
1｜｜はじめに
私たちは普段、何気なく「歴史」という言葉を使って
いるが、それが人間にとってどんな意義があるのだろ
うか、なんて考えたりはしない。空気のように、「ある
のが当たり前」で、歴史を失うとどうなってしまうか、
などとは想像もしない。
しかし、このテーマはとても重要である。新しいビ
ルや道路がつぎつぎにつくられ、歴史的街並みや風景
がどんどん無くなっていくなか、ときに、「新しいものよ
りも古いものが重要であること」ことを訴えようとする
とき、それをどうやって説明するのか。社会的な理解
やひとびとの合意を得るために、理論武装をしておく
必要があるのである。
本稿は、重要性を増してきている「歴史・文化のま
ちづくり」について考えるためのヒントを、私見として
綴ったものである。

2｜｜文化財における｢歴史的価値｣という視点
「文化財」は、美術・芸術品、考古学品、建造物、都
市、景観など、多様な文化的所産を包含する概念で
あるが、各国における定義は、「歴史的・美的価値を
有する人類的所産」である点において共通している。
近年においては、土木文化財（土木遺産）が脚光を浴
びてきており、都市再生やまちづくりにおいて、地域
アイデンティティ醸成や都市活性化にとっての資産とし
て考えられるようになっている。
しかしながら、「文化財」概念の成立以降、時代を
下るにつれ、「美的価値」より「歴史的価値」の方にス
ポットが当たるようになってきた。
「美的価値」については、古代ギリシア人が「イデア」
に絶対美を求めて以来、「美」は対象（つまり作品）に
属す、という考え方が西洋哲学の主流的な立場であ
った。現代においては、「美」は主体の認識のうちに

ある、という「現象学的」解釈が主流をなしている。「美
は主観的なもの」という考え方が勝利を収めたという
ことである。1963年に『修復の理論』（Teoria del
Restauro）という有名な著作を著したチェーザレ・ブラ
ンディは、《美術品にとってその本質性は、美術品とし
て認知されることにある》、つまり、「美術作品とは、こ
れを美術であるとひとが認識するときに美術品となる」
と述べ、「美術の客観的定義」なるものを控えている。
個人差も著しい美術談義は放っておいて、より普遍
的と考えられる「歴史的価値」の方が、国際社会の俎
上に上げるにはふさわしいということか。実際、広島
「原爆ドーム」でさえ、ユネスコ世界遺産に登録されて
いるのである。これを「美しい」と考えるひとはいない
と思うが、「歴史的に価値がある」ことは、万人の認め
るところだろう。
「保存・修復」の取組みが進んでいるイタリアでは、
「保存」の対象は、「点としての文化財」から「面として
の都市」（歴史的都心部＝チェントロ･ストリコ）に拡が
っており、まちづくりとは、「保存・修復型都市再生」を
意味している。
ちなみに、『Euroconstruct』（ヨーロッパ建築統計）の
2004年のデータを見ると、欧州の建設投資額内訳は
統計の加盟国合計で、住宅・新築24％、住宅・修復
など23％、非住宅・新築18％、非住宅・修復など
13％、公共事業（土木）22％となっている。イタリアの
みの最新値は手元にないが、1991年のデータを見る
と、前記に類似した数値となっている（『賑わいを呼ぶ
イタリアのまちづくり』）。これらを見ると、住宅、非住
宅ともに、修復工事などの投資額が新築工事に匹敵
することが分かる。また、「都市再生」の状況を見ると、
1994年以降に国の予算が付いた77プログラムで、
《公共と民間の予算負担比率は、歴史的中心市街地
のプログラムで約1：1》（『欧米のまちづくり・都市計
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画制度』）となっている。
以上のことから、イタリアで「歴史的価値」が重要視
されていることは明白であるが、日本で、町屋再生や
まち歩き、世界遺産や大河ドラマが人気を呼んでいる
のも、「歴史的価値」に注目が集まっているからである。
「歴史的価値」という言葉は、「歴史というものの一般
的価値」、「ある事物の、古さという属性に付随する価
値」の二つを意味すると考えられるが、本書では、前
者を「歴史の意義」、後者を「歴史的価値」と区別して
呼ぶこととする。
「なぜ歴史ドラマが流行るのか」「なぜ学校で日本史
や世界史を勉強するのか」「なぜ文化財の保全に政府
は予算をつけるのか」といったことが、「歴史の意義」
に係わる話題である。社会一般の議論となり得るよう
な、普遍的な話題といえよう。
一方、どこそこの家にある「古時計」や「代々伝わる
茶碗」といった個別の事物が、100年とか200年とかの
月日を経て、「年代物」としての価値を得ていくような話
は、本稿でいう「歴史的価値」の話題に相当する。
こうした前提のもとで、「歴史」とは何なのか、私た
ちにとってどんな「意義」があるのか、あるいは、「歴史
的価値」とはいったい何なのか、という問題を考えて
いこう。

