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「都市」を哲学する その１-3：｢複雑系｣･｢風土｣としての都市 
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建築・都市計画、美術修復 ローマ在住 

本稿は、前稿までの考察をもとに、①「都市は複雑系である」という仮説を提起し、これについて考察を試み

るとともに、②「今なぜ歴史・文化なのか」という今日的な話題について、試論を展開したものである。 

①「都市＝複雑系」については、ボローニャを題材にパタン・ランゲージの方法論を援用することにより論証

を試みた。また、②「歴史・文化」については、「大脳生理学」と、Ａ・ベルクによる『風土論』の二つのアプ

ローチを提起した。前者においては、近代の超克には概念進化が不可欠であること、概念進化は「歴史」を内在

していることを明らかにし、「歴史」の重要性を浮き彫りにした。後者においては、「風土性」が二重の意味で

「時代性」を内在していることを明確化し、「風土性と時代性」を組み込んだ都市整備の視点を紹介した。 
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１. はじめに 

本稿では、前稿において紹介した『風土論』と『複雑

系』における概念を用い、①「都市は複雑系である」こ

とを論証するとともに、②昨今、都市計画や建設事業に

おいて「歴史・文化」が脚光を浴びている現状について、

その必然性・正当性という観点から論考を行う。 

２. 「都市」は『複雑系』である 

「都市＝複雑系」という仮説は、「その１-1」で紹介

したように、「個々の建築が個性を持ちつつ、全体とし

て景観的統一性・地形的特性への調和を有している地中

海地方の都市」に、「生命が持つ有機システムの隠喩」

を直感した、筆者の個人的体験に直接由来する。 
しかし、この命題は『複雑系』という語彙が提唱され

る以前から、都市計画家や建築家の間では通説となって

いた。（ベルクもその著作で、『複雑系』という言葉は

一度も使用していないものの、「風土の持つ通態性」と

いう概念は、「創発性」や「自己組織化」「共進化」と

いう概念にほぼ相当するものと考えられる。） 
前者による例として、クリストファー・アレグザンダ

ーが提唱する有名な「パタン・ランゲージ」（1977-
1979）の理論的核心部分を参照し、「都市の自己組織

化」のプロセスについてみていくことにしよう。 

２.１ 「パタン・ランゲージ」の理論 

(1)「パタン・ランゲージ」とは 
「パタン・ランゲージ」とは、平易に表現すれば「ま

ちづくりや建物づくりの根底にある基本的な特性」であ

り、筆者が「その１-1 第５章」で「共通規範」と呼ぶ

もの、ベルクが「都市性」と呼ぶ概念に近い。近代以前

の時代、特に中世における都市・建築の形成プロセスの

本質を成すと考えられるものを抽出・体系化することに

より、文字通り「言語化」したものである。 
「パタン・ランゲージ」は、①地球上の環境成分は一

つとして孤立していず、全てが影響し合う、②美しい環

境は、実際の使用者によってつくり出される場合にのみ

生成される、③環境の真の形成は広範にまたがる無数の

小さな建設行為によって達成される、④環境づくりは多

くの人々の参加により行われるべきである、という立脚

点に基づいている。これは、『風土論』や『複雑系』の

立場とほとんど同一のものと考えてよいだろう。 

(2)言語体系としての「パタン・ランゲージ」 
アレグザンダーは、建設プロセスの本質を巡る10年

間の研究と実験の成果として抽出精製されたこの原理を、

新しく環境づくりを行う場合の「共通言語」として使う

べきである、と提唱している。ここで用いられる「環境

言語」が「パタン・ランゲージ」であり、その基本単位

が「パタン」である。比喩的に表せば、パタンは「単

語」、パタン・ランゲージは「文法」、これらにより紡

ぎ出される都市・建築は「文章」に相当する。 
各「パタン」は、上位にある「より大きなパタン」に

含まれてこの完成を助けるとともに、下位にある「より

小さなパタン」を含みこの助けを借りて完成する。 
例えば「歩行者街路」というパタンを繙いてみよう。

すると、「上位パタン」として「プロムナード、買い物
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街路、人と車のネットワーク、連続住宅、他店舗マーケ

ット、複合建物」などが列挙されており、「下位パタ

ン」として「街路を見下ろすテラス、街路に向かう窓、

街路への開口、外廊、バルコニー、歩行路の形」などが

挙げられている。「歩行者街路」の計画理念については、

イラストや写真付きの詳細な説明が加えられている。 
Ｃ・アレグザンダー著作の「パタン・ランゲージ」か

らの抜粋を、図－１に示す。 

  

図－１ パタン・ランゲージ 1) 

２.２ 都市形成原理を「パタン・ランゲージ」にみる 
「パタン・ランゲージ」の理論は、歴史的な都市形成

の動機としての「マスタープラン」を否定する。実際こ

の原理に従えば「都市は自己組織化」し得るのである。

そして「自己組織化した都市」は、「不整形な個体」と、

「秩序立った全体」という形態的二面性を併せ持つ。 
本節においては、北イタリアのボローニャという都市

を題材に、「パタン・ランゲージ」を使って都市形成の

原理を詳細にみていく。なお、本論述は、筆者自身によ

る現地調査（1997年9月）の結果に基づいている。 

(1)中世都市ボローニャの都市形態 
スパゲッティ・ミートソース発祥の地であり、欧州最

古の大学都市としても知られるこの都市（図－２、３参

照）は、アルプス南部、アエミリア街道という大動脈の

要衝に立地し、中世には自由都市として栄華を誇った。

現在でも40数万の人口を擁するイタリア有数の大都市

である。その起源はローマ帝国よりさらに古く、イタリ

ア半島の先住民族といわれるエトルリア人の時代に遡る。 

図－２ ボローニャの地理的位置 3) 

