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「都市」を哲学する その１-2：「近代思想」を超える哲学 
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本稿は、閉塞状況にある人類の将来展望は「概念進化」と「脱近代」にある、との立場に立ち、突破口を開く

ための新たな哲学構築の手がかりとするべく、西欧哲学・思想の系譜を概括したものである。 

はじめに、人類進化の基底部には概念進化が横たわっていることを、反マルクス主義の立場から示し、環境経

済学の誕生や東洋思想への見直しなど、思想界における「脱近代」の諸相を簡単に紹介した。 

続いて、古代ギリシアが生んだ形而上学から、デカルトらによる近代思想を経て、現象学、構造主義、そして

『風土論』『複雑系』へと至る西欧哲学の流れを通史的に概括するとともに、その必然性について言及した。 

後に、本シリーズの立脚点の一角を成す『風土論』と『複雑系』における主要な概念装置の紹介を行った。 
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１. はじめに 

本稿は、『｢都市｣を哲学する その１-1：｢近代の隘

路をどう超えるか｣ 』に続き、全シリーズにおける序論

を補足するものである。前稿においては「近代」の隘路

について言及したが、私たちの時代の閉塞状況を突き抜

ける準備を行うために、「近代主義・近代思想」の正体

を突きとめ、さらに、これを超克しようとする哲学・思

想界の潮流を探るのが、本稿の狙いである。 
従って、特に「第５章」の「形而上学・近代思想か

ら現代思想へ」は、読者の方々には聞き慣れない哲学用

語のオンパレードであろう。興味の薄い方は、表－１の

みを一瞥し、「第５章」はとばして「第６・７章」へ進

んでいただいて構わない。『風土論』と『複雑系』の二

つが本シリーズにおける当面の重要な話題であるためだ。

換言すれば、『風土』と『複雑系』こそ、近代都市計画

の隘路を突き抜けるキーワードであると私は考えている。 
また、シリーズ全体の論述を進めるにあたっての基

礎知識を読者の方々に周知して頂くことを意図し、既往

の哲学の紹介に多くの頁を費やした。従って本稿は、筆

者自身による哲学的省察を論じたものではないことにつ

いて、あらかじめご了承いただきたい。 

２. 人類の将来展望 

２.１ 近代思想から「進化論」へ 

(1)近代思想における「意識と存在」 
マルクス主義に代表される近代思想は、「存在が意識

を規定する」とし、経済構造を社会の基幹部として強調

したうえで「下部構造」に据え、これが思想・哲学・文

化など「上部構造」を支えると主張してきた。しかしこ

の論理は疑わしい。人間の意識を捨象した「唯物主義」

がそこにある。例えば「建設事業や都市開発という経済

の構造（＝存在）」が「シビックデザイン」のような理

念（＝意識）を規定していると論理的に言えるだろうか。 
不況・財政危機の現在、建設事業費は圧縮されており、

経済が基底部でこれを優先するなら、デザインという付

加価値を社会ニーズが求めることはないであろう。豊か

さに成熟した世論（意識）が、デザインを含めた公共投

資の新たな枠組み（経済構造＝存在）を求めているのだ。 

(2)「意識」が押し進めた人類進化 
人類数百万年の歴史は、気候大変動や食糧危機、部族

や国家間の闘争という極限状態に際し、過去の教訓や経

験法則を発展させて困難課題を克服してきた「知能進

化・概念進化」によって積み上げられてきたものではな

いだろうか。人類の歴史は「大脳新皮質による環境への

勝利・存在の獲得」であり、近代思想の枠組みを用いて

簡単に図式化すると「意識→概念→思想→環境適応」と

なる。明らかに「意識が存在を規定」してきたのだ。 
「都市開発という経済構造」は、近代思想流に表現す

ると環境適応の一手段（≒生産様式）に他ならない。 
一方、現代思想の 先端である『複雑系』の概念登場

に伴い、ダーウィンが唱えた「進化論」の概念が、再び

浮上してきた。後述するが、現段階で私たちが認識でき

る限りにおいては、人類進化は宇宙進化の 終段階とし

て位置づけられ、これは「概念進化」と呼ばれている。 
個々の意識や概念が体系＝システムとしてのまとまり
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を持つとき、これを「思想・哲学」と呼ぶことができる