3｜｜「歴史」とは何か
まず、「歴史」とは何かということを考えてみる。
歴史学に関するさまざまな文献資料によると、「歴史」
には、
①「過去の現象事実」（＝実際に起こったこと）
②「過去現象の記録」（＝実際に起こったことの記録）
③「記録による展開」（＝歴史家による叙述。歴史叙
述といわれる）

④「体験していない人も共有すべきものとして語り継
がれるもの」（＝集団の歴史）

の4つの意味がある。
弓削達氏も指摘しているように（『歴史学入門』）、「歴
史」には、a．ドイツ語の「ゲシヒテ（Geschite）」などゲ
ルマン語系の語彙、b．英語の「ヒストリー（history）」、
イタリア語の「ストーリア（storia）」などギリシア・ラテン
語系の語彙がある。前者aは、「起こる」を意味する動
詞「ゲシェーエン（geschehen）」から派生した名詞なの
で、「起こったこと」を表している。後者bは、いずれ
も、ギリシア語の「ヒストレオー」という動詞、つまり、
「探求して学び知る」「学び知ったことを叙述する」を
表す言葉に由来する。このように、「歴史」に相当する
ヨーロッパ語の語源を考えても、①～③という解釈は、
まず妥当といえるだろう。（④については後述）
もう少し詳しく考えるために、①と②の関係につい
てみてみよう。「過去の現象事実」つまり「実際に起こ

ったこと」というのは、誰かがそれを「記録」してはじ
めて後世に紹介される。すなわち、誰も伝えなかっ
たことは、「歴史」にはならない。
たとえば、北イタリアに「ルビコン」という河川があ
るが、そこを私が渡っても誰も記録してはくれないだ
ろう（①単なる現象事実）。しかし、紀元前49年、ロー
マの属州ガリアに遠征していたカエサル（シーザー）
が、政敵討伐のためのローマ進軍に向けて「ルビコン
川を渡った」ことは、しっかりと誰かが「②記録した現
象」なのである。
ある「現象事実」を記録する・しない、という判断を
下すのは、記録者本人である。その「記録」は、現実
や過去のすべてではないし、その記録には、彼の立
場や考え方が少なからず影響することになる。したが
って、「①実際に起こったこと」は、記録者によって「対
象化」され、また「②記録」のなかでのみ表されるもの
なのだ。
次に、②と③の関係について。「③歴史家による叙
述」とは、「②過去の記録」をもとに、歴史家という「書
き手」が展開したものである。
イタリア語で、「歴史」と「物語」の両方を、「ストーリ
ア」（storia）ということが示しているように、「歴史」とは、
世界を「歴史家」の眼を通して描いた「物語」である。
言い換えると、「③歴史叙述」とは、歴史家が「②過去
の記録」から「復元」した歴史なのである。こうして、
「シーザーがルビコン川を渡った」ことは、単なる記録
の域を超え、ローマ帝国史としてのみならず、西洋史
上の重要事項として、歴史家の手によって私たちの時
代に伝えられているのである。
要するに、「歴史」が私たちに認識されるまでにはい
ろいろな過程があるが、①「実際に起こったこと」の
なかから、誰かが自分の立場や考え方にもとづいて
対象を選び出し、②「記録」する。さらに、こうした「記
録」を材料に、歴史家が自分の眼を通して見た世界と
して、③「叙述」する。
「歴史生成」の段階である①、②、③は、このような
関係を持ちながら、次第に大きなものに構築されてい
き、「記憶」を通じて、それを体験していない人もが共
有すべきものとして語り継がれていく。これが、④「集
団の歴史」である。
このような議論に関連して、英国の歴史家E・H・カー

