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 ニューヨークには巨大な再生力がある。再生に向けた無数の企てがある。果敢な企てを実行し、さ

らに自分で調整する。これは内部から調整力を生み出す仕組みでもある。たとえば多くの死と隣り

合ったままでは、再生には余分な抑止がかかる。だが多くの死を忘れることもできない。ここに記憶

の工夫が必要となる。リセットと忘却は、実は同じことの両面である。だがこれらは簡単には両立は

しない。ただたんに忘れることとは異なる忘却が必要となる。事実市の中心部で、あれほど多くの死

者を出したはずである。それは気の重くなるような事実であり、深刻な思いに浸されるほどの出来事

であったはずである。にもかかわらずそれでもなお次の選択肢を見出していくのである。 

 内面化されてしまった物事は、もはや思い起こす必要もない。誰にとっても自分の歩行を思い起こ

すことはできず、日本語の発話を思い起こすこともできない。思い起こせるのは、ある時点のある場

所での歩行の像であり、日本語を話している像である。像の記憶とは異なる回路で記憶され、作動し

ている多くの記憶がある。これらはラリー・スクワイアーによって「非宣言記憶」と命名されたが、

そこには多くのモードがある。これらは認知科学の実験には容易には引っかからない。歩行している

とき、どの程度それが記憶に依存しているのかは判別できないからである。そのため逆に非宣言記憶

のような補集合の総称になってしまっている。この総称のもとにいったいどの程度の種類の働きがあ

るのか。行為のさなかにある事象やプロセスのさなかにある事象は、想起するさいに静止画像を思い

出すような仕組みにはならない。それはいったいどのように作動しているのか。これらはいまだ人間

が踏み込めないでいる課題の一つである。ニューヨークには記憶にかかわる多くの工夫と事例がある。 

 

 