だろう。従って、現代および現代に至る思想・哲学（意

識）の状況を観察することで、私たちが置かれた危機

（存在）の原因や、将来展望についてのヒントを探れる

ものと思われる。次節ではこの問題を掘り下げていく。 

２.２ 20世紀末の精神状況 
今世紀末における人類の精神状況を俯瞰すると、注目

すべき潮流に気がつく。①「脱・西欧型近代主義」が市

民権を得つつあるのと同時に、②「東洋思想」見直しの

機運が急速に高まっており、さらに、③「知」の 先端

において既に「新パラダイム」が萌芽しつつあるという

事実である。 
遠く古代ギリシア・ローマに端を発した「合理主義・

分析主義」はイタリア・ルネッサンスを経て「近代思

想」へと結実し、科学技術の極限までの追求により、先

進工業国において、物質的貧困は今世紀末についに消滅

した。土木・建築分野における、西欧諸国がもたらした

果実の大きさについては言うまでもない。 
しかし、西欧思想は20世紀末の現在、隘路にさしか

かっている。「科学技術→生産力の拡大・過剰消費→環

境破壊」のサイクルは、止めようがない必然となってい

る。もし止めたら、近代経済学が金科玉条のように唱え

てきた「経済成長の枠組み」を否定することになる。 
こうした背景により、まず「近代性が生み出した矛盾

とうまく折り合いをつけよう」という気運から「持続的

開発」や「環境経済学」というコンセプトが生まれ、一

方では「自然との共生」に代表される東洋思想見直しの

気運が一気に高まった。 
他方、思想界においては近代性否定のベクトルにおい

て、現象学、ハイデッガーによる存在論、実存主義、構

造主義、ポスト構造主義へと、めまぐるしく重心が移行

し、『風土論』への結実をみた。 
さらにビッグ・ウェイヴはこれにとどまらず、『複雑

系』というキーワードが自然科学の分野で生み出され、

またたく間に社会・人文科学までをも席巻してしまった。 
これら一連の動きは単なるブームの域を超え、ルネッ

サンス以来約500年間続いた「近代」という人類社会の

枠組みを根底から覆す「パラダイム」の転換を意味して

いる。次章以降では、以上に挙げた20世紀末の思想界

のムーヴメントについて、概観していくことにする。 

３. ｢持続的開発 -sustainable development」 

３.１ リオデジャネイロ宣言：「持続的開発」 
地球環境の破壊や身近な生活環境の悪化の事実が、情

報として世界中の人々に共有されるにつれ、過剰消費と

高度経済成長に対するそれまでの絶対的信仰に翳りがさ

し始めた。「持続的 -sustainable」とは、1992年６月

にブラジル・地球環境サミットで初めて国際社会の場に

提唱されたキーワードである。「環境と開発に関するリ

オデジャネイロ宣言」の中で、「持続可能な開発という

課題の中心は人類である。人類には、自然と調和した健

康で生産的な生活をおくる権利がある。」という理念が

説かれている。 
環境になるべく負荷を与えない新たな生活様式を構築

しよう、という本質的省察が幾分含まれていると思われ

るが、このキャッチフレーズが提唱する具体方策は、

「低公害・代替エネルギー・リサイクル」といった技術

論に終始する傾向があり、またその技術的解決方策も極

めて未熟な段階である。いったい、100億の人口が「健

康で生産的に」生活する方策など見つかるのであろうか。 
このキャッチフレーズは明らかに「地球限界」という

事実を粉飾する虚構性を有しており、非常に危険である。 
「開発」と明言されているように、成長経済を未だに

前提とした妥協案・建前論であること、明確な哲学を踏

んでいないことが、致命的欠陥を生んでいるのであろう。 
「計画なきところに開発なし」という名言があった。

実態は逆で「開発なきところに計画なし」である。未だ

に「開発事業」なきところに「計画」予算はつかない。 

３.２ 「環境経済学」 
現在、社会・経済、産業・経営、科学・技術など、

多くの領域において、エントロピー、ゆらぎ、自己組織

化、ホロン、シナジー（協働）、ホメオスタシス（恒常

性）、メタボリズム（代謝）、進化、共生、エコロジー

など「生命」に特有のキーワードが用いられている。 
都市や環境については、社会・経済学的立場から、

地球環境問題の深刻化を反映して、環境と調和したメタ

ボリズム都市（エネルギーと物質循環を 適化した都

市）、地球生命圏「ガイア」と人類との共生などが論じ

られ、こうした観点から、「近代経済学」が見落として

きた領域に光を当てる「環境経済学」や「エントロピー

経済学」が再評価されつつある。 
「近代経済学」がその評価軸を「経済効率の 適化

原理」に単純化したことが、今日の環境破壊という問題

を生んだ、という反省を踏まえ、「環境経済学」におい

ては「非市場財」を自らに内包する。道路計画の分野で

検討が進んでいる「環境容量」、環境アセスメントに付

随して行われることとされている「ミティゲーション

（代償修復措置）」などの概念は、この分野に含まれる。 

４. 東洋思想に対する見直し 

今、西欧および米国の知識人において、「東洋思想」

に対する見直しの大きなムーブメントが起こっている。

この背景には、西欧諸国においては2500年前に失った

「自然との共生」への憧憬があるように思われる。 
さらにその背後には、「絶対的な超越存在を措定し、
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一方では分析的に物事を追求する態度によって、普遍的

