることでこの木に敬意を表し、 こう

することで建物と自然のあいだの統合が最高潮に達する。

……屋根を覆っている透明なチャンネル材も雨に敬意を

表している。 雨のこの導き方は水の都市にふさわしく、 な

おかつこうすることで内部と外部の双方にある樹木に水を

供給しているのであり、 このパヴィリオンを公園の循環と結

んでいるのである。 枝は太陽へと向かい、 季節に合わせ

てこの建物に抑揚を付けるだろう。 この非合理性の土地で

構造化された太陽と雨へのこの敬意は、 建築のもっと高い

秩序を探究することの端緒なのである。』」 [2002:482]

　フェーンはモダニズムの影響について 「自己から逃れ

ることは難しい」 [a+u,1999/1] と答える。 ここでいう自己

とはノルウェーの風土、 つまりノルウェーの文化や自然の

中に構造化された自身であり、 またそれを志向する自己

ということである。 風土的な存在としての人間の在り方を、

フェーンはノルウェーの自然から確かに学んでいたので

ある。 先の時代が追い求めていた恒常性や普遍性、 公

共性の建築とは自然との介在以外のなにものでもないこと

を、 知っていたのである。 そしてスヴェレ ・ フェーンはそ

のことに常に意識的だった。

Nordic Pavilion, Venice 設計 ： Sverre Fehn

出典 ： 『SVERRE FEHN TH PATTERN OF THOUGHTS』
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9　住まいの概念

　自らが置かれた環境を理解して、 そこへの接続を試みて

「建てる」 ときそれが 「住まい」 になる。 それが 「住まうこ

と」 であろう。 こうしてみれば、 「住まうことに」 に 「建て

ること」 が含まれているといってもいいかも知れない。 「建

てること」 によって 「住まい」 が出現して、 そこから 「住

まうこと」 が始まるのではない。 もしそうだとすれば、 「建

てること」 の動機が問題になる。 我々人類はわけもなく、

あるいは偶然に 「家」 あるいはそれに相当するものを作

り、 それがたまたま 「住まう」 ことに適していた、 といった

ふうには建築の始原をみることはできないはずだ。 我々は

雨や風が吹きさらす大地の上で、 そこでのその存在を確

立しよう努めていた。 自然と自己とをどのように調停するか

という試行錯誤、 すなわち 「住まうこと」 のうちに 「建てる

こと」 をはじめたはずだ。 であれば 「住まい」 とは、 その

自らが置かれた環境との間に何らかの意味ある関係を構

築することにほかならない。 「住まい」 とは、 自分の存在

が 「どこに (where)」 「いかに (how)」 あるかを表現すると

同時に、 またそれによって自分の存在を見出すのである。

すなわち自己を確立するのである。

　「住まい」 とは単に寝食を行う場所という以上の意味が

あるものである。 宿や野営地を 「住まい」 とは呼ばない。

なぜならその時、 私はそのときそこに 「生きている」 わけ

ではないからである。 「死なないように」 しているのにすぎ

ない。 つまりその時、 私自身にとっては体験としては残っ

ても、 「生きられた」 ものとして、 場所には意味の蓄積は

観察されないだろう。 私から場所への一方向的な関係で

しかなく、 私にとってのその場所はどのような変質もみせ

てはくれない。 あるいは私は場所から与えられた環境をう

けとるが、 場所は私の精神を引き受けはしない。 よく観光

地などで、 歴史的著名人が訪れたとされる、 宿や茶屋が、

あるいは通ったとされる街路があるが、 そこでは、 さもそ

の場所がその人物の精神を引き継いでいるが如きの文句

で宣伝しているが、 そこで起こった断片的な歴史的事実

やエピソードは知り得ても、 その人物の時間的存在には

かすりもしないだろう。 もし、 その人物の存在をわずかば

かりでも感じたいのであれば、 その人物の生家や長きにわ
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たって滞在した場所、 「住まい」 すなわち 「生きられた空

間」 を訪れてみる方が、 はるかに可能性がある。 そこに

はその人物の 〈制作性〉 がふんだんに盛り込まれている

はずだからだ。 その人物がより適したものとするようにその

空間に働きかけたその痕跡が読み取れるはずである。 例

え、 そのような 〈制作〉 による物理的な事象が、 既にな

んらかの形で失われてしまったとしても、風土的人間の 〈制

作性〉 はそもそもその場所の風景や自然によって関係的

につくられているはずのものではなかっただろうか。 だと

すれば、 また他者にも同様な関係の織目に触れられるか

もしれない。 その時、 その人物の面影をみることもあるだ

ろう。

　また、 いわゆる不動産業が取り扱う 「商品」 のような理

解の仕方も 「住まい」 の本質を捉えているとは言えない。

「商品的住まい」 は駅から何分であるとか、 占有面積がい

くらであるとか、 消費エネルギーがいかほどであるかという

ような、数値化可能な指標によってその価値が説明される。

唯一数値化できない、 土地の場所のイメージすらも 「住

みたい街」 ランキングなどの、 外的な要素によって恣意

的に関係づけられているにすぎない。 それは真に選択的

とは言えず、 そうして得られた 「住まい」 は自己表現でも

なければ 「自己了解」 にも働いているとは言えない。 そ

のような理解は 「住まい」 の 「質」、 すなわち環境と自己

の関係的存在の仕方の表現を見落としているといえる。

　シュルツ [ 川向訳 ,1988] は 「住まい」 の本質を四つの

様態 （モード） 即ち、「集落」 「都市空間」 「施設」 「住宅 （あ

るいは家）」 によって説明する。 シュルツはそれを種類や

分類ではなく 「様態」 というように、それらを通常の意味で、

例えば田舎や田園の中のつつましやかな住居の集まりを

さして 「集落」 というように用いてはいない。 さらに 「様態」

として 「住宅」 を挙げている時点で、 人々が一般に考え

ているように 「住まい」 ＝ 「住宅」 ということではないとい

うことが暗に示唆されているのも興味深い。 それら四つの

「様態」 が合わさり統合されて、 「住まうこと」 が展開され

る一つの全体的な環境が構築されるという。 すなわち、〈有

機的関係の内の全体性〉 が現れるのである。 さらにそうし

た四つの様態の具体的な現れ方として二つの局面、 即ち

「同一化」 と 「定位」 があるとする。
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　「集落」 とはシュルツによれば、 ある場所に 「住みつく