１、追憶と再生 

 たとえば死を悼む。それはほとんどの場合、死をひきずることでもある。誰の死も、他によって置

き換えが効かない。置き換えが効かないということだけが、 後に残されたかけがえのなさでもある。

私の親族は、2013 年 10 月と 2014 年 5 月に相次いで亡くなった。それらの親族の一人は、抑鬱と統

合失調性の行動異常を繰り返し、いまなお立ち直れないでいる。そうした反復のなかでも、その親族

は病とは異なる回路を探り当てようとしている。精確には、ただひたすら必死である。だが一歩踏み

出すことができないでいる。そして知力の低下と増大する病弱さを「自分であること」の 後の拠り

キーワード：グラウンド・ゼロ、ハイライン・パーク、 

バイオスクリーヴ・ハウス 



東洋大学「エコ・フィロソフィ」研究 Vol.9 

178 

所にしようとさえしている。それはおそらく緩慢な死という人間的な誠実さの別名でもある。死に遭

遇するというような場面で、リセットという選択肢をもつことは容易ではない。 

死は、実は誰にとっても自分に起きることではない。生の延長上に死があるというのは、観察者の

言い分である。そこに倫理を含めた物語が出現する。生の先には死が待ち構えている。これがアリス

トテレスからハイデガーまで繰り返された「生の目的論」である。安らかな死のための禁欲と、所詮

死ぬのだから精一杯の欲望の充足を訴えることが、同じ一つの事柄の両面になる。欲望を極力抑える

という抑制と、どうせ死ぬのだから精一杯欲望のままに生きるという居直は、実は同じ勘違いの上に

成り立っている。こうしたヘレニズム思想の両極は、同じ地点にいきつく。安らかな死を願う、とい

うものである。終着点から割り当てられたやすらかさ。何か筋が違うのではないか。 

その手前に無数の断念がある。「見るべきほどのものは見つ」(平家物語)、「生きるも死ぬも一度限

り、すでに十分に生きたわ」（織田信長・本能寺）、「一期は夢よ、ただ狂え」（時宗）。これらはいずれ

も気持ちはわかるのだが、どこか気負い過ぎている。気負わなければ対面できないのが、死という現

実である。終わりという拠点から、生を、自己を、そして人間を意義付けようとしている。そしてこ

れこそが、人間の可能性の桎梏となる。 

 20 世紀の後半に、こうした人間の死にまつわる気負いを組み替えようという議論が、いくつも展

開された。ドゥルーズ、ガタリは、死に対して「器官なき身体」を提示している。身体はなにかに役

立とうとして存在するのではない。役立つものは、やがて役割を負える。機能的なものは、やがて機

能の低下を招く。そして身体の停止がやってくる。これは個々のプロセスを終わりから再編する伝統

的な議論である。これに対して器官なき身体は、何かに役立とうとはしていない。ただみずからを消

尽するだけである。終わりという目的に向かうのでもなく、終わりから割り当てられた現在の位置価

を全うしようとするのでもない。だが誰しも消尽した先が死である、と言いたい誘惑に駆られる。そ

れが観察者の気負いなのである。死はどのような意味でも自分にやってくるのではない。ドゥルーズ、

ガタリは、アリストテレスの目的論に、別建ての回路を設定しようとした。これによって少なくとも、

どのようにリセットを続けるかに、議論の力点を移動させることができる。自己組織化やオートポイ

エーシスが向かったのが、こうした議論である。 

 死に抗するもう一つの戦いは、アラカワ＋ギンズによって開始された。人間の思想を制約し、ヨー

ロッパ思想にことごとく色合いをあたえた「死」に対して、「私は死なない」と端的に宣言したので

ある。死を起点とする一切の議論を別様に転倒するための施政方針綱領が、「死なないために」であ

る。そして 2010 年 5 月にアラカワは死に、2014 年 1 月にマドリン・ギンズが亡くなった。人間の

可能性の一歩先を言い当て、可能性の拡張へと向かうためには、彼らには「死」という固有観念を断

ち切る必要があった。そこから数々の名言も生まれた。その一つが、「不可能故に、我信ず」である。 

この現代の「黙示録」は、深刻さや気負いとは無縁で、どこかコミカルで冗談めいている。アラカワ

は自殺は絶対に許容できないと語る。自殺しようとするものは、処刑にあたいするという。これはそ

れじたい手の込んだ冗談である。アラカワとギンズは、「深刻さとは軽薄なことだ」というゲーテに
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もニーチェにも見られる感性の贅肉のなさを共有していた。アラカワはいつも、「河本さんの文章は

軽い」と言っていた。この場合、人間が死ぬというのは、言ってみれば「気のせい」なのである。こ

うした軽さと笑いは、一方では免疫力を高めることに寄与し、他方では遊びが創造性につながる回路

となる。 

 3000 余名の死者の鎮魂と祈念のためには、力強くしかもソフィストケイトされた施設が望ましい。

深刻に過度に意味を帯びさせるのでもいなく、壮大な儀式でもなく、簡素でかつ際限なく奥行きのあ

る記念碑が望ましい。それが「グラウンド・ゼロ」である。どこまでも再生に向け、しかも方向を限

定しない自在さがある。それは人間の身の丈を超えた大地と水と深さから成る。そして可能な限りの

装飾を排する。嘆くのでもなく、忘れるのでもない。主張するのでもなく、黙して語らないのでもな

い。感情を抑止するのでもなく、大袈裟に叫びだすのでもない。叫ぶこと以外の何かを実行しなけれ

ば、その場に居続けることも難しい。 

何かを実行するように促す場所があり、その場に居合わせて想起することが、別の回路を見出すこ

とにつながるように場所を設定することができる。こうした想起こそリセットである。ここには想起

するさいに別様の現実に踏み出すことにつながるような工夫がある。特定の方向に誘導するのではな

い。皆に同じ感動をあたえるのでもない。ただ個々人がさらにそこで何か一歩踏み出すように促すの

である。それが簡素さのもつ奥行きとなる。どのような言葉も、次の言葉を引き出すためのステップ

であり、どのような行為も次の行為を生み出すためのステップである。何かが始まるためのステップ

として、場所を設定し、それ以上に何も制約しないこと、それこそ「ゼロ」であり、無限の奥行きで

ある。 

これは感情の活用の問題ではなく、自分自身への覚悟の決め方の問題でもない。ある場所で選択肢

を開く。より多くの選択肢が開けるように場所を設定すると、各人はそこで想起をつうじてみずから

であることと、次の一歩へと向けた選択におのずと直面することになる。 

 