（1892-1982）は、名著『歴史とは何か』のなかで、次のよ
うに述べている。
《歴史的事実というものは、何らかの程度の解釈を
前提するものであり、歴史的解釈はつねに価値判断を
含んでいる。》
《歴史というのは現在の眼を通して、現在の問題に
照らして過去を見るところに成り立つものであり、歴
史家の主たる仕事は歴史的事実を記録することでは
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なく、さまざまな歴史的事実を評価し選択することで
ある。》
《歴史上の事実は、孤立した個人の行為に関する
事実ではなく、社会的諸力に関する事実であって、歴
史とは、ある時代が他の時代のうちで注目に値すると
考えたものの記録である。》

4｜｜可能性としての「歴史」
ここまでの議論においては、「歴史」は「過去」のもの
として考えられている。一方、「歴史」を、「未来」に関
係するもの、「開かれたもの」とする見解もある。
カーによると、《歴史とは歴史家と事実との間の相
互作用の不断の過程であり、現在と過去との間の尽
きることを知らぬ対話》である。つまり、「歴史」を動的
（ダイナミック）にとらえていることが分かる。
また、カーは、「歴史」を、「進化するもの」としてとら
えている。《私たちの方向感覚も、過去に対する私た
ちの解釈も、私たちが進むにつれて絶えず変化と進
化とを免れない。過去に対する歴史家の解釈も、重
要なもの、意味あるものの選択も、新しいゴールが次
第に現われるに伴って進化して行く。したがって、歴
史とは、過去の諸事件と次第に現われてくる未来の諸
目的との間の対話である。》
《歴史の研究は原因の研究である。歴史家は、彼
が自分の目的にとって歴史的に有意味と考える因果
の連鎖を、多数の原因結果の連鎖の中から取り出す。
つまり、歴史は、歴史的意味という点から見た選択の
過程である。》
今村仁司氏は、『ベンヤミン「歴史哲学テーゼ」精読』
のなかで、過去の「ありえたかもしれない可能性」を
現在のなかへと呼び戻し、甦らせるのが、歴史家の
仕事である、という趣旨の見解を述べている。
アリストテレス（B.C.384-B.C.322）は、あり得る選択肢
を「可能態」、実際に起こったことを「現実態」と定義し
たが、彼の概念にのっとれば、多くの可能態の中から、
ただ一つの現実態が、なぜ・どのように選択されたの
か、ということを探るのが「歴史学」なのであろう。
今日、私たちの前に提示されている「可能態」は何
か。そして、「現実態」として選ばれてゆくのは何なの
か。私たちが未来を考える上で、その手がかり、材
料を与えてくれるのが、「歴史」なのである。

5｜｜「歴史」にどんな「意義」があるのか
それでは、「歴史」には、どんな意義があるのだろうか。
「歴史」は、過去に起こったことであり、起こったこ
とを記述・叙述したものである。一方で、「歴史」とし
て記憶に留める・書き留める・言い伝えるのは、将来
の世代に伝承することを目的・前提としていることは、
自明である。また、「歴史」とは、過去の出来事に対し