法則を発見できるという信念（一神教と近代科学）」と

「思惟する主体に卓越的地位を与え、環境世界を客体と

して措定し、主・客を分離する二元論」から、「常に移

り変わる現実事象に身を委ね、全てを相対視し、全体と

部分とを分けずにありのままの世界を総合的に考える姿

勢（≒仏教的思想）」への価値意識のドラスティックな

転換が横たわっていると考えられる。 
この動きは、19世紀・西欧芸術界の「東洋懐古趣

味」とも、「international」に名を借りた20世紀・米

国の世界戦略とも、その本質を異にするものであろう。  

５. 「形而上学・近代思想」から「現代思想」へ 

「都市を哲学する」と銘打った以上、哲学そのもの

についての通史的概観は、論考を行う上で 低限必要で

あろう。とりわけ本章は、本稿シリーズがその理論的出

発点に置く『風土論』や『複雑系』が、西欧近代思想を

超えようというベクトルの延長線上に登場した、という

経緯を理解するために、不可欠な部分である。 
まず、キーワードを表－１に概略的に整理する。提

唱者の立場の変遷から、認識論→存在論、実体論→関係

論→システム論という変化が把握できるだろう。 

表－１ 西欧思想のキーワード 
提唱者 キー概念 立 場 

ﾌﾟﾗﾄﾝ､ｱﾘｽﾄﾃﾚｽ 
｢形而上学｣ 

主客二元論、客観世界 
実体、原型、イデア、 
真理を説明するロゴス 

認識論、 
実体論、 
超越論 

デカルト 
｢形而上学｣ 

主客二元論、客観世界 
思惟する自我の卓越性 

認識論、 
実体論、 
超越論 

ヘーゲル 
｢形而上学｣ 

二元論批判、客観世界 
主体と客体の弁証法 
思惟する自我の卓越性 

認識論、 
関係論 
 

フッサール 
｢現象学｣ 

二元論否定、生活世界 
意味を構成する意識 
生きた現在、志向性 
思惟する自我の卓越性 

認識論の転回 
実体論の否定､ 
意味論 

ハイデッガー 
｢現象学｣ 
｢実存主義｣ 

存在の意味、 
人間の存在理由、 
意味関連、倫理性 
思惟する自我の卓越性 

存在論、 
実体論の否定 
意味論 

サルトル 
｢実存主義｣ 

世界への参加、 
想像力による自由 
思惟する自我の卓越性 

存在論、 
実体論の否定 
意味論 

ﾚｳﾞｨ=ｽﾄﾛｰｽ 
｢構造主義｣ 

自我の卓越性の否定､ 
無意識の領域、 
西欧の相対化 

関係論、 
システム論 
実体論の否定 

｢ポスト構造 
 主義｣ 

真理の相対化、 
ｴﾋﾟｽﾃｰﾒ≒ﾊﾟﾗﾀﾞｲﾑ 

複雑性、 
システム論 

(1)西欧の伝統的哲学＝「形而上学」の「主客二元論」 
1) 「形而上学」という「超越思考」 
時代はプラトン、アリストテレスのギリシアに遡る。

「形而上学」は「自然を超えたものについての学」を意

味している。この学は、「私たちの生きる日常的世界は

見かけのものに過ぎず、現世の背後に、真理（あるいは

真の存在＝実体）が隠されている」という世界観に立脚

している。つまり、私たちが目にするものは全て、どこ

かにある「原型」の「コピー」である、ということだ。 
プラトンはこの「原型」を「イデア」と呼んだ。そ

してアリストテレスは、この、日常とは隔絶した真理は

言葉（ロゴス）によって「説明する」ことができると確

信し、その説明様式を「形而上学」として体系化した。 
日常とは隔絶したもの、超越的なものを求めること

はあらゆる宗教、神秘思想にみられるありふれた行為で

ある。形而上学が「学」として確立したのは、単に日常

とは隔絶した領域が問題となったからではなく、この日

常とは隔絶した真理が言葉（ロゴス）によって述べ伝え

られ、証されると考えられたためである。 
2) 「主客二元論」の誕生 
さて、「原型の探求」や「説明の言葉重視」という

姿勢は、「世界に対する態度」を決定付けてしまう。す

なわち、事物や現象をありのままに捉える姿勢が放棄さ

れ、「考える主体としての自己」と「説明される客体と

しての世界＝環境」の分離、という態度が生み出される

わけである。同様に、「論理偏重」の態度、つまり「価

値観や倫理を捨象した客観重視」の態度が生み出される。 
このようにして「主客二元論」が誕生し、「主客を

つなぐ論理」という衣を纏った巨大な世界観、すなわち

「西欧哲学」が生まれたのである。 

(2)デカルトによる｢形而上学｣の継承＝「近代」の開始 
ギリシア発の「形而上学」は、ギリシア・ローマの

没落とともに地下に潜伏する。そして中世西欧は「ユダ

ヤ・キリスト教」という全く異質の世界観に覆われるこ

とになる。数百年後、ギリシア・ローマ文明を継承した

イスラム世界を媒介に、西欧にギリシア哲学が逆輸入さ

れると、デカルトにより再度「主客二元論」が提唱され、

さらに「思惟する主体の絶対的卓越性」が宣言される。 
これが「ルネッサンス」の本質である。哲学・思想

上の「近代」は、17世紀のこの時点から始まる。 

(3)19世紀後半～20世紀における「形而上学」の逆流 
約３世紀続いた「近代」は19世紀後半から揺らぎ始

める。近代思想崩壊の過程は、本シリーズにおいて、再

度扱うが、ここで20世紀の哲学・思想史を俯瞰してお

こう。論述は、小阪修平氏の解説を参考に行う。 
1) ヘーゲルの｢弁証法｣：｢実体論｣から｢関係論｣へ 
「世界は客観的に存在する」という前提は、近代的

二元論（主観 vs 客観；認識 vs 対象）の大きな特質であ

る。この二元論に重大な批判を試みたのは、まず、ドイ

ツ観念論の完成者・ヘーゲル（1770-1831）であった。

ヘーゲルによれば、認識主体と認識される対象との関係

は、決して静的なものではない。それは認識主体が、絶

えずその対象に向かって働きかけ、またそのことによっ
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て対象が、認識主体に対して様々な形をとって現れると