こと」 を意味する。 必然的にそれは自然との関係があるこ

とを意味する。 これをシュルツは 「自然な住まい （natural  

dwel l ing）」 ともいう。 広大な自然の中で然るべきところを

定め、 その風景の中に住み着くのである。 風景とはどこか

在る一つの視点に育まれうるものであるから、 「集落」 そ

れ自体もまたそれを生起させるものも一つの 「到着点」 で

あり、 また 「目標」 であるといえる。 「目標」 とは抽象的

な無限の空間にあるのではない。 具体的な自然の形態

の関係の中で、 見出されるものである。 目標というからに

は、 その周囲の事物をある関係性に寄せ集める中心とな

る。 そうした、 スケールの大小はあれども、 中心的に寄せ

集められてきたモノがまた新たな統合をみせる形でそこに

「世界」 が出現する。 それが 「集落」 という住まいの様態

である。 山村と田畑は、 動物の振る舞いで山間の世界を、

川の流れで山上の世界を、 田畑の稔りでその 「集落」 の

世界を把握する。 「集落の人々は場所を解釈し、 それを

人間が生活し得る場所にかえるのである。」 [1988:31] 例

えば現代の都会的環境や、 それに連動するようにスプロー

ル化した郊外はこうした 「集落」 的様態を欠いているので、

真に人々を住まわせているとはいえない。 巨大高層建築

や無秩序な景色の連続は、 世界を集める中心とは機能せ

ず、 その表象はどこかある場所に 「到着した」 という感覚

を与えず、 「どこでもない （nowhere）」 ものとなってしまっ

ている。 かつて自然のままの土地を開墾しそこに 「集落」

という関係的世界を築いたように、現代の都市においても、

与えられた世界の中に自らの生活の基盤を見出しうる 「住

まい」 でなければならない。

　「都市空間」 はそこに住みつき定着し、 人々が集まって

きたことを想定している。 それをシュルツは 「集団的住ま

い」 ともいう。 それは市場や広場に象徴されるように、人々

の出会いや交流、 また行動の選択があることを意味する。

そこで人々は生産物や思想や感情を交換するのである。

他者との出会い、 他者の世界と出会うことは同時に自己の

世界、自分が 「どこのなにものか」 ということが意識される。

それと同時にそれを 「説明」 しなければならい。 そこに 〈制

作〉 の具体的表現の動機、 （シュルツはこれを 「作品化」

という） が起こるのである。 「集合的住まい」 とは本来そ

のような動きが見られたが、 現代において 「集合」 が意
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味するのは、 単なる量的な集合でしかない。 集まってきた

それらは、 出会うことはない。 新たな区画によって建物は

乱立するが、 そこにはかつての出会いがあったような、 調

和のある街路や広場はない。

　「施設」 とは、 世界が集められ、 人々が集められた時、

そこに共有される価値である。 「出会い」 と 「選択」 によっ

て 「説明」 しつくされたことで 「同意」 が示されることを

意味する。 シュルツはこれを 「公的住まい」 と言い換える。

集団の同意の象徴ともいえる 「公的住まい」 は、 単なる

概念上のイメージに終始せず、 その性質上、 常に必ず具

体的な公共建築として現れる。 たとえば美術館や博物館

では我々の文化のうちに共有された時間が示され、 学校

では共有される体験が知識となって示されように、 である。

そしてそれを通して、 世界がひらかれることで帰属的な意

識が生まれのである。 つまり 「共有」 と 「参加」 という意

味で 「住まう」 ことを可能にする。 今日において 「施設」

が意味するところは、 単純な機能以上のものでは無くなり、

帰属的な意識を象徴するイメージは棄却された。 学校も、

市庁舎も、 オフィスビルと変わらないようですらある。

　「住宅」 とは還る場所である。 我々はその他の様態がそ

うであったように、 集めて、 出会い、 共有されてきた 「世

界」 より、 もっとも単純な形で与えられる 「世界」 に帰る

必要がある。 そうして個人としての自己を確立することが

できるのである。 シュルツはこれを 「私的住まい」 とする。

「私的住まい」 とは自然の日常直接の事実と我々の関係

的な在り方を表現しうるものにほかならない。 「……自然と

人間を巡る現象の世界、 多様にかつ直接的に表現してい

る。 これこそが住宅の役割なのである。」[1988:89]「住宅」

は世界との関係の意味を最も単純に表現することで、 そこ

に住まう者が敬い愛すべきものがなんなのかということを教

えてくれる。 「我々はそれらを、 外界からもち込み、 『我々

の世界』 を表象するそれらとともに生活するのである。」

[1988:91]

　これらの四つの様態は、 実際今ある建築をその枠に当

てはめることが可能にも思われるが、 シュルツはなにもこ

の洞察を建築のカテゴリーとして提示したわけではないこ

とは先にも述べた通りだ。 シュルツは 「様態」 を 「表現可

能態」 とも表現する。 難解な概念だが、 ひとまず本質的

な理解はさておき、 先に進んでみる。 これらの 「表現可
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能態」 が 「定位」 と 「同一化」 の作用を受けて、 具体的