て、現在の人間がなす「価値観の表明」でもあるが、
その価値観は、「書き手」が未来を展望することに関連
して変化し、また、「書き手」の時代が進むにつれ進化
していく。
つまり、「歴史」には、「過去、現在、未来」という「時
間の三態」がすべて関わっているのである。このこと
をヒントにして、「歴史の意義」というものを、3つの観
点から整理してみよう。以下、Aは過去的観点、Bは
現在的観点、Cは未来的観点に着目して、それぞれ
「歴史」の意義、役割を説明したものである。
A．「歴史」は「過去」データを保存したものであり、将
来指針の源泉でもある。
「過去」は、私たちが「今・ここに」いることの理由
（存在理由）を保証してくれるので、大切に保存しなけ
ればならない。また、保存した「過去データ」を取り出
せば、未来に立ち向かうときの「指針」として役に立つ、
と考えることができる。
B．「歴史」は「現在」において、ひと・空間の「固有
性・個性」を表わす。
時間の流れは、すべてのひとや空間に作用し、これ
が「履歴」として表象される。「履歴」は、個性やアイデ
ンティティが育まれる「土台」となっている。
C．「歴史」は「現在」において、あらゆるものごとの
「おもむき」を表わす。
「おもむき」とは、過去→現在→未来という「時間の
向き」であり、「趣き」でもある。「歴史」は、現在に置か
れた事物の「舞台、背景」としての役割を果たす。
Aは、「文化財」や「モニュメント（歴史記念物）」の支
えとなっている考え方で、「近代主義」あるいは「歴史
主義」的な立場といえる。一方、BとCは、「風土論」
（あるいは「現象学」）的な立場からの考え方といえる
だろう。
次に、それぞれの見方について、詳しく説明したい
と思う。

6｜｜「歴史」は「過去」データを保存したものである（A）
「歴史は過去を保存したものである」という考え方
は、過去のできごとを史料（書かれたもの、造形物に
表現したもの）として保存することに意義を見出すも
のだ。
たとえば、まちの過去が残され、連続して現在に至って
いるということは、都市の将来を構想するための、貴重な
手がかりや指針が得られるという点で、有意義である。
西洋においては、この思想に並行して、保存に値す
るのは「モノ＝物質」である、という思考がついてまわ
る。物質主義、原作（オリジナル）主義である。現に、
いわゆる「無形文化財」、つまり、（楽譜を伴わない）音
楽や芸能、（作品そのものではない）職人の技といっ
たことは、西洋では軽視されてきたきらいがある。い
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ずれにせよ、こうした考え方は、過去のできごとのうち、
物的証拠（史料＝データ）のあるものを積み上げたも
のが「歴史」である、という思想に行き着く。これは
「歴史主義」といわれ、19世紀西欧で全盛を迎えた。
しかしながら、E・H・カーが、「歴史とは現在と過去
との対話」「過去の諸事件と未来の諸目的との間の対
話」ととらえているように、現代ヨーロッパでは、「歴史
主義」的な立場は反省されている。
さて、前にも触れたが、史料として「書かれるもの・
造形されるもの」は、そのときどきのひとびとや歴史家
の立場、思想で選ばれる。誰かが自分の都合で（ある
いは、ある社会集団が自分たちの都合で）特定のもの
に「歴史的価値」を認め、これが「史料」として保存さ
れるのである。
そうした史料をつくり、保存してきたのは、自分たち
の立場や思想を後世に残すことを強力に考えたひと
びと、つまり、宗教や政治、芸術、学問の分野にいる
「一握りのエリート」であった。彼らは、史料が物質と
して「保存」されるだけでなく、いつでも「参照」可能と
なっている状態を望んだのだろう。こうして、「文化財」
「モニュメント」といった発想が生まれる。実際、ヨー
ロッパでも日本でも、「文化財」の登録、修復は、「官庁」
がその権限と予算をつかって行うものだ。
「歴史主義」はとりわけ、進歩史観（進歩主義的歴史
観）に立つとき、その意義はより鮮明になる。進歩史
観では、古代の神学者アウグスティヌス（354-430）の
「線的時間論」にもとづき、「時間は一方向・直線的に、
あるゴールに向かって流れる」とされる。キリスト教の
教義では、人類の最終目標は「神の国」に入ることで、
そこまでの過程は「階段」のようなものだ。各ステップ
は、人間が通ってきたそれぞれの「過去」である。そ
して、階段は、ひとつひとつのステップがつながり・重
なっているからこそ機能する。ひとつでもステップが
はずれると、全体が崩れてしまう。だから、「過去」は、
「史料」や「文化財」としてしっかり保存しなければな
らない。
過去から未来への時間を単純な「階段」と考えると、
過去を見れば将来が分かることになる。こうして、あ
たかも「傾向と対策」のように、「史料」は、将来の行動
を考える際の判断材料に使われる。また、しばしば、
「階段」すなわち「時間の流れそのもの」に価値がある
とされ、一般に、「古いものほど価値が高く」なる。
「古いものには価値があり、これを保存する」という
ことは、直感的には当然のことで、一見、正当性があ
るように思える。しかし、西欧や近・現代日本の「文化
財」思想を見る限り、「あるものを保存し、他のものは
保存しない」ということは、じつは、極めて「理性的、
解釈的、学問的」な行為なのだ。その背景には、「過
去」を、私たちの生活から切り離して「すでに過ぎ去