いうような動的な「関係」なのだという。こうした主体

と対象との動的関係を、ヘーゲルは「弁証法」と呼んだ。 
ここに、「実体論」から「関係論」へという、「脱

近代」の 初の思想的移行を指摘することができる。 
しかし、ヘーゲルの哲学は、「世界は客観的に存在

する」という前提を疑わなかったという点で、形而上学

～デカルト以来の伝統的哲学を踏襲していたといえよう。 
2) フッサールの「現象学｣：｢形而上学｣への疑問符 
次にドイツの哲学者フッサール（1859-1938）が「現

象学」を提唱する。彼は、「世界は客観的に存在する」

と考える思考習慣以前の、私たちの意識に現れるがまま

の「現象」を記述することを、自らの中心課題とした。 
「現象学」の動機は、「認識はどのようにして自己

を超えて、その客観に確実に的中しうるのであろうか」

という、「形而上学」に対する根本的な疑問に発してい

る。つまり、いったい私たちの認識が正しい（＝真理に

達している）ということを保証してくれるものは何だろ

うか、という疑問である。これは、主観としての認識と、

客観としての認識対象とを、どう一致させるかという、

西欧の伝統的哲学における も根本的な難題であった。 
「世界は客観的に存在する」あるいは「真理を求め

る」という形而上学的態度に対して、フッサールが考え

たことは、客観的とされるあらゆる「真理」に対し、い

ったんその確信を取り払い、私たちの「意識」に現れる

ものを丹念に記述しようという試みであった。 
3) 「意味の構成」によりつくられる「生活世界」 
フッサールは、人間は自分が知覚する様々な像を、

「意識」の中で繋ぎ合わせたり、過去の記憶に重ね合わ

せたりすることによって、そのときどきに経験する事柄

の「意味」を「構成」していくと考えた。そして、この

過程を通じて、人間は「世界」というものを自分の周囲

に見い出すのだとし、これを「生活世界」と呼んだ。 
フッサールは、伝統的な「認識の問題＝認識論」を

大きく転回させた。彼にとって「認識論」とは、認識が

客観世界をどう正確に言い当てるかという点にはなく、

人間が意識の中で客観世界の像をどのように確立してい

くかという点にあった。人間の意識のうちでは、単なる

知覚や像が認識されているのではなく、豊かで生き生き

とした内実を持った「経験」がそこに生起し、これが源

泉となって「世界が構成」される。彼は、このような状

況下での「生きた現在」こそが、人間の意識の基本的な

事実である、という立場をとったのである。 
フッサールによれば、人間の意識は、いわば自ら像

や観念を選び取りながら、自分で世界を構成していく。

彼は、意識のこの選び取りの性質を「志向性」と呼んだ。

この概念は、後述するＡ・ベルクの『風土論』における

「時空間のおもむき」という概念の母胎になっている。 

(4)「認識論≒超越論」から「存在論≒意味論」へ 
私たちが生きているがままの世界 －二元論が溶融し

私たちの意識へと生の現象が立ち上ってくる世界－ の

根本的成り立ちを考えていく現象学の立場は、ドイツの

ハイデッガー、フランスのサルトルらにより継承される。 
現象学の 大の功績は、それまで、「実体という超

越存在」を措定し、「認識と対象との一致」を至上課題

としていた、形而上学から近代哲学への流れを、世界と

その「意味」の解明という方向に向け換えた点にある。 
つまり、現象学は近代的な「認識論」のパラダイム

を、「存在論」のパラダイムへと架橋したのだ。「認識

論」は世界や人間の「存在＝実体」を問い、一方、「存

在論」は世界や人間の「意味≒理由」を問うのである。 
1) ハイデッガーによる「存在論」 
ドイツの哲学者ハイデッガー（1889-1976）は、現象

学の立場を発展させ、人間存在と世界との根源的な関わ

りを解釈し直して、独自の「存在論」を構築した。 
もともと、認識と対象あるいは思惟と存在の一致と

いう「認識論」上のテーマに問題意識を置いていた現象

学は、フッサールとハイデッガーによって、問いの対象

を人間自身の「経験」と「存在の意味」へと向けられた。

そしてこの向きは、ハイデッガーが「存在論」を確立し

たことによって、より一層鮮明なものとなる。 
ハイデッガーは、形而上学が暗黙の前提にしていた

「ある（存在する）」とはどういうことか、という問い

を発したのである。これは「存在というものの意味≒理

由」を問うことに他ならない。そして彼は、過去の哲学

はこの根本的な問いを怠ってきたと強調する。 
2) 人間の本質≒存在理由－１：｢意味関連｣の構築 
さらに、ハイデッガーの哲学の特徴は、ただの存在

するもの一般（＝存在者）ではなく、「人間という特異

な存在」の本質を問うたことにある。彼はフッサールの

思想を継承しつつ、「人間の本質（≒存在理由）は、事

物の世界に対して意味や価値を結びながら存在するとい

う点にある」とする。つまり、対象世界に対して何らか

の「意味関連（価値意識のようなもの）」の秩序を作り

上げる存在、という人間像を措定するのだ。 
3) 「倫理性」の根拠をなすもの：時間の観念 
そして次に、人間が持つ「意味関連」は「時間の観

念」によって規定されていると主張する。ここでハイデ

ッガーの言う「時間の観念」とは「死」のことである。 
「死」という観念は、人間にその生を、一回切りで

取り替えのきかない、自分にとっての絶対物という性格

を想起させる。そしてこれが、人間における「良心」や

「倫理性」の根拠をなしている、と主張するのである。 
4) サルトルによる「実存主義」 
人間の意識の特質は、絶えず現在に欠如を見いだし、

そのことによって絶えず自己自身の外に自らを投げかけ、

現在を超え出ようとすること（＝実存）にある、これが
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サルトル（1905-1980）哲学の根本モチーフである。ち