な 「今 ・ ここ」 の建築として出現する。 「世界を集合」 す

る 「作品化」 のプロセスの概略として示したのだ。 これを

シュルツは 「様態 （モード） の有形化」 という。 そうして

現れる建築を、 機能主義による建築を 「無形の建築」 と

しながら、 それに対して 「有形の建築」 という

　自然や事物との人間の意味ある関係を構築することを

「住まうこと」 と述べたが、 「定位」 と 「同一化」 はその精

神的意味そのものである。 「定位」 とは自分がどこにいる

のか、 どんな自然にいるのかを知るという事である。 「同

一化」 とは同一性すなわちアイデンティティの獲得のこと

であり、 もっと端的に言えば自然と自己の一致をみること

である。 つまり、 いかにして自分が自然に同一化されてい

るかを知ることが重要となる。 両方とも 〈有機的関係〉 に

おいて重要な局面であるが、 「住まうこと」 において特に

意識されるのが 「同一化」 の作用であるとシュルツは指摘

する。 [ 加藤 / 田崎訳 ,1994:40] 「アットホーム」 と思わ

ずとも、 人は生活できるし、 空間について特別な理解が

なくても 「アットホーム」 と思うことができるように、 実はそ

れぞれ自律しうるものなのである。 だからこそ近代以降の

住宅というのは 「同一化」 をないがしろにし、 あらゆる場

所に人を住まわせようと 「定位」 の作用のみに力点を置く

ことが出来た。 「同一化」 を欠いた結果として自然に対し

て暴力的な 「住まい」 が氾濫することになったのは言うま

でもない。 真に 「住まう」 というのは、 なぜその場所が心

地よく感じるのかを知っていて、 実際そこにいて心地よく

感じるようでなければならないのである。

「私の言い方で言えば、 『同一化』 とは特定の環境と 『友

達』 になる、 ということを意味している。 北欧の人間は霧

や氷や冷たい風と友達でなければならない。 北欧人は、

歩きまわるときに足の下の雪のきしむ音を楽しまなければ

ならないし、 ……詩的価値を体験しなければならない。」

[1994:40]

　この二つの作用を統合するものとしてシュルツには 「場

所」 の概念、 すなわち 〈自然〉 があるが、 これは人間の

世界における存在の仕方である 「住まい」 においては、

構造的には 「空間」 の上位におかれている。 またこの二
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つの作用は幼児期に自然環境の中で育まれる。 シュルツ

はこの過程を、 ピアジェの 「シェマ」 の形成になぞらえて

説明する。

「……幼児は、 砂や土や石や苔の上で、 また曇った空や

晴れた空の下で歩き、 遊び、 固い物や柔らかい物を掴ん

だり持ち上げたり。 あるいは特別の木の葉をざわめかして

通り過ぎてゆく風の音のような騒音を聞き、 暑さや寒さを

体験する。 こうして幼児は環境をよく知るようになり、 将来

のあらゆる体験を決定する知覚の図式を発達させるので

ある。 その図式は場所的に決定され、 文化的に条件づ

けられた構造を持つと同時に間 ・ 人間的な普遍的構造を

も内包しているのである。 人間であるということは、 同一

化と定位の図式を共に共有しなければならない、 ……」

[1994:41]

　この説明によってベェルゲ ・ ダーレが力説ように 「フリル

フスリフ」 がノルウェーの教育においても社会福祉的に重

要な側面を担っているということが容易に理解できるだろ

う。 この 「図式」 こそが、 ピアジェの 「シェマ」 と相同し、

それはシュルツの別の言葉では 「環境のイメージ」 であり、

彼が 「実存的空間」 と呼ぶものである。 [ シュルツ著 / 加

藤訳 ,1973] 四つの 「様態」 とは、 「住まい」 の実存的空

間であり、「土地の地霊 （ゲニウス・ロキ）」 ときそれは 「場

所」 の実存的空間のことであろう。

「建築するとは、 このゲニウス ・ ロキを目に見えるように視

覚化することであり、 建築家の努めは、 有意味な場所を

つくり出すことにあり、 そうすることによって建築家は人間

が住まうのを助けるのである。」 [1994:10]

　ルイス ・ カーンが 「What does the bui ld ing want to 

be? （建築は何であることを欲するのか）」 と言う時、 この

「何」 とは 「様態 （モード）」 であり 「ゲニウス ・ ロキ」 で

あり、〈有機的関係〉 のうちあるに暗黙の 「形 （フォーム）」

なのだ。

　シュルツによれば、 我々はその精神を世界に開くように

自己を拡張し、 事物と事物が関係し合って存在する環境、

その総体的な全体性と、 その関係の網目にあるモノや自
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己を実感しなければならない。 すなわち、 モノや自己の