 
図－３ ボローニャの鳥瞰写真 3) 

1960年代初頭に、ボローニャでは、①モータリゼー

ションの急速な進展や、②産業構造の変化による業務空

間の需要増大、③新住民を受け入れるための居住空間の

必要性、といった都市問題が顕在化した。こうした状況

下において、1965年、ボローニャ市当局は、在来の都

市基本規制計画（ＰＲＧ、1958年制定）の変更を決意

し、その変更計画案作成を1967年に、日本の丹下建三

チームに委任した。 
丹下チームが作成したマスタープランは、数案の比較

検討を経た後に、1968年に市の閣議承認と新開発地区

計画区域の設定を受け、1970年にＰＲＧ変更計画の認

可に至っている。新ＰＲＧは、①自然の保護、②歴史の

保存、③新しい開発、の三つの基本コンセプトを有して

いる。これらは次頁の図－５から明瞭に把握できる。 
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新ＰＲＧが策定された結果として、歴史的街区は、全

域に対して保全の網がかかり、表－１に示すような古代

～中世の都市形態が、ほぼ完全に残っている。こうした

特徴は、地中海都市全般に共通するものとして興味深い。 
現代イタリアは、観光立国として世界の衆目を集めて

いるが、「都市」が観光資源として成立している背景に

は、1960年代から爆発的に全国に拡がった「歴史的街

区保全政策」があることを見逃すことはできない。「開

発」に邁進してきた我が国の国土政策は、イタリアとの

明瞭な違いを見せているが、その「つけ」は国土荒廃と

内需拡大政策の失速に明確に顕れており、21世紀に大

いなる負の遺産として私たちが負うことになるであろう。 

表－１ ボローニャの都市形態の特徴 

 ボローニャにみられる都市形態の特徴 
① 極めて明確かつコンパクトにまとまっている都市域 
② 各方面との交流を促すように伸びる放射状の道路 
③ 赤煉瓦の屋根と地場石の建物外壁による色彩の統一 
④ 隣接建物による外壁の共有（＝ファサードの連続） 
⑤ 街路に面して設けられたポルティコ（アーチ断面の

列柱廊）の連続性 
⑥ ほぼ四階に統一された建物高さ 
⑦ 「葉脈」のように秩序化された環状・放射状の街路

ネットワーク（幅員の変化と非直線状の線形のため

一見、無秩序にみえる） 
⑧ 大聖堂・大学・市民広場の求心性（＝立地的中心性

と建物のランドマーク性） 
 

 
図－４ ボローニャの歴史保存地区の様子 

 
図－５ ボローニャの都市基本規制計画 3) 
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図－６ ボローニャの発展経緯 4) 

(2)ボローニャの都市形態を規定する三つの動機 
表－１の特徴は、ア)都市形成に関わる内外の与条件

と、イ)これに対する当該住民および近隣相互の共通認

識・合意形成、ウ)当該関係者より一段上位の組織によ

るインセンティヴの存在、この三つの動機により、マス

タープランなしでも、自然に形成されうることが分かる。 
1) 都市形成に関わる内外の与条件 
まず、ア）与条件は、表－２のように整理できる。 

表－２ 都市形成の与条件 
 ボローニャにみられる都市形成に関わる与条件 
① 南側をアペニン山脈で隔てられているという地形条件

と、軍事的動機による城壁設置という与件 
② アエミリア街道という大動脈上の要衝という立地条件 
③ 建築資材の現地調達という経済的（＝低コスト）与件 
④ 組積造という構造形式が要求する耐重力・耐震条件 
⑤ 自由都市における生産様式（商業）が要求する集客効

果向上という与件 
⑥ 当時の平均世帯人数と標準的生業形態による、建物の

最低かつ最大延床面積（最適規模）という与件 
⑦ 回遊性という商業上の与件（これに対し、不整形な街

路形状は、等幅員・直角という与条件の「不在」を考

慮すると、むしろ自然である） 
⑧ 教会権力の象徴表現（大聖堂、神学の場としての大

学、これらのファサードを強調するための視点場＝広

場）という与件、（より古くは、エトルリア人の初原

集落があったことによる拠点としての性格） 

2) 都市形成に関わる内外の与条件 
次に、「歩行者街路」という一つの「パタン」の形成

プロセスを、イ）の観点からみていこう。 
いうまでもなく街路は全ての建物にとって必要不可欠

であるため、建物建設に先だって、あるいは建設と同時

に、建主により街路建設のための空間確保が意識される。

たいていの場合、既設街路の延長のみが問題とされる。

その幅員については、街路をはさむ最低二人の建主間で

取り決めがなされる。このときは門前の商業スペースな

どが話題にのぼるだろう。街路の平面形状と線形につい

ては、両側建物の間取り・面積・外壁位置が優先的に定

められた後に決定されるだろう。ここまでの過程におい

て、街路を整形かつ直線状に建設する動機は存在しない。 
仮に商業を営む場合、集客効果や、物資運搬用の馬車

の通行などが、当然考慮の対象となる。するとこれが、

一対の建主にとって、他の建主との協同取り決めの動機

となる。たとえば一定程度の街路幅員を連続的に確保し

ようという合意がなされる。ポルティコを連続させる、

外壁を共有して耐力性を増す、馬車が曲がりやすいよう

に街区端部の街路幅員を一層広げる、見通しを良くする

ために三叉部や四叉部に広場を設ける、広場には共有の

水飲み場をつくる…このようにして「歩行者街路とい

うパタン」が形成されるのと同時に、「ポルティコ」や

「広場」という他のパタンの形成が促されていく。そし

て一方では「買い物街路」という上位パタンを、他方で

は「歩行路の形」という下位パタンを「創発」していく。 
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3) 上位からのインセンティヴによる効果 
最後は、ウ）の観点からの考察である。今までみてき