東洋大学「エコ・フィロソフィ」研究 Vol.9 

180 

ハイライン・パーク（ウエストサイド 10 番通り）は、かつて 2 階を走っていた貨物鉄道網を、そ

のまま公園として作り変えたものである。すでに不要となった異物・廃物を作り変えて公園としたの

である。不思議な情感と爽快感がある。歴史的経緯は、マンハッタンのロウアー・ウエストサイドに

ある多数の会社と倉庫の間を貨物運搬するために 1929 年に高架線路として設定されたものである。

やがて物流の形態はトラック輸送が主力となり、1960 年には一部が壊され、1980 年までには貨物列

車輸送は、廃止されている。こうして鉄道線路網だけが、異物となり、多くの場合景観を損なうだけ

のゴミになりかかっていた。それを 2002 年から NPO フレンズ・ハイラインが都市設計に組み込む

ような活動を行い、2006 年に着工されて、長距離の高架公園となった。 

2 階を歩道として活用するだけで、都市や建築物の景観は一変する。たとえば大学の校舎間の移動

は、すべて建物の間の 2 階の歩道になっていれば、キャンパス風景は変わってしまう。筑波大学と仙

台の東北福祉大で一部実現されているが、景観が 2 階とそこでの歩行という位置から構成されてく

る。地面は一般に静止のための場所である。建物は静止という位置から配置をあたえられている。と

ころが 2 階は、もともと移動のための場所である。もちろん移動の途中に休む場所も設定されている

が、基本的には移動という動作によって、また移動という動作をつうじて成立するように作られてい

る。この作り変えの構想力は、都市建設に別の選択肢を提示している。静止とは異なる機能性で成立

する建築物である。 

 

 また 2 階という高さを移動することには、独特の情感がともなっている。2 階という高さは、3 階

以上や屋上からの景観とは異なる。2 階は、鳥瞰的な図柄をあたえる高さではない。全貌を見渡すよ

うな見晴らしをあたえるものではないのである。つまり 2 階は、上でもなく下でもなく、それじたい

が一つの宙吊りである。宙吊りの空間は、基礎にも頂点にも回収されることはなく、固有の視野と速

度感をもつ。それらは歩行速度とともに過ぎ行くものであり、ゆったりとした時間のなかで歩行速度

に応じて、過ぎ行く速度を変える景観である。この速度感に釣り合うように、木、低木、植物を配置

している。この公園での自転車、バイク、スケートボードは禁止されている。 
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 過去の経済的インフラを、時に応じ、老朽化に応じて、散歩のための公共の施設に代えていく。別

様の働きとして再生していくのである。以前の貨物線路の痕跡を残しながら、それを公園の構造部材

の一部として活用する。ここにもリセットの仕組みがあり、それはニューヨークシティの雰囲気とも

なっている。ゴミゴミとした、どちらかと言えば美しくはない市である。少なくともオシャレな街並

みではない。ただしプロセスとしてのリセットの仕組みを到る所に組み込み、あらゆる場所でそれら

を作動させ続けている。 

 

 