った時間」として対象化したうえで、これを「冷蔵庫」
のようなものとしてとらえ、そのなかに保存された特定
の物質的「史料」のみを「歴史的事実」として扱うとい
う、かなり特殊な考え方（哲学）が横たわっているの
である。
事象（過去の出来事）は、それぞれ「点的」に保存さ
れている。ここでの時間は、「歴史的時間」である。こ
うした思想においては、過去と現在は、「史料」や「文
化財」を介してのみ、つながっている。その「持続性」
を支えるのは「観念」である。過去と現在は、私たち
の頭のなかでのみ「持続している」のである。
また、「時間と空間は分離」している。なぜなら、史
料は保存されて、現在において「空間」を占めている
が、その「時間」のほうは過去に属しているからだ。

7｜｜「歴史」は「履歴」となり、ひと・空間の固有性と個
性を表わす（B）

ここでの考え方は、哲学者の桑子敏雄氏が『感性の
哲学』のなかで紹介している「履歴」というアイデアに
立脚している。
まず、桑子氏は、《時間を空間とは独立に存在する
ものとして想定することはできないのではないか》と考
え、《空間のなかに時間の概念を見出す》「空間の履
歴」というものを提唱する。《「空間の歴史」といわな
いで、「履歴」というのは、履歴がつねに現在において
存在するものだからである》。「空間の履歴」において
は、《時間はすでに空間のなかに組み込まれている。
歴史が組み込まれているといってもよい》。
桑子氏は、《過去の出来事は現在の履歴に蓄積され
ている。空間に生じた出来事が事実として記録され、
現在の風景に蓄積される》としており、「空間の履歴」
は具体的には「風景」に表れると考えているようだ。
ここで重要なことは、「時間と空間を一体不可分」と
とらえる点、また、その「時間が現在に生きている」と
考えることにある。《履歴は過去の歴史に言及はする
けれども、その記述はつねに現在に属している。［中
略］過去はつねに現在に属するものとしてしか語るこ
とができない。この意味で過去というものはすべて現
在の過去なのである。》
2点目の重要な論点は、「時間‐空間‐ひと」の一体
性の問題である。
《履歴をもつ空間のなかで、ひとは自分の履歴を積
む》。なぜなら、《人間は環境のなかでいろいろな事
物やひとびとと関係をむすびながら人生を送る》から
である。そして、《その履歴によって、ふたたび空間
が履歴を重ねてゆく。［したがって］人間の履歴と空間
の履歴とを切り離すことはできない》。
3点目に重要なことは、「ひととひとのつながり」に関
することである。
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風景は、《人間ひとりひとりに出現する空間の姿、相
貌である》。つまり、単なるモノではなく、ひとがある
空間について、自分のこころに描くイメージでもある。
また、風景は《「自己と世界とを分かちそしてむすぶ
もの」［であり］、同時に、自己と他者とをむすぶもので
もある》。したがって、ある風景のもとでひとびとが育
ったり、風景を懐かしく思ったり、そうした話題を他人
との間で交わしたりすることは、《同一の空間と時間
の共有》である。個のレベルの履歴がひとびとに共有
されると、集団の履歴となる。これが「郷土意識」や
「地域のアイデンティティ」をつくるのである。
2000年にフィレンツェで締結された『欧州風景条約』