たプロセスに、「商店会」や「市当局」といった上位組

織による動機付け、例えば、ポルティコ設置に「補助

金」などが付与されれば、これが触媒となってプロセス

の進行は促進される。また、窓枠の色彩統一という「規

制」も、それが集客効果の向上、といった論点での合意

形成が図られれば、同様に触媒効果をもたらす。 
歴史的街区における景観の状況を、図－７、８に示す。 

 
図－７ ボローニャのポルティコ 

 
 
 
 

 
 
 
 
 

    図－８ ボローニャのポルティコ 

4) 与条件のフィードバックによる「パタン」の進化 
「歩行者街路」は「買い物街路」を形成し、「買い物

街路」としての性格がフィードバックされて、「歩行者

街路」の商業的性格を強め、やがて「商業地域」という

「新しく、より大きなパタン」を創り出す。 
つまり「個別パタン」は集積して「都市」という「最

大パタン」を形成し、「都市」のもつ「全体的パタン」

は、「個別パタン」形成の与条件としてフィードバック

される。これは、「進化のプロセス」に他ならない。 
5) 「自己組織化」の必然 
どんなパタンであれ、きっかけ（与条件）さえあれば、

このようなプロセスを経て「自己組織化」される。プロ

セスに関わる当事者は、自己の都合と、自己より一段階

だけ上位の都合さえ考えればよいのである。仮にマスタ

ープランがあったとしても、これを考慮する必要はない。 
ボローニャにみられる「不整形な個体と、秩序立った

全体」の混在は、「自己組織化」の必然と考えられる。 

２.３ 「パタン・ランゲージ」は『複雑系』にある 
ボローニャにみられる、このような「自己組織化」と

「進化」のプロセスは、前述した『複雑系』の性質の中

核をなすものである。なお、「主体と客体の相互干渉」

は「建設行為者と物理的建設物の関係」そのものである。 
また、「進化のプロセスも進化する」という法則は、

ボローニャという都市を「形成せしめた統合原理＝与条

件が、時代に応じて変遷してきた」ことを表すものであ

る。これをまとめると、たとえば表－３のようになる。 

表－３ 都市形成の統合原理 
時代区分 都市形成の与条件と考えられる動機 

エトルリア時代 「集住」 
ローマ時代 「防衛」と「交通の要衝」 
中 世 「教会への帰依」と「商業振興」 
近 世 「富裕階級の権力誇示」 
近代～現代 「モータリゼーションへの対応」 

都市形成の基本原理は、「パタン・ランゲージ」を使

って以上のように説明できる。またこれにより、「都市

は複雑系である」ことが明確に認識できるであろう。 

３. 今なぜ「歴史・文化」なのか 

今なぜ「歴史・文化」という話題が脚光を浴びている

のかということに関しては、いくつかのアプローチが可

能である。本稿においては、①大脳生理学、②ベルクが

唱える『風土論』の、二つの論点から考察を行う。これ

らの論点に立脚する理由は、①は自然科学、②は社会科

学において、20世紀に人類が踏破したそれぞれの到達

点と考えられるためである。実際、大脳生理学は、現象

学をはじめとする現代思想の様々な省察成果を、自然科

学の立場から、極めて正確に裏付けている。今や私たち

は、主体と客体の間に起こっている相互作用を、先端技
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術を用いたＣＧによって視覚的に把握できるのだ。 
一方、官公庁が発行する「白書」などは、「歴史・文