詩性の発見、 それを通した世界との出会いである。 この

ように、 多様性と関係性と意識しながら環境をみて、 そこ

にその 「生」 の基盤を置く行為を、 シュルツは 「住まう」

というのである。 「住まう」 というのは前段で言ったとおり、

それはある場所において寝食するということ、 あるいは単

に生命を維持するというだけのことではないのである。 そ

こには、 より積極的に能動的かつ受動的でもある意味の

交換が環境との間で取り交わされているのである。 あるい

はシュルツはそれをハイデガーを通して 「詩的にすまう」

とも言うのである。 「住まい」 とはそうした環境と折り合いを

つけようとした努力の現れということができる。 そして、 人

間の 「住まい」 なる建築の真の目的とは、 そうした人々

と世界との出会いを、 具体的な内容がともなった生活を、

容易にし、 確かなものとする 「場所」 の創造によって、 人

間が 「住まう」 のを助けるということである。 建築は、「集落」

「都市空間」 「施設」 「住宅」 のそれぞれの様態において

この目的を達成し、 これら全体を有機的に結び付ける意

味、 まさにその結び目なのである。 こうしてみると、 フェー

ンの建築の実践と同様に、 シュルツの建築論とは自然と

〈介在的〉 なものであった。
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10　自然すること

　「住まい」 の根底には自然との 〈介在〉 がある。 では 「住

まうこと」 において現実的には最も重要な段階一つである

住まいを 「建てること」 はどのように関係してくるものとし

て説明できるのだろうか。 前項では、 「住まうこと」 の中に

「建てること」が含まれているといったが、ここではさらに「住

まうこと」 「建てること」 についてもう少し深く学んでみたい。

　ハイデガーは世界大戦間もない頃、 住宅不足である状

況をさして、 最初の問題を提起する。

「建てることは、 つまり、 住まうことの単なる手段や方途な

どではない。 建てることは、 それ自体がすでに、 住まうこ

とである。」 [ 中村訳 ,2008:6]

　もし、 「住まうこと」 が目的としてあり、 「建てること」 が

手段でしかないなら、 「建てること」 によって建てられた

ものが全て住居ということになるが現実にはそうではない。

また、 「住まうこと」 が目的でしかないなら、 住居以外の

建物も住まいとして与しさえすれば、 それで人々はよしと

するだろう。 実際これは住宅不足の状況において人々を

助けるが、 ただしこの場合 「住まうこと」 は 「寝泊り」 程

度の意味となっている。 「目的／手段」 の関係でしかない

のなら、「住まうこと」 と 「建てること」 はまったく異なる別々

の行為とみなされ、 「住まうこと」 なしに 「建てること」 こと

を可能にし、またその逆 「建てること」 なしに 「住まうこと」

を可能にする。 しかし、 この結論ははっきりと言って人間

の在り方として間違っていると言わざるを得ない。 当時の

ドイツにおいては、 住宅不足の問題に一役かっていたか

もしれないが、 明らかにそれは生活の質や人間の質の基

準をを下げるように働きかけかねない。 今日の日本に至っ

ては売れない高層マンションが乱立し、 無秩序なロードサ

イド店舗が郊外の風景を乱している。 「住まうこと」 の真の

欠如とは、 住居の量の不足ではなく、 「住まうこと」 の意

味の欠如である、 ということをハイデガーは言うのである。

[2008:45]

　ではその失われた意味とはなんなのだろうか。
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　ハイデガーは 「建てること＝バウエン （bauen）」 からそ

の語源である古ドイツ語 「ブアン （buan） ＝住まうこと」

に遡り、 「建てること」 と 「住まうこと」 の一致をみている。

そして、 さらに起源へとさかのぼり、 「ブアン （buan）」 は

「ブー （bhu）」 や 「ベオ （bheu-）」 （どちらも 「～があ

る ・ ～である」 を意味する） という 「存在する」 という語

の変形であるという。 つまりこういうことである。 人間がこの

大地の上に 「存在すること」 は 「ブアン」 即ち 「住まうこ

と」 であり、 「人間であること」 とは 「大地の上にあること」

であり、 それは 「住まうこと」 にほかならない。

「―人間は、 〈住まう〉 かぎりで 〈存在する〉。」 [2008:9]

　「住まうこと」 と 「建てること」 は一致しているので、 そう

した全てに 「建てること」 が想定されている。 （つまり 〈制

作性〉 の人間存在である。） また、 「ブアン」 が田畑を耕

して葡萄を栽培するように囲って育てる （耕作は anbau）

ことでもあるという。 この意味で 「バウエン」 において具

体的な建造を意味するとき、 それはなにかを無から、 ある

いは無に出現させるのではなく、 「時が熟して自ら結び成

長をただ見守る」 ように取り囲んで育てるように、 構築物

を作り出すのである。

　このようにハイデガーは 「物がつくられること」 を、 近代

的な産業や製造とは異なった見解をしている。 何かが 「つ

くられること」 というのは、 事物と事物の 〈有機的関係〉

のなかで、〈浮かび上がってくること〉 のようものとしている。

また浮かび上がってきたそれは新しい事実としてその関係

に組み込まれるということが想定されるのである。 木田は

「ハイデガーによれば、 〈制作 （ポイエーシス）〉 とは 〈自

然 （ピュシス）〉 の力にさらされた人間が、 〈自然〉 のた

だなかで、すでに自生している存在者を根拠に、その 〈自

然〉 の力を利用しておこなう、 おのれの地盤の確保なの

である。」 [1993:163-164] と考察する。

　つまり 「人間の存在」 は 「住まうこと」 によっていて、

その意味とは 「死すべき者がこの大地に留まること」 なの

である。 ハイデガーにより詳しくは、 次のように言われる。

「《大地の上に》 というのは、 すでに 《天空の下に》 とい

うことである。 この二つは、 《神的なものの前に留まること》
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を示し、 《人間が互いに帰属しあうこと》 を 〈共に〉 包み

込む。 これらの四者――大地、 天空、 神的なもの、 死す

べき者――は、 ひとつの 〈根源的〉 な統一によって、 唯

一の事柄に属している。」 [2008:14-15]