２、アラカワという出来事―――思い出の一歩先 

 アラカワは、20 世紀後半で見れば、世界で 10 本の指に入るほどのアーティストである。建築家と

して見ても、10 本の指に入るほどの革命的な建築家である。彼自身が一つの出来事であり、事件であ

る。それでもアメリカでやっていくことはほんとうに大変である。よほど実力と才能がない限り、一

発屋で終わってしまう。アラカワとギンズがある州で文化講演会を行ったとき、聴衆の一人が勝手に

壇上に上がり、パワポで映像を示して、人間の身体が穴だらけであることを示すようなものを提示し

たことがある。人間の身体を二万倍程度に拡大すれば、穴だらけに見える。裸眼ではそれが見えない

だけである。 

透明なコップに入れた水は穴だらけである。そのため水をとおして、水の向こうが見える。ところ

が水の穴は裸眼では見えはしない。これと同じで、身体も見えなくても穴だらけだというような映像

を、他人の講演会の 中に壇上に上がり提示した人物がいたらしい。このときの映像が会場全体に大

騒ぎを引き起こし、アラカワ・ギンズの講演会は、ほとんど中止に近くなったという。こんなことが

起こる国である。アメリカの講演会では、毎回エキサンティングで挑発的なことを語り続けなければ

ならない。しかもどこかで根本的なことに触れていなければならない。そのためには毎日の日常生活

で、事件のような出来事に遭遇し続けなければならない。アラカワやギンズにとって、それは制作の

一コマに組み込まれた小さな刺激であったのかもしれない。 

エンパイヤステートビル近くのマンションの 20 階以上の階で、窓から飛び降り自殺を図った老婆

がいる。決意と覚悟のダイビングである。ところが強いビル風のためか、数階下の窓の開いた部屋に、

偶然吹き込まれてしまい、一命を取り留めたと言うべきか、死ぬことに失敗したと言うべきか、とも

かくもほとんど怪我もなく、数階下の他人の部屋に降りただけという事件が起きたことがあった。ア

ラカワはそのニュースを聞くと、ただちにその老婆に会いに行っている。このときには何を聞いても、

老婆はほとんど何も語らず、ただ黙っているだけだったという。 

ロサンゼルスのカルロス・カスタネダにも会いに行っている。例のシャーマニズムと哲学を合体さ

せたような教義を展開したチリ出身の宗教家である。1 週間ほどカスタネダの住所に訪ねつづけたと

いう。カスタネダは、ぼろぼろと泣くばかりで、ほとんど何も話さなかったという。 

アラカワがキリコに手紙を出して会いに行ったとき、キリコは世界中から植物性、動物性の油を集
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めてさまざまに混合し、「永遠に乾かない油」を作ろうとしていたという。どんな油でも数百年経て