化」の重要性に対して、「国民生活における物的豊かさ

の実現→価値観の多様化・高次化→精神的豊かさへのニ

ーズ→アメニティやシビックデザイン、地域個性に対す

る意識の芽生え」という、短絡した説明で片づけてしま

う。物的豊かさは何故「歴史・文化」回帰のニーズを生

むのか、という本質的な考察が行われていないのである。

とりわけ、公共支出の削減が第一義となっている昨今の

政治環境において、「白書」は、「シビックデザイン≠

建設コスト削減」という図式の抱える矛盾とその解消策

に対して、何も答えてはいない。 

３.１ 温故知新：大脳における記憶と概念の形成 

(1)「個体発生」と「系統発生」 
まず「個体発生は系統発生をトレースする」という、

スイスの心理学者ピアジェ（1896-1980）が発生的認識

論において唱える言説を最初に提起しよう。個人が誕生

してから成長する過程と、人類が原始生物から数億年の

年月を経て進化してきた歴史との間には、相同性がある

ということだ。これは、現代の生物学や大脳生理学で証

明されている事実である。受精から細胞分裂、雌雄の決

定、神経細胞の生成、脳・脊髄の形成、最後に脳の神経

細胞（ニューロン）の結合とニューロンの樹状突起相互

をイオンが連結するシナプス結合で完成するその過程は、

まさに、人間の誕生と成長のプロセスであり、また、生

物進化のプロセスでもある。近年放映され話題を呼んだ

ＮＨＫ特集「脳と心」では、ＣＧによりこれらの過程を

分かり易く説明していたので覚えている方も多いだろう。 

(2)「大脳進化」 
1) 神経細胞（ニューロン）の結合 
さて、上に挙げた脳の神経細胞の結合は、霊長類の大

脳において特に発達しており、生物進化の最終段階とい

われている。人類においては、とりわけ前頭葉の肥大化

に顕著な特徴がある。この前頭葉の肥大は、人類が「概

念≒言葉」を発明し、これを使っていることの結果であ

り、かつ、「概念」の構築を可能ならしめている母胎で

あると言われている。大脳の神経細胞は、人類の場合、

母親の胎内から生まれ出てから三歳になるまでの過程で、

８割程度のニューロン結合が完成する。「三つ子の魂百

まで」の諺は、大脳生理学によって完璧に裏付けられる。

ただしこれは、コンピュータに例えれば、ハードウェア

の基板が完成するということを意味しているに過ぎない。 
2) 「記憶回路」の形成 
次にソフトウェアに視点を移そう。大脳生理学が明ら

かにした研究成果によれば、とりわけ高等哺乳類の行動

を条件付けているのは「記憶回路」である。生物は感覚

器官を通じて得た外部情報を、ニューロンを流れる電流

（厳密にはイオン）として大脳に取り入れる。ニューロ

ンに流れる電流のパタンが「回路」であり、「一つの情

報に対して一つのパタンが構築」される。このパタンが

大脳のある機能にフィードバックされたものが「意識」

である。このパタンは、パタン自体として保存されてお

り、これを「記憶」という。何度も同じパタンを構築す

る電流は、ニューロンの結びつき易さを促進する。つま

り同じ情報が繰り返しインプットされ、「意識」に立ち

のぼると「回路」が太くなっていく。これを「学習」と

いう。ワープロの学習機能と同じである。 
「記憶や学習」は脳を有する生物であれば全てに備わ

っている機能であるが、高等生物であればあるほど、ハ

ード（シナプス結合）が有機的に発達しており、これが

ソフト（記憶回路）の性能（記憶の多様性と複雑性）を

規定し、多様で複雑な思考と行動の様式を可能にしてい

る。ここに至る生物進化を「大脳進化」という。 

図－９ ニューロンのネットワーク 5) 

3) 「価値判断」 
なお、脳はよくコンピュータに例えられるが、比喩と

してはいささか稚拙である。脳に流れる電流は「１かゼ

ロ」に還元されない。「１」の電流は神経網が構築する

大脳の宇宙の中で、文字通りパタンを形成するし、さら

に、電流にもいくつもの種類があることが分かっている。

ニューロンを流れ、シナプスを結ぶイオンは「神経伝達

物質」または「脳内ホルモン」と呼ばれている。代表的

なものとして、アドレナリン、ドーパミン、エンドルフ

ィンなどが知られている。また、これ自体に「プラスや

マイナス」といった「価値判断」的な色彩が、あらかじ

め与えられていることも、次第に判明してきている。 
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4) 「意識」と「無意識」（参考） 
「大脳進化」は「系統発生＝生物進化」によるもので

あることに対し、「記憶回路」の形成は「個体発生」に

属する。個々人は成長するに伴い、環境世界の情報を感

覚・知覚器官を通じて脳にインプットし、自身の「記憶

回路」との「照応」を行う。ここで「プラス・マイナ

ス」「快・不快」などの「価値判断」を行う。価値判断

が可能なのは、たとえば快・不快の記憶と、感覚器官が

受け、脳が知覚した特定の反応とが結びついて保存され

ているからである。また、食欲・性欲などの「本能」は、

「欠乏＝不快／充足＝快」という「意識」になって知覚

されるが、体温や新陳代謝の恒常性や免疫機能などは、

オート化されており「意識」されない。これらは遺伝子

に刻印された「本能」であるが記憶回路を使わない「無

意識」の領域に属する。また、記憶回路は使うが「意

識」されない、心理学でいうところの「無意識」もある。 

(3)「概念進化」 
1) 「価値判断」＋「意味」＝「概念」の形成 
シナプス結合で作りだされた一個のパターンは、他の

パターンと結合して、「概念」を作り出す。「概念」と

は「価値判断」に「意味」が与えられたものに他ならな

い。換言すれば、大脳という空間に張りめぐらされた三

次元のニューロン・ネットワークに走る、電流の「方向

性」ということになろう。ベルクの言う「意味＝方向

性」である。なお、ニューロンの結合は「ツリー構造」

ではなく「リゾーム構造」を成している。平たく言えば

「一対多」ではなく「多対多」の関係性を持っていると

いうことだ。これにより電流の「短絡＝ショートカッ

ト」が、つまり「直感」が可能になる。そして、フィー

ドバックに凄まじい速度が与えられることになる。

（「直感」にはまた「無意識」が大きく作用している） 
「正・邪」「善・悪」「美・醜」などは、原初的な概

念である。これらは「プラス・マイナス」「快・不快」

という価値判断に一方向的な意味が与えられたものだ。

これらに対し「倫理」などの概念は、個人によって、あ

るいは社会によってその表す事柄が異なることから、意

味自体に複雑な方向性が与えられていることが分かる。 
大脳はコンピュータではなく、『複雑系』なのだ。 
2) 「概念進化」と「通態」 
個人の内側で形成された「概念」は、他者との直接