　大地と天空の間というのはすでに、 フェーンによってそ

れが大いなる公共であることを確認した。 「神的もの」とは、

その言葉のとおりそれが超自然的な存在である神のことを

いっているようには思われない。 事実、 「神的なもの」 は

別のところで 「神性を密かに伝える使者たちである」 と言

い直されている。 それが 「使者たち」 という複数形をとっ

ている時点で、 唯一絶対の観念とは考えにくい。 ここでい

う 「神的なもの」 とは 「神」 のように本質を謳うものではなく、

来りくる 「事実」 のことであるといっていいだろう。 ハイデ

ガーの 「ものをつくること」 の考え方において 〈うかびあがっ

てくるようなもの〉 と述べたが、 それはプラトンのいう 「存

在者は一定の形相のうちに立ち現われる」 というイデア論

とは異なる。 本質から始まって在るべき形を成して現れる、

ということは同じなのだが、 現れたそれは数ある一つの結

果であり 「事実」 なのである。 イデア論はこの現れたもの

を 「本質」 と同一視するが、ハイデガーはこれを区別する。

よってそれは 「神」 ではなく 「神的なもの」 であり事実的

なものの集まりの世界ということだろう。 死すべき者とは「実

存的存在」 の人間である。

　そしてこれら四者を包み込むように、 放り込むではなく

「包み込む」 と表現されるように、「思いやること」 が真に 「住

まうこと」 なのである。

「大地を救い出すこと、 天空を迎え入れること、 神的なも

のを待ち望むこと、 そして死すべき者がそれに付き随うこ

と、 そこに生じるのは、 あの会域を四重に護りながら住む

ことである。」 [2008:19]

　四者を思いやりながら、 それらと 「共に」 そこに留まる。

だとすればいかにしてその四者を護るのか。 そこに 「建て

ること」 が意味あるものとして現れる。

「住まうことは、 その本性をさまざまな物へもたらすことで、

その会域を護る。」 [2008:20]



第四章　自然に住まう

98

１０　自然すること

「護る」 というのは物理的に防御することではないだろう。

それら四者が四重として 「住まうこと」 の傍らにあるように

して、 それが保たれるようにするということである。 こうして

「建てること」 は本来的 「住まうこと」 を助けるという意味で、

建築は世界に人が住まわせるといえよう。

　ハイデガーはそうした 「建てること」 による 「建てられた

もの」 がいかなるものであるかということを、 「橋」 例えに

あげて説明する。 「橋」 は川の上を、 こちら側の岸と向こ

う側の岸の間にかけられるが、 前提として 「橋」 がかけら

れる場所が既にあるわけではない。 また何かを象徴して、

何かの表現として「橋」はかけられない。 むしろ「橋」によっ

て一つ場所が始まるのである。 それは川の水の流れを〈集

め〉、 川岸と川岸を 〈集め〉、 山や丘の輪郭を 〈集め〉 流

域の風景として 〈天空〉 と 〈大地〉 を 〈集め〉 る。 橋は

揺れ、 または濡れ、 また渇き、 壊れもすることで 〈神的な

もの〉 （諸々の事物） を 〈集め〉 る。 もちろん、 そこには

交通がうまれ、 人々や馬車や物が 〈集め〉 られる。

「橋は、 大地と天空、 神的なものと死すべき者を 〈自らの〉

仕方で 〈摂り集める〉。 われわれの国語の古語によれば、

「摂り集めること （フェアザムルンク）」 は 《物 （ティング）》

といわれる。 橋はひとつの物である――しかも、 あの四者

の会域の特に際立った集摂 〈として〉。」 [2008:24]

　四者の会域が確かに感じられるような物として橋が現れ

て、 つまり四者が立脚する場所を与えるという形でそのと

き初めて 「橋」 は場所となりえて、 人々にその世界を感じ

取らせる。 ハイデガーに建築は何を表現するかということ

がここにはっきりとわかる。 建築が表現するのは幾何学的

空間でも時代の精神でも科学技術力でもなく、 この 「四

者の会域」 であり、 またその表現とは 「建てること」 「住

まうこと」 を通して理解されるように、人間が 「存在すること」

であり我々の 〈生〉 そのものなのである。

　建てることの本質は住まわせることである。 住まうことに

よって建てることが可能である。 「建てること」 と 「住まうこ

と」 はそのように相互循環的なのである。 それは 「住まう

こと」 とは 「四者の会域」 を思いやることであり、 「建てる

こと」 は 「四者の会域」 の立脚点を確保し守ることである。
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とはいっても建築は現実的にはその歴史の中で築かれた

文化や技術を用いる構築物の建設である。 しかし建築が

目指すべき （目指されようが） なのは、 そういった文化と

技術すなわち人間による体系からのみによって受け取る目

標や指示ではない。 真に 「住まうこと」 を志向する 「建て

ること」 はあくまで、 「四者の会域」 によっていなければ

ならないのである。 なぜか。 それは 「四者の会域」 を思

いやり、 守らなければ、 そうした途端にそれは失われるか

らである。 現代においては、いまだに 「住まうこと」 と 「建

てること」 の一致はみられない。 今あるのは、 「住まうこと」

への配慮がない 「建てること」 が行われるし、「建てること」

なしに無遠慮な 「住まうこと」 が出来る社会である。 しかし、

我々は絶望の淵に立ちつくすだけではない。 ハイデガー

が示したように、 語りつくされたかのように思われた 「住ま

うこと」 「建てること」 だったが、 未だにそこには学び、 考

える余地が多分に残されているのである。

「けれども、人間がその故郷の喪失に 〈思い至る〉 や否や、

彼はもはや悲惨ではない。 このことをよく考えて保つなら、

それは死すべき者を住まうことへと 〈誘う〉 唯一の呼びか

けとなる。 ……死すべき者は、それを成し遂げる。 彼らが、

住まうことから建てる時、 そして住まうことのために考える

時。」 [2008:46]

　ハイデガーは人間存在の本質を古ドイツ語 「buan （存

在する）」 に遡って 「住まうこと」 と 「建てること」 の一致

を試みるのはそういった意味である。 つまり、「地」「天」「神

的なるもの」 「死すべきもの」 の統合があり、 それぞれの

存在者の関係のうちに世界が開かれるという事である。 そ

こには明らかに自然への意識が読み取れる。

　これらのことから明らかなようにハイデガーの思想には、

自然との 〈介在〉 が強く意識されている。 このように、 自

然との関係にあるその事実的な 〈有機的環境〉 の事物を

考察しまた自己自身を省察することを、 単に 「考える」 で

は言い表しきれないように思う。 だから私はこれを 「自然

すること」 と言う。

　ハイデガーはまた別の講義でヘルダーリンの詩から、 人

は 「詩人のように住まう」 ということを言うが [ 伊東 / 水田
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編 ・ 訳 :2008]、 「詩的に住まう」 とは 〈自然に生きる〉 こ