（European Landscape Convention）では、「風景とは、そ
の性格が自然的、および／または、人間的要素の作
用および相互作用の結果として、人々に知覚されてい
る地域である」（"Landscape" means an area, as
perceived by people, whose character is the result of the
action and interaction of natural and/or human factors.）と
定義されている。ここで私が展開した考え方を裏付
けているようで、とても興味深い。
4点目に、「履歴」が、固有性、個性を形成している
という考え方だ。
ひとの履歴であれ、空間の履歴であれ、ひとつとし
て同じものはない。《ひとりひとりの人間がかけがえ
のない存在であるように、そのかけがえのなさの根拠
である空間もまたかけがえのない存在である。［中略］
空間の価値は、そこに存在する希少生物やモノの価
値で測ることはできず、その空間のもつ固有の履歴に
もとづいている》。このように考えることで、《里山の
ような身近な空間を守る論理が存在しなかった［中略］
特色のない、なにもない空間［を、中略］ひとびとの履
歴と深くつながった空間》として、守り育てていく論理
につながっていくのである。
この発想は、一方で、「歴史の裏づけのない個性は
あり得ない」ことを物語っている。たとえば、現代の建
築物についていえば、単に奇をてらっただけのデザ
イン、ひとりよがりのデザインは、本当の個性とはいえ
ないのである。なぜなら、そこには空間の履歴が反映
されておらず、したがって、過去から現在への持続性
がなく、また、未来にかけての持続性も期待できない
からである。
最後のポイントとして、「履歴が自己の存在を支える」
という論点がある。
《人間にとって、自己の存在とは、世界とのむすび
つきのうちに存在すること》である。したがって、《空
間と自己のかかわりの発見こそ、自己の履歴の発見で
ある。積み重ねられた履歴をたどって、履歴に組み込
まれた体験を思い起こすとき、ひとは自分の存在を知
る》。このように考えると、まちの風景が壊れていくこ

と、失われていくことは、ひととひとのつながりがなく
なっていくこと、自己の存在が失われていくことに直結
する問題であるということが、理解できるだろう。
私は、「履歴」に着目して「歴史」を考える「Bの立場」
は、「歴史主義的なAの立場」に比べて、「感性的、直
接的、生活者的」な考え方であると思う。学者や役人
の発想ではなく、そこに住んでいる庶民の生活感覚に
より近いのではないか。
あるいは、「空間の履歴」は、人間にとって、より生理
的な次元に訴えかけてくるものといえるかもしれない。
私たちは、古い街並みを訪れると、「ホッとする安心感」
を抱いたり、「そこにしかないような魅力」を覚えたり
するが、そんなときに、いちいち、芸術的価値や文化
財的価値を考えたり、それらを分析して将来のまちを
構想したりはしない。「文化財」は頭で考えるものだが、
「空間の履歴」は肌で感じるものなのだ。
今はやりの「町屋再生」は、民間のひとびとが自発
的に行っているものだ。自分たちが愛着を持って身近
に感じ、大切だと思うものを残していく。こうしたこと
が一過性のブームに終わらず、その輪が大きく拡がっ
て欲しいと思う。
過去の出来事は「履歴」となって、私たちの前に姿
を現している。履歴を表わす空間の大小は重要では
ない。
「歴史」をこのようにとらえるとき、時間は、「現在的
時間」であって、私たちの暮らしとの連続性を持って
いる。過去と現在の「持続性」は、自己の観念だけで
なく、身体的、生理的な感覚や、ひととひとが履歴を
共有するつながりによって支えられている。履歴を持
つ空間や、個人の履歴を集大成したものが、「都市」な
のではないだろうか。