的・間接的コミュニケーションを図ることで、他の「概

念」と相互作用を起こす。こうして「概念進化」が起こ

る。「概念進化」は主体である自己の内部でも起こるし、

自己と他者との関係でも起こる。また、文字や電子情報

などのメディアを通じて、時空間を超越しても起こる。 
自己と他者あるいは主体と客体との間に起こる相互作

用、時空間の超越、といった状態はベルクの唱える「通

態」そのものである。「風土」や環境世界を「マクロコ

スモス」と表現するならば、大脳はまさに「意味＝志向

性」を生む小さな「風土」、つまり「ミクロコスモス」

なのである。（ここで「通態」の概念を再確認しておく。

「通態」は仏語 trajet の邦訳で、元々は、主体=sujet
と客体=objet とが、通じる=tra- 状態、という語義の名

詞である。なお、trajet はベルクによる造語である。） 

(4)大脳生理学にみる「歴史＝時間軸」の位置づけ 
1) 通態によりつくり出される「記憶回路」 
以上から、人間の行動・思惟は「記憶回路」と「概念

進化」に規定されていることが分かるであろう。「記憶

回路」をつくり出すのは、主体の知覚と環境世界から発

信される情報との「相互作用＝通態」であり、また、こ

の通態は、自己と他者とを、あるいは、過去・現在・未

来という時間を（人は記憶回路との照応により未来の行

動方針を立てる）、そして、意識と無意識とを結ぶ。 
2) 通態の時間的累積成果：「概念進化」 
これら様々な次元における通態の累積に対し、時間軸

を導入して定義したものが「概念進化」に他ならない。 
慣習的にみて、個人という主体にとっての時間の蓄積

は「経験」、ある集団という主体に共有された時間の蓄

積は「歴史」と呼ばれているが、通態という概念装置が

個人と主体との垣根を無効にしている以上、両者の区別

は大脳生理学上、さしたる意味を持たない。重要なこと

は、断片的な「知覚」を「記憶回路」にならしめ、さら

には「概念」を形成せしめているファクターが「時間」

というものであるという事実である。 
3) 「歴史」の重要性と意義 
「近代を超克する」という本稿の主題に戻ってみよう。

近代を超える「新しい意識」は「概念進化」によってし

か生み出し得ない。そして「概念進化」とは、個体の記

憶（＝経験）であれ、集団の記憶（＝歴史）であれ、大

脳の中で実存と過去との照応、すなわち「主体と客体の

溶け合う現在の環境世界」と「過去」との照応を経て、

「止揚」されていく成果であり、そのプロセスなのだ。

ここに「歴史を学ぶ」重要性がクローズアップされる。 
これは私たちコンサルタント全員に与えられた課題で

ある。私たちは「実存と歴史との弁証法」により、現況

打破のための「最適適合解」を探さなければならない。 

３.２ 時空間に跨る『風土性』の表象：｢歴史･文化」 
ここでは、前節に引き続いて、「歴史・文化」という

テーマに対して、Ａ・ベルクの唱える『風土論』からそ

の主要な概念などを引用しつつ、論考を行うこととする。 

(1)『風土論』の概念装置の再整理 
はじめに『風土論』の概念装置を、表－４～６に示す。

ベルクの理論では、「歴史性」が「時代性」と区別され

た上で明確に定義されている点に着目する必要がある。

（翻訳の限界が語彙の適切な定義を困難にしている） 
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また、「文化」の定義は、表－６より自明と考えられ