とと住むことの同一化、 住むことと建てることの同一化のこ

とである。 つまり [ 自然することに由来して 『住まうことに

由来して 「建てること」』 ]、 ということである。 それが 〈自

然すること〉 である。
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11　建築と自然の介在

「建築をするということは、環境を改変するということである。

野性的なものから理性的なものへと。」 [ 本稿 :7]

　もちろん建築をする場所が必ずしも、 原生的な自然の中

ではということは無い。 むしろ今日の都市構造と人工の分

布からしていえば、 都市空間の中に建築する事の方がよ

り多く、 より一般的であると言えよう。

　とはいえ、 そこが既知の空間であったとしても既存の文

脈の中に 〈生〉 の基盤を見出すという意味では、 それは

「住みつくこと」 に他ならない。 そこに 「住まい」 を構えよ

うとする 「死すべき者」 にとって、 そこは必ずしも意味あ

るものとして経験される場所であるとは限らない。 その場

所は、 それ以前はもっと別の秩序によって成り立ってきた

ものであって、その者の暮らしにとっては必ずしも秩序だっ

ているものであるとは言えない。 所詮はその者が 「住まう

こと」 と、 別の何か、 例えば他者が 「住まうこと」、 あるい

は都市が 「住まうこと」 は別のことなのだ。 そこはやはり 「原

生の環境」 であり、 その者が安心してその 〈生〉 をおけ

る場所とは限らないのである。

　だからこそそこに 「橋」 をかけるのである。 世界を摂り

集め、意味ある 〈有機的環境〉 の構築を目指して 「建てる」

のである。 それは 「通路 （trajet）」 なのである。 体系か

ら体系へ、 事物から事物、 起源へとさかのぼりながら目的

へとむかう、精神が通い合う 「通路」 でなければならない。

なぜなら、 全て主体のもとの秩序を成立させようとすると、

必ずその周囲の今ある秩序が後退し、 主体は孤立する。

孤立した秩序にもはや意味はなく、 そうなると何によって

自分がそこに存在するかのわからなくなってしまうからだ。

今ある秩序に身を任せてみるというのもいいが、 しかし、

もしその秩序が間違っていた場合、 それを正す機会を永

遠に失うことになる。 我々はやはりは常に 「語られつつあ

る言葉」 に耳を傾けながら、 「語る言葉」 によってコミュニ

ケーションをとり、 他社と出会うたびに、 それらと共に生ま

れなおす世界をその都度、 〈制作〉 しなければならない。

　したがって、 「野性的なものから理性的なものへと」 と言

うとき、 それは必ずしも、 「自然を除外すること」 を想定し

得ないのである。 場合によっては、 積極的に自然を招き
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入れもするだろう。 しかしそれを無作為に無神経に行うと

いうことは既に棄却された。 「浅はかな」 それは、 〈有機

的関係の構築〉 すなわち 〈制作〉 とはもっと別の次元に

ある間違った原理の反省からくる揺り戻しでしかないから

だ。 それでは真の目的には到達することはできない。

　問題の核心はもっと 「深き」 にあり、 自然を招きいれる

のであれば、 すなわち、 ある 〈有機的関係にある全体的

な環境〉 の構築をめざし環境を改変するならば、 自己の

変革の覚悟もまた必要とされているのだ。 狭い自己から抜

け出し、 ますます多くのものと出会いそれを含むように自

己を拡張しなければならない。 小さな子供にお菓子を与

えたら、 すぐさま一人で全部食べてしまうだろう。 それが

その時の彼にとって 「最善」 なことなのだ。 しかし彼は成

長して、 一回で食べてしまうことはない。 とりわけて、 未

来の自分にわけ与える。 未来の自分も自己と認識するよう

に自己が拡張したのだ。 次に、 兄弟にわけあたえる。 家

族にわけあたえる。 友人に分け与える。 人は本来そのよう

に自己を拡張するように成長する。

　そのようにして自然は自らの存在の中に構造化された

「生きられた自然」 となる。 それは建てられたものにも宿

り、 その 〈制作〉 を行う者の 「手」 にも宿ることで、 周囲

との間にある美しい調和を生み出す。 その 〈有機的関係〉

はある範囲で広がると同時に時間を越える。 それが真な

る 〈公共性〉 である。 もちろん、 建築行為において、 全

て、 常に、 自然を招きいれるということはないだろう。 時と

場合によっては自然を除外、 いや、 自然に退くように働き

かけることもあるだろう。 言い換えたのは、 自然を思いの

ままに連行してきたり、 排除したりはできないからだ。 動か

されるものがどのように動かされるのか、 それを統制するこ

とが建築 「アルケーのテクネー」 だったはずだ。 話をもど

すと、 自然を招きいれるように働きかけ、 退くように働きか

ける、 その働きかけるという意味で、 そのときにおいてもそ

の自然について知識をもって理解していなければ、 それ

はできない。 そのいったことだから、 そのどちらも 〈自然

と介在〉 しているのである。

　以上の理解をもって先の問いに答えるならば、 建築と自

然は対立する概念ではない。 しかし、 それは建築が、 そ

れ自体が恣意的記号のような言語 （グラム） として、 あ

る原理 （プログラム） に従って自律生成的にあるのでは
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なく、 人間の 〈制作性〉 （システム） の手に委ねられて