なみに「実存」の原語は「existence」であり、邦訳す

ると「存在」「現存」と同一語になるが、ラテン語の由

来に拠ると「外へ ex＋立ちいでる sstere」という語義

を持つことが分かる。 
5) 人間の本質≒存在理由－２：｢投企｣と｢想像力｣ 
サルトルは、現在的状況に対して、絶えずそれを超

え出ようとする、このような人間の本性を、「投企（＝

参加）engagement」と呼んだ。これは、何物にも根拠

づけられない「意識」が、客観的世界に対し責任をとり、

自分自身をそれに「参加」させるというものである。こ

の点に関していえば、サルトルには、「人間は本来的に

自由な存在である」という思想がある、といえよう。 
サルトルによれば、「知覚」は単に世界の受け入れ

であり、「概念」はその全体像の思い描きである。そし

て「想像力」こそ、現れた「世界」に対して、私たちが

自由な態度をとるための意識の根本能力であるとされた。 
6) 「実存主義」の挫折 
しかし、サルトルの「投企」は、実践論が与えられ

ないまま、楽観主義に終わってしまった。実際、「戦後

の混乱した状況の乗り越え」の企ては挫折し、近代思想

後の巨人マルクスの世界観 －人間の理性の力によっ

て、より理想的な社会や世界の制度の確立を実践論で示

した－ に、自ら道を譲ってしまったのだ。そしてそれ

故にサルトルは、戦後にマルクス主義が露呈した様々な

問題を目撃しながらも、 後までマルクス主義支持の立

場を崩さなかったとして、糾弾されたのだ。 

(5)｢構造主義｣による形而上学の崩壊と関係概念の確立 
19世紀後半から20世紀にかけての、形而上学の「逆

流」は、サルトルで終わったわけではなかった。それど

ころか、1962年にレヴィ＝ストロースがサルトルを批

判して以来、西欧では思想の覇権を巡って、熱いバトル

ロイヤルがくりひろげられることになるのである。 
1) 「構造主義」による「システム論」の萌芽 
フランスの人類学者レヴィ＝ストロース（1908-）は、

現代言語学の方法論などを取り入れて、いわゆる未開社

会における親族構造・婚姻関係の構造を明らかにした。 
構造主義とは「一つの認識態度」である。物事を分

析するのに、ある特定の視点や原理からするのではなく、

構造的に見るということである。「構造」とは、ある体

系が変化しても、ある特性を維持する、その特性のこと

である。「構造」という概念の導入によって、人類学の

みならず多くの人文科学は、要素は様々に変化しても、

そこから一般的な規則を発見する方法を手に入れること

ができた、とレヴィ＝ストロースは考えたのである。 
これを「システム論」の萌芽と考えることができる。 
2) ｢自己｣を巡る､｢構造主義｣と｢実存主義｣との対立 
構造主義が登場したのは、レヴィ＝ストロースがサ

ルトルを批判して以来である。レヴィ＝ストロースによ

れば、サルトルがどれほど、自由でかつ状況の中で選択

し状況を引き受ける「自我」を唱えようと、「思考し決

断する」というところに人間の原理と価値を置いている

という意味で、「思惟する主体の卓越性」を原理とする

形而上学を超えるものとはいえなかったのだ。 
3) ｢無意識｣を巡る､｢構造主義｣と｢現象学｣との相違 
現象学はあくまでも私たちの「意識」が「経験」す

るものから出発する。それは私たちの「意識」が知らな

いうちに私たちに影響を及ぼすような「構造」などは認

めない。一方、構造主義は人間の「意識」には自覚され

ない「構造」の中で、はじめて人間の言語や行為が成立

すると考える。物事（の意味）を決定するのは、個人的

な意志や努力ではなく不可視の構造であるとされたのだ。 
「無意識」の領域を扱うという点で、レヴィ＝スト

ロースは、ユングやフロイトらの精神分析学の系譜を踏

むものと考えることができる。 
4) 「構造主義」という核爆弾の破壊力 
当初は単に文化人類学の新しい方法くらいに見られて

いた構造主義の中には、形而上学からサルトルまでをも

含む西欧的な「知」と鋭く断絶する思想が潜んでいた。 
レヴィ＝ストロースは、一つの項を、それ自体で考

えるという発想を退け、比較によって全体の中で初めて

明らかになる「構造」へと、視点を移した。ヘーゲルの

「弁証法」でみた「関係論」が、鮮明にされたのだ。 
このことは、伝統的形而上学とは二重の意味で断絶

した。一つは「思惟する主体の卓越性」信仰の断絶、一

つは「～自体」という問い（＝実体論）を無効にしたこ

とである。形而上学と近代は、「人間とは何か」の答え、

人間が人間である場所を「思惟する主体という自己」に

与えたのだが、構造主義によれば、真の「意味」は項と

項との関係からやってくるのである。 
さらに、西欧社会が、「未開（無文字）社会」の構

造的な婚姻関係という「他者の独自性」に触れたことは、

一つは西欧の卓越性への疑問の投げかけ（＝西欧民族中

心主義の告発）、一つは西欧の理性が西欧という特殊な

文化の中でのみ成り立つ理性だということを暴露した。 
つまり、「西欧は相対化」されたのである。 

(6)「ポスト構造主義」へ 
1) 「相対的な知」＝「エピステーメ」の提唱 
形而上学の透明な空間の中では、自分が自分を純粋

に知りうるという特権的な場所（思惟する主体の卓越

性）が可能であったが、構造主義の登場とともに、あら

ゆる意識の中に、無意識の領域が見いだされていく。 
また、ミッシェル・フーコー（1926-1984）は、真理

を唱える知識も、時代時代における知の全体的編成の中

でしか可能ではないとし、こうした知のあり方を「エピ

ステーメ」と呼んだ。この言葉は、「その時代を規定し
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ている全体的な知のありよう」と定義できることから、