るので、ここでは「歴史性」のみを検討の対象とする。 

表－４ 『風土論』の概念装置－１ 5) 
純粋時間 環境世界 純粋空間 

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 
意味を捨象 
物理的感覚 
線的方向性 

意味＝表徴 
知覚＝感覚 

方向性＝時空的傾向 

意味を捨象 
物理的感覚 
など方性 

表－５ 『風土論』の概念装置－２ 5) 
 形而上学≒近代的世界観  

客 体 主 体 客 体 
従 属 卓 越 従 属 

 現象学≒風土論的世界観  
 主 体 ＝ sujet  
 通 態  ＝ trajet  
 客 体  ＝ objet  

表－６ 『風土論』の概念装置－３ 5) 
風 土 ある社会と、空間および自然との関係 
風 土 ある社会と、それを取り巻く環境との間の、

物質＆非物質的な様々な相互作用の総体 
風土性 ある風土のおもむき（意味＝感覚＝方向性） 
風土性 ある社会が持つ、周囲の空間及び自然との関

係の、同時に意味・表徴、知覚・感覚、方向

性・時空的傾向であるもの 
時代性  époqualité 

一回限り 
個別的 

ある社会が持つ、周囲の時間及

び自然との関係の、同時に意

味・表徴、知覚・感覚、方向

性・時空的傾向であるもの 
歴史性  
または 
歴 史 

historicité 
繰り返し 
普遍的 

時代性の概念を、均質化・普遍

化したもの 
時代性を事後的に説明したもの 

文 化 社会生活の様々な次元から成る複雑な総体

（風土＝環境世界）に、ある種の統一性を与

え、ある種の意味付けと方向付けを行うもの 
風 景 環境の客観的形態ではなく、歴史の中で事物

と人間との眼差しとの間に作り上げられてい

くひとつの関係／ある風土の感覚的な表現 
生態象徴 私たちに風土を知覚させるもの。感覚（物理

的世界－肉体との関係）と表象（社会・文化

－精神との関係）の、二次元から構成される 

(2)「風土」における「歴史」の位置づけ 
1) 「風土性」が持つ二重の「時代性」 
「風土性」はそれ自体の論理（通態化）によって変遷

する。しかし、ある要素の変化の機械的な結果として一

方向的に変わるのではない。たとえば、気候の変化と文

明の進化との間に直接的な因果関係を措定することを

「決定論」という。ところが現実の「風土」においては、

主体である人間に固有の「選択可能性」というファクタ

ーが、このような関係を著しく「複雑な」ものにしてい

る。同じ気象現象に対し、異なる文化に属する社会は異

なる仕方で対応するということが一方にあり、他方では、

人類は絶えず技術的・政治的な解決方策を創り出し、そ

のたびにこれが新たな問題を引き起こす。 
たとえば、都市内河川の氾濫という気象現象に対し、

剃刀堤防という治水方策を採用すると、伝統的な景観や

生態系の破壊が生じ、アメニティの悪化が都心居住の敬

遠といった問題を誘発する、ということである。 
社会の変化は物理的環境に影響を与え、同時に、環境

の変化も社会に影響を与える。ここに、「物理的環境」

というものの見方と「風土」というものの見方の違いが、

「環境決定論」と『風土論』との根本的な違いがある。 
つまり「風土」はこうしたフィードバック（≒通態）

を、自らの構成要素として内在しているのだ。この通態

は、次のように換言できる。①社会は自らを取り巻く環

境を、その社会が環境に施した整備に応じて「解釈」し、

②また、その社会が環境に与えた解釈に応じて「整備」

する。①を「風土」の「主観的意味作用」、②を「風

土」の「客観的方向性」という。そして「風土」の持つ

こうした二側面は、ともに時間軸に沿って変遷・進化す

る。これをまとめると表－７のようになる。 

表－７ 「風土」の持つ二つの側面 
①「風土」の 
 主観的側面 

その「風土」に住んでいる人たちに主観

的に感じ取られ、解釈される 
②「風土」の 
 客観的側面 

風景、都市の外観、土地利用などといっ

た具体的な現象として自らを表現する 
 主観的側面 
 の進化 

人々が風景を主観的に感じたり解釈した

りする仕方が変化する 
 客観的側面 
 の進化 

客観的・物理的な土地利用や都市整備の

仕方が変化する 

「風土」においては、①と②との間には「解釈」を媒

介にした通態がある。主体としての人間は、感覚器官を

通して得た環境世界の情報（外部からもたらされる感

覚・知覚）を、大脳の中に送り込み、神経細胞のシナプ

ス結合が紡ぎだす記憶のパタン（脳内伝達物質が通る神

経回路のパタン）と照応した後、知覚に意味づけを行い

「世界を構成」する。このプロセスは前節において大脳

生理学の観点から見た通りである。個々人のこうした

「眼差し」のプロセスが、ある社会で共有される（「共

同主観」という）と、そこに一定の「おもむき」が顕れ、

「風土性」が構成される。 
「風土性」は、主体と環境世界との通態を内在してい

る。また、こうした通態が変遷・進化するという点を併

せて考慮すると、「風土性」は「時代性」を内在しつつ

「時代性」を形づくることになる。つまり「風土性」は、

二重の意味で「歴史」という概念と密接な関係にある。 
社会総体において、こうした通態が切れたとき、そこ

に顕れるのは近代特有の「開発の論理」である。ここに

は、開発が「風土」に与えた影響を内省することなく、

一方向的にさらなる開発を進めるという、短絡がある。 
一方、現実とは、ある「風土」の中で社会とそれを取

り巻く環境、人々と事物、主体と客体が、この「風土」

にのみ固有の、ある「おもむき」に従って相互に構成し
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合ってきた長い歴史の、ある時点での結果に他ならない。 
従って、私たちが生きる健全な「風土」を取り戻すに