いる時においてである。 またその人々に自然と出会うよう

な、 様々な事物と関係的に繋がれるような世界が拓かれ

ているときにおいてである。 そのような関係的な存在として

制作すること、 その世界の構造の具現化、 〈有機的関係〉

の織目にあること、 その様子こそが私のいう 「介在する

（intervene）」 という概念であり、 そのようにして行われる

建築が 「介在的建築 （intervent ional  architecture）」

である。

　建築は自然に介在し、 自然は建築に介在しうる。 有機

的関係によって結びつけられることで全体性が保全され

た、 人間の環境が創造 （想像） されるとすれば、 それは

風景へのノスタルジーのうちに夢想されるのではない。 自

然に 〈介在〉 し、〈制作〉 することで、実現されるのである。

　日本の里山の風景を思い出す。 人間の営みと自然の営

みの調和のとれた美しい 〈生きられた自然〉 だ。 田や家々

がつくる風景は我々がそこに生きてきた証であり、 生きる

証だ。

　我々はそれを 「田植え」 という。 決して 「稲植え」 とは

言わない。 苗を田に植えた後にできるのは、 田を守ること

だけだ。 苗は田と共に育ちそして稲になる。 稲刈りを終え、

稲ワラと稲株を田に返す。 そしてまた同じ季節が巡ってく

る。 それが稲作だ。

　我々は建て物を建てるのではなく、 苗を育てるように、

田を守るように、 暮らしを自然に建てるのだ。
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12　真正な生活者として

　近代の功績、 文明の利器に全て依存しないその在り方、

自然と介在することを 「ストイック」 などのように言われる

ことがかもしれない。 これらはある意味では正しい。 私は

必ずしも 「ストイック」 が 「禁欲的」 であるとは限らないと

考えている。

　ここで思い出されるのが、 ゼノンを始めとするストア派の

有名なスローガンである 「自然と調和せよ」 である。 スト

ア派は徳のある人間の拠り所とそのための正しい生活の方

法を探究し、 人間は幸福に生きることを目的として自然に

従って生きなければならないと唱えた。 彼らによれば、 神

とは自然の中に偏在し、 その神の理性によって可能な限り

自然は最前な状態に秩序づけられ、 その平穏は保たれて

いるという。 人間が人間による不自然の理性に従うと間違

えることがあるが、 しかし自然の理性は間違えることがな

い。 理性的な動物である人間は理性によって自然の理性

を理解しそれに従うことで、 つまり自然と調和することで正

しく生きることができる。 そしてそれこそが人間の自然 （本

性） であると説く。 この理解をもってして 「自然」 の中に

含まれる本性の意味を考えると、 人間の本性と文化的存

在という対立項の問題の中で、 どこまで本性 （自然） に

含まれるのかが不明瞭になるという、 本性が無限に拡張

されるような錯覚は否定される。 ストア派は理性 （ロゴス）

的存在としての人間の本性を根拠にしての感情 （パトス）

に駆られた情動を禁止する。 これがいわゆるストイックの

語の由来であるが、 ストイックな 「自然との調和」 ときくと、

どうにも禁欲的で原理主義的な自然回帰、 あるいは煩悩

からの解脱というようなある種の 「厳しさ」 を想像しがちだ

が、 ストア派がいうところは、 ただ欲望が悪ということでは

なく、 自然本性と人間本性の仮定によって導き出される理

性の規定である。 自然に従うとは、 ただなすがままにある

がままの自然を受け入れることではなく、 自己の反省から

自然に学びそこから行動するという、 能動的な思考である

と考えることが重要であるといえる。 日本には古来より 「清

貧」 という言葉があるが、 「ストイック」 とはそのような言葉

ではないだろうか。 「清貧」 も 「貧しくあることが美徳」 と

いうように度々誤解されがちだが、 その真意とは、 清らか

さ正しさを求めた結果たとえ貧しくてもそれを受け入れられ
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る態度のことであろう。 私財をなげうってでも正しい行いを