8｜｜「歴史」はものごとの「おもむき」を表わす（C）
フランスの哲学者で知日家のオギュスタン・ベルク
氏は、風土論のさまざまな著作のなかで、「おもむき」
（サンス、仏語：sens）という概念を提唱している。訳
者の三宅京子氏によると、《フランス語の"sens"は、意
味・感覚・方向という三つの意味をもつ語である。［中
略］「事柄・趣旨、ようす・感じ、味わい」を意味する名
詞の「趣き」、「向かう・行く、ほのめかす」を意味する
動詞「赴く・趣く」の二つから「おもむき」という訳語を
あてることにした。》（『風土としての地球』）
この、「sens」という概念は、《同時かつ不可分に、精
神的次元（意味作用）、肉体的次元（感覚）、物理的次
元（空間的方向づけと時間的進化）を含んでいる》
（『地球と存在の哲学』）。この概念は、「風土論」という
大きな拡がりをもつ哲学を理解するために重要なので
あるが、本書では議論をもう少し絞り込みたい。
そこで、「時間的な方向性」と、居心地のよさ、格調と
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であろう（写真.2）。
このとき、「履歴」の概念がもう一度役に立つ。私は、

「履歴」とは、歴史上のある時代を瞬間的に切り取っ
たものではなく、「年輪」のようなもの、「複数の時代の
できごとが積層したもの」としてとらえている。そのよ
うな「履歴」は、それ自体、「奥行きのある時空間」で
あろうし、そうしたものを背景に抱えた「現代」は、未
来への「おもむき」をはっきりと指し示すことができる
だろう。

私たちは、現代社会において、生産や消費をして生
活している。そうした経済活動を行ううえで、風景や
環境の改変は避けられない。「履歴の保存」は重要な
ことであるが、現代都市においては、「改変」や「新し
いものの付加」が避けられないのである。そのような
現実に立ったとき、過去から現在への持続性を保持
し、さらに、現在から未来への持続性を確保するため
に、ここまで見てきたような「時間‐空間」関係を尊重
することが重要だと思うのである。
ここで確認しておきたいのは、「履歴の保存」や「お
もむきの表現」というものは、建物や街並みを「単に再
生すること」とは異なるという点である。つまり、古い
形を模したもの、再現したものがいいとは限らない、
ということである（写真.3）。

いった「趣き」という二つの意味を取り出し、改めて「お
もむき」ということばに置き換えて使わせていただく。
私は、「過去＝背景」→「現在＝前景」のように、「時
間‐空間の前後関係」が成立するときに、ひとは、「居
心地のよさ」、あるいは、「美」を感じるのではないか
と考えている。このとき、「歴史」は、現在の背景とし
て機能し、「過去と現在をつなぐ」役割、また、「時間
が確かに前進していることを指し示す」役割を果たし
ているのである。
これを理論的に説明するのは難しいが、私たちが