は、「時代性」や歴史への配慮が必要ということになる。 
2) 「脱＝世界化」の代償：「歴史的記念物」 
ハイデッガーは、表－１において中央部「環境世界」

から両翼「純粋時空間」への移行を「脱＝世界化」と定

義する。世界の諸処の個別的な場所が、一つの「純粋空

間」になり、時代性 époqualité の一回限りの時間が歴

史科学の「普遍時間」つまり歴史性 historicité になる。 
近年、建設省や文部省が様々な事業制度としてとりあ

げている「歴史的記念物」（歴史的街並み、伝統的建造

物群、史跡・遺跡など）は、近代になってから西欧に登

場した概念であり、均質・線的で普遍的な歴史科学の時

間を前提としている。過去の構造物などを保全する場合

には、たとえば建造物の形が、見る影を失っていても、

その材質が同一であれば、歴史的意義を持ちうる。記念

物としての性格が、形態ではなく物質に宿るとされてい

るからであり、観光資源として活用されるとはいえ、

「現代」という時間から隔離されて凍結的に保全される。 
この傾向は、とりわけ、時間が線的で累積的なものと

考える西欧において強い。この意味で「歴史的記念物」

は「脱＝世界化」の落とし子といえる。つまり「客体」

として環境世界から切り離され、元々の世界性から分離

したものだ。しかし、ここには近代社会が抱えた内的な

矛盾がある。というのは、元々「歴史的記念物」とは

「現在と過去とを同一化するためのもの」であり、「歴

史への位置づけの明確化によって、社会が自らのアイデ

ンティティを確認するためのもの」であるからだ。 
「脱＝世界化」のプロセス、つまり「近代化」の過程

そのものが、環境世界の「風土性」と「時代性」をスポ

イルし、人間の実存が「風土」へと同一化することを否

定しながら、その反動として社会の内部に、安定した

「歴史性」への同一化欲求を生み出したのだ。近代社会

は、自らがスポイルした「風土性・時代性」の代償とし

て「歴史的記念物」を発明し、建築物、街区や風景など

をも、その対象として保護するようになった。 
「近代」は自らが壊したものを、環境を記念物化しな

がら自分なりの仕方で修復しているのだ。これは、「風

土性・時代性」は本来安定的であり、通態によってしか

変遷しないという性格から考えると、必然といえよう。 

(3)「風土」を知覚する徴（しるし） 
1) 「生態象徴」 
人は「風土」を、「感覚と表象」という二つの組み合

わせを用いて知覚する。「感覚」は物理的世界と私たち

主体の肉体との間に存在する関係であり「生態的」なも

のである。一方、「表象」は私たちが属する社会構成や

文化と私たち主体の精神（個人的であれ共同的であれ）

との間に存在する関係であり「象徴的」なものである。

「風土」を知覚するこうした徴を「生態象徴」と呼ぶ。 
2) 「風土」の感覚的表現としての「風景」 
「風景」はある「風土」の感覚的な表現、つまり、環

境が持つ客観的形態ではなく、歴史の中で事物と人間と

の「眼差し」との間に作り上げられていく一つの関係だ。 
私たちが「風景」を知覚するというのは、このような

相互作用の産物である。「風景」は客観的な物理的環境

でもなければ、主観的な幻影でもない。「風景」は通態

的で、環境の法則よりも「風土性」に依存しているのだ。 
また、「風景」は「生態象徴」の分かり易い事例であ

る。環境世界に対する私たちの投影は、特に私たちの文

化に依存し、環境は「風景」として私たちの前に現れる。

このことは「風景 paysage」という語彙の誕生経緯を見

れば分かる。「風景」はルネッサンス期のフランドルで

はじめて発明され、16世紀にようやくフランス語に入

った。田園や自然といった環境はずっと以前から現存し

ていたのだが、実物の「風景」を「鑑賞評価する」とい

う「眼差し（≒愛でるという行動様式）」が生まれたの

は、「都市」の富裕階級が田園環境に対して一定の表象

（たとえば文学、絵画、庭園など）を作り上げていたか

らである。つまりイメージとしての風景が、実物の「風

景」に先立つ。南仏の山を描いたことで知られる画家ポ

ール・セザンヌは、「南仏の農民はサント・ヴィクトワ

ール山を見ていなかった」と語った。 
3) 「空間に具現された時間」としての「風景」 
「時間」の概念を導入して表現すると、「風景」は、

「個別の歴史（時代性）の空間化という現象」というこ

とになる。こうした「風景」の時空間性は通態的である。

一方には環境に刻印された太古からの歴史があり、他方

には私たち自身の内に組み込まれた記憶があって、両者

が結びついているからだ。私たちのいる場所を取り巻く

「風景」は、「空間に具現された時間」なのである。 

(4)『風土論』からわかる「歴史」の意義 
ベルクは「歴史」の意義を以下のように述べる。 
1) 近代的建築・都市計画の隘路 
近代的建築・都市計画の運動の根本的誤りは、地域と

風景の具体的空間を、デカルト、ニュートンが近代的パ

ラダイムとして打ち立てたものを前提として、抽象的・

ユートピア的空間の普遍原則に従って変形しようとした

点にある。しかし、この抽象的なものは本来、私たちの

日常生活とは無縁である。ここに一つの根本的矛盾と不

可能性が存在する。人間的風土性の具体的地盤は、主体

とのあらゆる関係から解き放たれた客体世界の「純粋空

間」と同じ原理で作り上げることはできないのである。 
近代パラダイムの枠組みが作り上げた世界は大変巨大

な現実であるため、そのダイナミズムを人間の活動全体

に作用する新たなダイナミズムに置き換えるには、長い

時間がかかるであろう。また、「その１-1」で述べたよ
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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。 