するということでもないし、 間違ったことはしたことはしたく

ないが不利益は耐え難い苦痛としてそのジレンマ悩み苦

しむのは、 「清らか」 とはいえない。 自然にある自己とそ

の環境を理解し、 またそのようにあり続けるよう、 努めるこ

とが重要なのである。

　こうして近代のある面への疑問から、 自然を軸として語ろ

うとすれば 「エコロジスト」 という評価をうける

ことがあるかもしれない。 それはある意味では正しい。

「エコロジー （ecology）」 の語源は 「オイコス ・ ロゴス

（oikos-logos）」 とされている。 オイコス （oikos） とは

古代ギリシア語で広く 「家」 を意味する。 人々の生活拠

点、 共通の価値によってまとめられた一定の集団なども意

味していたようである。 オイコス ・ ロゴス （oikos-logos）

とはすなわち 「家の論理」 であり、 つまりそれは善く生

きるための 「家」 の在り方について思考を巡らし考えると

いうことであろう。 そのように考えると、 一般的に 「エコロ

ジー」 に対立するような概念とみなされることもある 「エコ

ノミー」 もまた別の仕方でその意味が露わになってくる。

「エコノミー （economy）」 の語源も、 「エコロジー」 と同

様に 「オイコス」 を共有していて、 それは 「オイコス ・ ノ

モス （oikos-nomos）」 であるとされている。 すなわち 「家

の秩序」 といったところだろう。 つまりそれは、 エコロジー

がその前提となるのである。

　私は一人の真正な生活者また制作者として、 エコロジス

トでありかつエコノミストでありたいと願う。
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あとがき

　ノルウェーに出かけたのはほとんど思いつきであった。

一度は実際に訪れてみたいと、 かねてより思ってはいた

が、 綿密な計画があったわけではない。 この歳になって

初めてパスポートを取得し、 この夏をモンゴルで過ごした

ことで少し海外への抵抗が弱まっていたということと、 気ま

ぐれに眺めていた旅行代理店のページで格安の航空券

が偶然目にとまったことに、 ほとんどよっていると言ってよ

い。 しかし行けば何かわかるはずだという確信はあった。

それは経験上知っていた。 建築にしたって、 いくら本を読

んでも、 いくら図面を眺めてみても得ることができないよう

な、 それとは比べものにはならないほどの物量と情報量と

感情が現場にはあるというものだ。 行ってみるべきである

し、 行ってみたいしと思っているし、 実際に行けるというの

ならば、 行かない他に手はなかっただろう。 特筆するほど

に鮮やかな頭の回転も、 繊細な手先も持ち合わせていな

いとしても、 とりわけ足はよく動く方だという自負もあっての

ことだ。 しかし私だって、 考たいことを、 考えてみたいし、

作りたいものを作ってみたい。 そのヒントがどこかにあると

いうのならば、 どこにだって行かなければならない。 そう

決心して航空券を予約した。

　何もかもが初めての体験であった。 １０月の氷点下も、

一杯８００円のコーヒーも、 電車のなかで自分より背の高い

人に囲まれるのも、 そう、 右側通行も。 幸いなことに、 車

の運転には慣れていたし、 空間把握にもある程度の自信

があったので、 右側通行も左ハンドル車も怖くはなかった

のだが、 初めて信号のないラウンドアバウトに入り、 そこ

から抜け出すのには無駄にタイヤと心をすり減らした。 そ

れでもずっと追い求めていたものを実際に目の当たりにし

た時の感動は、 タイヤを何本費やしたって届かないだろう

と思った。 来てみてよかった。 そうした安堵が、 途端に後

悔にかわる。

　よく一人旅を 「自分さがし」 などと形容するが、 自分な

んかを探して何になるのだろうかと思う。 自分を一番よく

しっているのは自分だし、 もし何かを探しに旅に出ないと

いけないというのならば、 それはその自分と出会う他者で

あり世界だ。 私も私をよく知っている。 完璧主義などという

立派なものではないが、何事にも疑問が尽きなかった。 「そ
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れでいいのだろうか？」 「それで本当にあっているのだろ

うか？」 「それは正しいのだろうか？」 それが解決される

までには、 私にできることは何もない、 というように思って

いた。 できることしかしてはいけないし、 知っていることし

かしゃべってはいけないというように思っていた。 「語られ

つつある言葉」 の力を知らなかったのだ。 わかったような

ふりをするのもいやだったし、 知ったような口をきくのもは

ばかられた。 間違ったものを作ってしまうのではないかと

いう恐れがあったし、 それを正当化するような知識なども

ごめんだと思っていた。 そんな風だから、 いつしか手がと

まり、 つくることをほとんど諦めていたと思う。 手を動かし

てさえいたら、 私にも然るべき成果が実っていたとはもち

ろん思ってない。 しかし、 その中でまた何かを正しく理解

できたり、 何かを反省したり、 そういう機会もあっただろう。

私はもっとそういう機会に身をおくべきであった。

　しかし、 今回は私はどうなるかはわからないが、 「実際に

やってみた」。 初めて一人で海外に行ってみたし、 下手

糞な英語を駆使して、 多くのものと出会ってきた。 それで

こうして、 考えたみたし、 ものを書いてみた。 そうして今回

一つの答えに辿りついた。

　建築の世界に足を踏み込んでからかれこれ６年ほどの歳

月がたったが、 それにしてもようやく 「ケンチク」 の 「ケ」

の字を知り得たという感じだ。 こんな状態で社会に出てそ

の仕事に就いて、 正しく建築をつくり、 人々の環境をつく

るすることなど果たして可能なのだろうか？

　それでも、 つくるしかない。 つくることのほかに始まらな

いのだ。 眺めていたって状況はかわらないし、 何かわか

ることなどないのだから。

　２０１１年３月１１日、 東日本大震災は起きた。

　それによって明らかなになったのは、 企業の傲慢や、 政

治の機能不全、 社会の不在や、 インフラの脆弱性、 個人

の無関心と、 過剰な反応、 〈自然との不介在〉 であった。

それ以来、 真の公共、 真の環境、 真の在り方、 について

考えることを始めていたのかもしれない。

　一般的にも、 地域間のコミュニケーションや、 家族や友

人を超えた協力の重要性が強く意識され、 新しい公共や、

原発に頼らない在り方、 自分の置かれている環境の理解

と自省が、 始まっているようだった。
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　しかし、 私にはある違和感がどうしてもぬぐい切れなかっ

た。

　あの震災の後には多くの者がそれを唱えた。 しかし、 そ

の者達が口々に言う 「絆」 とか 「みんな」 などという言葉

には、 どれだけの者達がそこに含まれていて、 どれだけ

の者達が含まれていなかったのだろうか。 少なくともそこ

に、 私の第二の故郷の葛尾村 （とまた多くの被ばくした地

域） で人間に虐殺された家畜達や、除染という名のもとに、

地表数センチから数メートルを削り取られた大地や、 その

土砂が黒い袋に詰められ、 それが積み上げられた、 荒れ

放題の田畑、 そうして死んだ風景や暮らし、 は 「絆」 で

むすばれた 「みんな」 に含まれているようには思われな

かった。 彼らは、 そのものらの存在を知る事すらできてい

ないように思われた。

　これが公共であり、 社会の在り方だというのならそれは

間違っている。 それは、 表面を塗り固めるものではない。

多数派の連携を強めるためのものではない。 それは、 そ

の全体性をもって一人一人の 「自己実現」 を助けるもの

でないといけない。

　できることは、 わからない。

　でも、 はじめよう。
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