いわゆる「パラダイム」という語に近いといえよう。 
2) ｢ポスト構造主義｣：混乱から『複雑系』の萌芽へ 
実存主義が衰退し、構造主義の方法が時代の共有財

産となり、さらに科学的方法（形而上学と近代思想）を

超えて、伝統的な西欧の「知」のスタイルに対する全面

的な批判が登場して以来、20世紀後半は、ポスト構造

主義の時代と呼ばれるようになる。こうした一連の事件

は、私たちの生きているこの社会が、「二元論」では捉

えられないような、「複雑なシステム」として感じられ

てきた、ということを意味している。真理の概念、動物

と区別されたホモ・サピエンスという人間の自己像、独

立した近代的個人の概念、これらが座礁したのである。 
こうして『複雑系』概念の土壌が用意されたのだ。 

６. ２つの視座：「環境／生態学」と『風土論』 

前章においては、ギリシア哲学から、西欧近代思想、

そしてフランスを中心とする現代思想全般の流れを、大

雑把にみてきたが、ここで視点を変えて、「環境」や

「風土」といったテーマについて、若干の論考を行う。 
「環境経済学」「生態学」の視座と、『風土論』の

視座との間に横たわる「環境観」の違いが着目点である。 

６.１ 「環境経済学」と「生態学」 
「環境経済学」という視座には、リオデジャネイロ

宣言に「課題の中心は人類である」とされているように、

「環境」を意識する・生活する私たち主体が、一方的に

それを客体視・効用視する、というニュアンスが濃厚で

ある。「近代経済学」とは主張を異にするものの、「経

済学」という、近代が生み出したパラダイムを超えられ

るのか疑問であることは、前章までで明らかだろう。 
「生態学（エコロジー）」のスタンスも、上記と基

本的には同一であり、「環境」を、客観的観察を通して

把握することのできる「事物＝対象」として扱っている。 
「環境学」と「生態学」という視座の問題性につい

ては、回を改めて詳細に論考していくこととしたい。 

６.２ 『風土論』 
これらに対して、より本質を捉えた議論がある。哲学

者：和辻哲郎（1889-1960）やフランス現代思想界の論

客：オギュスタン・ベルク（Augustin Berque 1942-）
が唱える『風土論』である。詳細は他の機会に譲るが、

ベルクの哲学のプロフィールを簡単に紹介しておこう。 

(1)『風土論』の概念装置 
1) 人間の「本性＝意味＝おもむき｣ 
ベルクは持論の展開にあたり、「人間固有の本性と

は何か」という問いから出発した。彼によれば「人間は

生物一般に還元することはできないが・なおかつ・生物

であり」、「人間とはその本性 nature が自然 nature
の彼方におもむく存在である」と定義される。そして、

「自然の彼方におもむくこと、これを文化あるいは文明

と呼ぶ」とし、「私たちにおいて、より自然であるのは、

文明化することであるともいえる」としている。 
ベルクが頻繁に用いる「おもむき」は、フランス語

の「sens」であり「意味」「感覚」という語義を兼ね

ている。これは前章で紹介したフッサールの「志向性」、

ハイデッガーの「存在の意味」を継承した概念である。 
2) 「風土｣と「風土性」；「時代」と「時代性」 
ベルクは、和辻が1935年に提唱した「風土」という

概念に、現象学やハイデッガーの思想を取り入れて、

「風土」を「ひとつの社会と、空間および自然との関

係」と再定義している。そして、「ある風土のおもむき

（＝意味＝感覚＝方向性）」を「風土性」という造語を

用いて定義している。さらに「風土性」に対する補完概

念として「時代性」を挙げ、前者は空間的次元、後者は

時間的次元に属しつつ、両者は相互補完の関係にある、

としている。両者が結びついて「環境世界」の「世界

性」、時空間的な「世界性」を形成する。 
なお、「風土性」も「時代性」も同時かつ不可分に、

精神的次元（意味作用）、肉体的次元（感覚）、物理的

次元（空間的方向性と時間的進化）を含んでいる。 
以上の概念装置をまとめると、表－２のようになる。 

表－２ Ａ・ベルクの提唱する概念装置 2) 
純時間 環境世界 純空間 

客観←抽象 人間の実存 抽象→客観 
普遍性 世界性 普遍性 
歴史 時代／風土 環境 

歴史性 「時代性」／「風土性」 物理性 
客観的次元 「通態」的次元 客観的次元 
物理的次元 精神・肉体・物理的次元 物理的次元 

3) 「通 態｣ 
表－２の両翼は客観的次元であり、形而上学から近代

思想の立脚点であった視座である。一方、中央部は20
世紀にハイデッガーが発見した「通態」性の次元である。

ここで、「非客観＝主観」ではないことが、重要である。 
非客観性は、二元論が唱えた主張とは異なり、主観性

に還元されないのである。ベルクは「通態」という概念