うに、モダニズムは、建築においても都市計画において

も、首尾一貫した理論を備えていたが、ポストモダニズ

ムは未だに理論を持ち合わせていない。 
2) ｢風土性・時代性」を基礎とした現実世界の形成 
「脱・近代」にまず必要なのは、世界への新たな「眼

差し」が現れて、人間の活動の全領域をカヴァーするこ

とであろう。そして、現実の世界や「都市」を、私たち

が実際に生活している「風土」の「おもむき（意味＝方

向）」の成り立ちに固有の通態的原理に即して、私たち

を取り巻く環境世界の「風土性と時代性」の理解を基礎

として作り上げなければならない。これはハイデッガー

の基本的メッセージであり、デカルト的パラダイムに匹

敵する重要性がある。近代二元論の超克を意味するから

である。私たちの環境世界に意味を再び吹き込み、とり

わけ私たちの「都市」の「都市性」に再び動機付けをも

たらすことができるのは「生態象徴」に他ならない。 
3) 「脱・近代」の徴候 
しかしながら、世界に対する新たな「眼差し」が新た

な「おもむき」を持って構築され始めているのも事実だ。

ハイデッガーの哲学は主体と客体が相互作用を謳ってい

るし、19世紀前半に非ユークリッド幾何学が、20世紀

にゲーデルの諸定理が、「人間の理性が到達できるのは

相対的な確信のみである」ということを証明した。そし

て単に認識的次元だけでなく、私たちの世界の物質的な

現実、つまり「地球限界」という事実において、近代パ

ラダイムが行き止まりまで来てしまった。 
以来、西欧近代パラダイムは純粋な知識のレベルでは

覆され、もはや絶対ではなく相対の徴（しるし）の下に

新たな時代に突入している。 
タンスレイが「生態系 ecologie」の概念を創出し、和

辻が「風土」の概念を創出したのも同時代である。前者

は自然自体の領域における関係論的パラダイムであり、

後者は人と自然との間の関係論的パラダイムである。ま

た、広い意味でのアメニティ運動は人間活動のあらゆる

次元に関係する。エコロジーのような科学的認識の発展

だけでなく、美的な配慮を前提としているし、行動の制

御が必要とされるため、倫理にも関わる。こうして近代

性がバラバラにしようとしてきた「真・善・美」の各次

元が再び結ばれようとしている。 
4) 「都市や地域」整備に関する留意事項 
以上の考察を踏まえ、都市や地域を整備するにあたっ

て必要となる留意事項を、表－８に整理する。 
なお、（財）土木研究センター風土工学研究所所長の

竹林征三氏らにより「風土工学」の体系化が進んでおり、

ダムなどの土木構造物に対する実践的適用の事例がある。 
しかしながら本稿は「哲学」をその主題に置いており、

「方法論」に関する論考は、時期尚早であると判断し、

ここではその紹介は控えたい。興味のある方は、『風土

工学序説』－技報堂出版（1997年）を参照されたい。 

表－８ 都市・地域整備に関する留意事項 
①現代という断面だけで現実を見ると、本質を見落とす。

「風土性」は「時代性」と対であり、時間的経緯を評価軸

や検討の視点にとり入れなければならない。 
②「風土性」も「時代性」も、普遍的な時空間に一般化でき

ない固有の性格を持っている。従ってある場所で使える整

備手法が、他の場所で使えるわけではない。 
③「風土性」が常に発展してゆくものである以上、「風土

性」の筋道を維持することは、やむことない創造的態度を

前提とする。したがって、かつてその地に存在した諸形態

を、単に昔のままに再現することは、場所のおもむき（意

味＝方向性）を疲弊させ、現環境との間に軋轢を起こす。 
④人がその環境に対してどのような意味づけ・解釈を行って

きたか、という観点を捨象して、自然環境や都市形態の歴

史分析を行うだけでは、「風土性」の認識を誤る。 
⑤「風土性」進化の方向で整備を行うためには、場所の「お

もむき」とプランナーの趣意とを調和させなければならな

い。このためには近代化によって埋もれてしまった、場所

の「生態象徴」を発見し、これを顕在化させるとともに、

現時点における場所の「おもむき」（例えば倫理や生態

系、社会的・経済的・技術的与条件）と調和させ、進化に

向けて「方向付け」なければならない。 
⑥整備の対象となる場所から感じ取れる「風景」の素になっ

ている要素を「時代性」を考慮して分析し、その「風土」

のモチーフを抽出しなければならない。そのモチーフを手

がかりに、整備対象の形態を決めなければならない。 

４. おわりに 

本シリーズ「その１-1 第５章」において、都市形成

の基本要因はマスタープランではなく、「自己組織化」

である、という仮説を提起した。この仮説に基づき、本

稿においては、中世においてボローニャがどのように、

「自己組織化」してきたか、について考察を行った。 
しかしながら、「その１-1 第５章」において明記し

たように、ギリシア、ローマ、中国、日本などにおける

古代都市の形成過程には、「自己組織化」以外の力学が

働いたことは事実である。この、都市形成の最大要因が

何であったかという論点については、私のように「自己

組織化」説に拠る立場と、政治権力・宗教権力・経済効

率などに帰着するという立場とがあり、学界などでも決

着がついていない。引き続き、追求を行う所存である。 
また、都市整備のあり方のヒントを『複雑系』に探る

試みは、回を改めて行うことを考えている。 
次回は、「都市の本質」「都市の意味」などを巡って、

さらに突っ込んだ考察を展開する予定である。 
 

主要な参考文献・サイト  
1)  Ｃ･ｱﾚｸﾞｻﾞﾝﾀﾞｰ著： パタン・ランゲージ、 鹿島出版会、1984 
2)  Ｃ･ｱﾚｸﾞｻﾞﾝﾀﾞｰ著： 時を超えた建設の道、 鹿島出版会、1993 
3)  ＳＤ ７１－７： ボローニャの実験、 鹿島出版会、1971 
4)  都市住宅 7607： イタリア都市 

歴史的街区の再生、 
鹿島出版会、1976 

5)  Ｒ･ｵｰﾝｽﾀｲﾝ、 
Ｒ･Ｆ･ﾄﾑｿﾝ著： 

脳ってすごい！、 草思社、1993 

6)  Ａ･ベルク著： 日本の風土性、 日本放送出版協会､

1995 
7)  Ａ･ベルク著： 都市のコスモロジー、 講談社、1993 
8)  Ａ･ベルク著： 日本の風景･西欧の景観、 講談社、1990 
9)  Ａ･ベルク著： 風土の日本、 筑摩書房、1992 

 

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