「時間‐空間」というものを感覚的にどうとらえている
か、ということに関係していると思う。
私たちは、「時間は前に進む」と考えている。このよ
うに考えるときの前提は、「前＝未来」「後ろ＝過去」で
ある。この場合の「前後」は、「時間的な順序」である
が、そのとき同時に、「空間的な前後」もイメージしてい
るのではないだろうか。「過去は背景に沈み、現在が
表面に現れている」という感覚を抱いているように思
うのである。
こうした事態は、私たちの目に見えるのは、「過ぎ去
った過去ではなく現在」、「後ろに隠れたものではなく
前景にあるもの」であるという、「視覚限定性」に由来
すると考える。視覚というものの物理的・生理的な特
性が、私たちの「時間‐空間」関係の認識に影響して
いるのではないか。見えないという点では、「過去」と
「背景」は共通し、見えるという点においては、「現在」
と「前景」は共通しているのである。
私たちは、いま説明したような「時間‐空間」関係に
条件付けられており、これを無視したり、これに逆行
したりするような「風景」には違和感を覚えてしまうの
である（写真.1）。

したがって、過去につくられたもの・古いものが背景
となり、現代のもの・新しいものが前面に出てくるよう
な、「時間的方向性」と、古さが格調を醸し出すような
「趣き」をもった「風景」を守り、育てていくことが大切
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■写真.1――現代的なビルを背景にした古い庚申塔

■写真.2――ボローニャの歴史的街並みを背景にした
モダンなデザインのバス

■写真.3――愛媛県内子町の重要伝統的建造物群保存地区
保存は行き届いているが生活感がなくテーマパークの
ようだ



9｜｜「歴史的価値」とは何か
続けて、「歴史的価値」について改めて考えてみる。
前述のように、「歴史的価値」とは、ある事物の「古さ」
という属性に付随する「価値」であるが、A、B、Cの
視点によって、これをどうとらえるかが変わってくる。
このうち、歴史的価値を「それ自体何か絶対的なも
の」と考え、過去の史料の保存に意義を見出すAのス
タンスは、全く無益無効とはいえないまでも、現代の
先進国においては乗り越えられている。「歴史」とは、
書き手・語り手が、森羅万象のなかから、自らの意思
で選び出し、自らの価値観で記述・叙述したもの、と
考えられているのである。
こうして、「現在」に起点をおいて「歴史」をとらえる
考え方は、B、Cのスタンスへとつながっていく。
歴史の「現在性」に着目すれば、すべてのひとや空間
に作用した時間の流れは、重層して「履歴」となり、こ
れがひとびとの個性や風景となって表象される。（B）
一方、そのような「履歴」の延長や、「履歴」と最新の
事物との関係を考えてみると、「時間的方向性」、つま
り、未来への「おもむき」がイメージされてくる。（C）
ここで重要なことは、B、Cの考え方は、いずれも、

「歴史の意義」のとらえ方であって、「歴史の価値」を表
わしたものではないという点だ。「歴史」にはこうした
意義があると認めたうえで、「歴史という容器」の「中
身」、つまり、「歴史の価値」を考えるのは、現代に生
きる私たちである。「履歴」や「おもむき」が語るものに
「意味」を見出し、それらを「価値」づけるのは、あくま

で私たちの役目であり、責任なのである。
ちなみに、1972年の「国連人間環境会議」で採択さ
れた『ストックホルム人間環境宣言』の第一原則では、
「ひとは、（中略）現在および将来の世代のため環境を
保護し改善する厳粛な責任を負う」とうたわれている。

10｜｜おわりに
「風景」とは「歴史の表象」である。その風景は、『欧
州風景条約』の定義づけからも分かるように、「ひとび
とのあいだの了解事項」である。歴史も風景もそれを
つくり上げるのは地域に住む市民だ。地域づくりやま
ちづくりにおける「市民参画」の重要性は、このような
論点からクローズアップできるだろう。
最後に、本稿は、拙著『「絵になるまち」をつくる
イタリアに学ぶ都市再生』（NHK出版）の記事をアレン
ジ・加筆したものである旨をお断りしておく。このテー
マについて興味のある方は、ぜひ一読いただきたい。
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