を「メビウスの輪」に例えている。輪の両面は「空間と

時間」あるいは、「主観と客観」を意味する。輪の裏表

は決して同じ表面にはないが、表が裏に通じ、裏が表に

通じている。これを「通態」と呼んでいるのだ。 
「空間としての自然環境（≒生態系）」と「時間とし

ての社会・文化環境（≒歴史）」が、「通態≒双方向交

流」する時空間を「環境世界」、その意味・感覚・方向

を「時代性／風土性」と、理解すればよいだろう。 

(2)「倫理」：人間固有の特性 
ベルクは、人間固有のもう一つの特性として、ハイ

デッガーに倣い、「倫理＝善悪の価値判断を持ちその区
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（株）オリエンタルコンサルタンツ『技術報 76 号』掲載論文を一部加工。 

別に従って自己の行動を自ら律する能力」を挙げている。 
1) 「倫理｣を捨象する「近代」 
そして、「近代」が失ったものの一つに「倫理」が

あるとして、これを『風土性』という時空間に対する評

価軸にとり入れている。また、私たちが客体視・利活用

する対象としての環境のあり方を近代独特のものとし、

「環境≠風土」であるとしている（表－２参照）。 
こうした前提のもとで、①自然を客体視すること、

②環境＝客観的世界；意識＝主観的世界という「二元

論」、③鉄・ガラス・コンクリートによるインターナシ

ョナルスタイル＝地域性の排除、などを「倫理」から逸

脱するものと主張している。 
2) 『風土論』の「環境観」 
『風土論』の立場からの「環境観」は、経済学とも、

エコロジー（生態学）とも異なる。ベルクは、環境と人

類との関係は、環境→（規定）→文化・社会；人類→

（利活用）→環境、の２方向のベクトルが同時に行き交

う「通態的」なものであると主張し、その通態は「時間

と空間」「物質と精神」といった次元を貫くものとする。

そのような認識手法によってはじめて、環境は「単なる

食物連鎖の生態系」とも「科学技術や文明社会の利用・

整備対象としての環境」とも異なり、「倫理性」を帯び

るとしている。なお、この「倫理≒価値意識」が示すも

のの一つに「地域特性」があり、地域特性の肯定が倫理

上の正、否定が倫理上の悪、ということになろう。ちな

みに中国の「風水」は「風土性」「時代性」を用いた都

市・建築のプラニング手法の好例である。 
 「近代」は「倫理≒価値意識」を排除し、環境世界を

対象化し、「効率や普遍性」という統一原理のもとに押

し込めたのだ。「倫理」を捨象した結果が、徹底的な環

境破壊、商品に還元されたあらゆる土地とバブル経済、

地域の事情を無視する全国一律の都市マスや道路構造令、

コミュニティの失われた地域社会…に他ならない。 

７. 『複雑系』へのパラダイム・シフト 

本章では、現代思想が生んだ 新の話題である『複雑

系』について簡潔に紹介していく。（株）日本総合研究

所の田坂広志氏が端的な解説を加えているので、氏の著

作をアレンジさせていただき論述を行う。 

７.１ 『複雑系』とは 
この世のあらゆる現象が示す挙動は、「生命体の生成

と進化のプロセス」にみられる、ある法則に全て従って

おり、その法則を『複雑性』といい、その法則が成り立

つ領域を『複雑系』という。（もっとも本定義で考えれ

ば、「複雑系＝宇宙の全存在」ということになるが） 
『複雑系』とは complex system の訳語であり、『複

雑性』は complexity の訳語である。 

カオス理論、人工生命、ホロンといった研究分野の成

果を取り入れ、それ自体はもともと「生命科学」の分野

において発明された『複雑系』概念であるが、今やこれ

は、ある特定の理論やテーマに結びつけられるものでは

なくなっており、自然科学・社会科学・人文科学、全て

の科学が対象とする問題に極めて深く関わっている。 
『複雑系』に対する研究の、現時点における本拠地は、

米国ニューメキシコ州にある「サンタフェ研究所」であ

る。1990年代に入ってから、我が国においても『複雑

系』という話題が急速に脚光を浴びるようになり、解説

書・関連書籍の多くがベストセラーになっている。 
図－１はある熱力学的な平衡状態の閾値を超えたとき

に発生する、ある自己組織化のパターンを、図－２は、

北イタリアにおける中堅都市シエナ中心部の平面図を示

している。両者の間に見られるパターンの相同性は「都

市＝複雑系」の仮説を予見させてくれるであろう。 

図－１ 自己組織化のパターンの例 3) 

図－２ シエナ中心部の平面図 4) 
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７.２ 『複雑系』の七つのキー概念 
『複雑系』という系が、自らをシステムとして統合し

ている、いくつかのキー概念について概説しておこう。 
『複雑系』の概念をいくつかの「要素に還元」する行

為は、「近代」主義の隘路に陥る危険性を有するが、こ

こでは敢えて七つの言葉に分割して説明することとする。 
1) ｢全体性｣ 
「部分の総和以上の何か」が持つ、「複雑化すると新

しい性質を獲得する」という特性である。「上位の（よ

り複雑な）システムは下位の（より単純な）システムと

は異なった性質を持つ」という特徴とも言い換えられる。 
2) ｢自己組織化｣ 
地球を一個の生命とみなす「ガイア理論」における生

態系の挙動や、加熱された鍋の水が臨界温度を超えると

きに秩序立った幾何学模様が生み出される現象などを、

「自己組織化」という。「個が一定規則に基づいて自発

的に活動することで、自然に全体の秩序や構造を形成す

る」プロセスである。「創発性」ともいう重要な概念だ。 
3) ｢進化論、開放系｣ 
『複雑系』は「進化論」の立場に立つ。これについて、

３つのキーワードを、表－３に整理する。 

表－３ 進化論のキーワード 
a.「自己組織化」の３条件 

ア 
「開放性」：当該システムの内部と外部との間で

エネルギーと物質の出入りがあるという性質。 

イ 

「非平衡な状態」：熱力学的な平衡状態にはな

く、プロセスが強い「非線形性」を示すというこ

とを示す。「カオス理論」によれば「非線形」と

は、「初期条件のわずかな違いが、その結果に極

めて大きな違いを与える現象プロセス」を指す。

 

ウ 
「ポジティブ・フィードバック」：ある化学反応

が生じると、それがますます加速されるような、

「自己触媒」のプロセスのこと。 
b.「共鳴」 
 「自己組織化」のきっかけ。「平衡状態において、分

子は隣の分子だけを見ているが、非平衡状態において

は、分子は系全体の分子を見ている。そして非平衡状

態においてこれらの分子が共鳴を起こしたとき、自己

組織化が生じる。」 
別な概念を用いると、「システム全体の状態に関する

情報が、システム内部の全ての個に伝達され、共有さ

れることによって、個と個の共鳴が生じやすい状態が

生まれ、自己組織化が生じる」ということになる。 
c.「システムの構造進化」 
 システム内のごく小さな「ゆらぎ」が増幅され、突然

「共鳴」が起こり、新しい構造へとシステムが「進

化」することをいう。 

4) ｢主体と客体の相互干渉｣ 
現実の世界は、主体（思惟者・観察者）と客体（対

象・環境）の相互干渉から成り立つ、とする見方。 
5) ｢共進化｣ 
「創発性」は、個の挙動が全体の性質をボトムアップ

的に生み出すとともに、形成された全体の性質が個の挙

動にトップダウン的に影響を与える、という双方向的な

性質を持っている。これを「共進化」プロセスという。 

6) ｢プロセス｣ 
「生命論」的認識手法に立脚する『複雑系』では、

「構造」の深層に存在する運動のダイナミックな「プロ

セス」そのものを問題にする。これは、「近代科学」が

「静的な構造や関係性」を認識の対象としていたことに

対して、非常に対照的な考え方である。 
7) ｢進化する原理｣ 
「進化のプロセスも進化する」という、『複雑系』が

持つユニークな特徴。すなわち、全ての『複雑系』は、

二重の意味での「進化系」に他ならない。たとえば「ガ

イア」はそれ自体「進化系」であるが、宇宙創世後、物

質進化（星の誕生）→化学進化（有機化合物の生成と生

命の誕生）→生命進化（硫酸生物→酸素生物→高等哺乳

類→人類）→意識進化（概念進化）と、「進化の原理が

進化」してきた過程を経て現在に至っている。 

８. おわりに 

私が『風土論』や『複雑系』に関心を持ったきっか

けは、前稿で紹介したローマにおける「都市の原体験」

であり、その後、地中海地方の都市において数回にわた

って経験した「有機体としての都市の体感」である。

「都市」に「有機システムの隠喩」を感じたのは、いく

つかの日本の都市においても同様である。都市をかたち

づくる形態言語は異なるものの、京都、金沢、松江、倉

敷、川越などの歴史的街並みにも『自己組織性』を感じ

た。スリランカのコロンボ、キャンディといった都市に

おいても『有機性・自己組織性』は息づいていた。 
共通事項は、物理空間として把握できる「都市」と、

象徴（建築意匠など）を通して把握できる「都市性」、

あるいは、そこに暮らす人々の活気や方言、郷土料理、

自然などが織りなす「風土」が渾然一体となり、「統合

性」を創り出しているということだ。おそらく「歴史や

時間の蓄積」という要因が作用しているのであろう。 
とりわけ、コロンボのスラムで感じた溢れるばかり

の活気と、日本の主要地方都市における夜の殺風景との

対比は、「都市は施設に還元できない」という仮説的命

題を正当化してくれるだろう。 
次稿では、本稿で整理した概念装置を用い、「都

市」の『複雑性』と『風土性』に焦点を当てようと思う。 
 
主要な参考文献・サイト 
 

 

1)  小阪修平ほか著： わかりたいあなたのた

めの現代思想・入門、 
JICC 出版局、1984 

2)  Ａ.ベルク著： 地球と存在の哲学、 筑摩書房、1996 
3)  日本総合研究所編： 生命論ﾊﾟﾗﾀﾞｲﾑの時代、 ダイヤモンド社、1993 
4) Ｈ.プラマー著: 虹色の空間、 

ａ＋ｕ No.248 
㈱ｴｰ･ｱﾝﾄﾞ･ﾕｰ、1991 

5)  田坂広志著： 複雑系の経営、 東洋経済新報社、1997 

 

8  Copyright 2001-02, Junro Tamioka. All rights reserved. 