ば乾く。そうなれば色合いが変わる。それを防ぐためには、乾かない油が必要となる。それをキリコ

は自分で作ろうとしていたようである。当時アラカワはキリコからまだ学べるものがあると考えてい

た。ほどなくキリコは亡くなるが、そのとき大型のトラックが数台やってきて、家のなかにあったも

のをすべて運び出したようである。バチカンからトラックが差し向けられたとのことである。人類の

財産として、バチカンが引き受けるのである。これがヨーロッパである。 

アラカワが帰国し日本に滞在している間に、私は何度もアラカワに会い、本当に多くのことを話した。

ほとんどが半蔵門にあるアークサイドホテルのラウンジで会ったのである。会えば 1 回平均 6，7 時

間話し続けていたと思う。東京荒川事務所の本間桃世社長に次ぐほど、私は多くの時間アラカワと過

ごし議論した。 

あるとき通路という仕組みがおかしいという話をしたことがある。歩行にともなう足音が後ろに流

れていく、という話をしたと思う。誰であれ、歩けば自分の足音は背後に遠ざかっていく。このこと

が過去と未来の間に動かしがたい区別を作り出してしまう。過去は背後に流れ去り、未来は前方から

やってくる、というのである。そうだとすれば、足音が、前方からやってくるような通路を作ること

ができるはずである。その通路では足音は前方からやってくる。こんな話をすると、アラカワは、い

つものように負けてたまるかという調子で、足音は歩行者の右から左に流れていくというような通路

にしようという話を持ち出してくる。歩行は前後という線型性を作り出す。この線型性こそ、世界を

狭くしてしまう。行為の結果がつねに因果関係として働き、そこに現実性を作り出してしまう。地球

の物理的現実では、多くの場合そうなるが、必ずしもそれがいつも起きるわけでもない。そこに別様

な現実性の選択肢を設定しようとしたのである。 

 長い付き合いのなかで、一度だけアラカワは、私と口をきかなくなったことがある。私が、「どの

ように細かく制御しても、制作者にとっても予想外のことが起きる場所がある」、ということを言い

始めた頃である。奈義の龍安寺では、行為に対して、神経系の形成速度が速いために、誰にとっても

本人にも分からない事態が起きるという主張をしたときである。アラカワには、このことは認めるこ

とはできない事であったようである。アラカワの作品は、徹底的に工夫し細かく計算して出来上がっ

ている。すべては計算のなかで示されたような効果をもつはずである。ところが奈義の龍安寺のよう

な場所では、神経系に関与する光や重力の効果で、神経系の可動域がどんどんと広がり、そこに半時

間、1 時間と佇むうちに身体の感覚さえ変わってしまう。子供たちは、そこで邪気なく遊びながら、

そうした可動域の拡張を行うことができる。つまり計算し想定された効果を超えて、そうした建築は

働き続け、何度もリセットを繰り返す。 

自己組織化では、こうした事態は当然のことに思える。しかし何故かアラカワはしばらくはそのこ

とを認めず、会っても眼も合わせず、会話もしなかった。ところが 3 か月ほど経ってから、ニュー

ヨークのアラカワから電話があり、私の言う通りのことが起きると認めたのである。何か筋の違うと

ころに引っかかって、アラカワは素直に認めることができない理由があったのである。 
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 アラカワは英語はうまいが、自分で英語の文章は書かなかった。マドリン・ギンズに話しかけ、議

論して話がまとまっていく。さらにそれを詩人のマドリン・ギンズがとても凝った文章に仕上げた。

つまり一読しても解読できないような文章を書いたのである。訳者がほとほと困り果てるような文章

になって、それが公開された。アラカワは、そのことの意義を説明しなかったが、言語を複数個組み

合わせるような文章が出来あがっていった。ギンズはフランス語の慣用句にそのまま英語の単語を置

き換えて描くような癖があった。 

そんな文章を日本語に訳すことは容易ではない。意味を理解して、意訳したのでは、元の文章の異

様なほどの雰囲気は消えてしまう。つまり謎解きをして意味を理解することは 初の第一歩である。

分かる形までは、ともかくも解読する。それをわかる日本語にしたのでは、元の文章の感触がほとん

ど伝わらない。そこで再度文章の中の個々の単語が日本語のどこかに痕跡が残るように、日本語に無

理をかけるのである。少々不自然であっても、その無理が原文の異様さを感触として伝えるように、

日本語を選んで訳文を作り出していく。そうやって翻訳したのが、『建築する身体』である。1 冊の本

だから、どのようにしても意味不明の箇所が残る。そこでマドリン・ギンズにメールで手紙を書き、

易しくリライトしてくれと頼みこんだ。おそらく 30 箇所程度は、リライトしてもらって、それをも

とに訳文を組み立てたのである。 

 アラカワとギンズでは、向かおうとしている企ては、ほとんど同じ方向に向いており、人間の能力

の拡張に向かっていることは間違いないところである。ただし基礎的な基盤として何を元にしながら

構想を進めていくかはかなり異なっていた。たとえばカオス理論に対しては、二人とも大賛成であっ

た。アラカワは生態心理学には比較的に寛大だった。ところがギンズは、オートポイエーシスを基礎

においていた。このことは 1996 年にアラカワとギンズが来日し、そのさいのリセプションでのギン

ズの講演からもわかる。この時期のギンズは、オートポイエーシスを連発していた。 

 アラカワは、よく細かな科学の動向について私に聞いた。人工生命は、どうして前に進まないのか

ということが話題になったことがある。人工生命は、コンピュータのディスプレイ上に示された物体

の運動であり、その物の仕草がどこか生命に似ているというものである。ただし空間がディスプレイ

という人工空間に限定されている。物は運動をつうじてみずからの空間を形成する。空間をどうする

かで、建築には膨大な可能性があった。 

 アラカワの周辺には、生態心理学に傾注している人たちが多くいて、アラカワにも議論を仕向けて

いたらしい。ギブソンの高弟たちが、生態心理学の陣営から次々と去っていくことをアラカワは不思

議な思いで見ていた時期があった。どうしてそうしたことが起きるのかと私に聞いた。生態心理学は、

知覚と環境情報との関連を問い、その知覚と運動との関連を問う心理学である。たとえば眼前に迫っ

てくる物体を知覚するとき、何を知覚するのかを実験的に問うのである。すると物体が自分に到達す

るまでの時間を知覚しているというのが、実験での解答となる。ギブソンの高弟の一人であるデー

ヴィット・リーが明らかにした仕事である。ところが迫ってくる物体に対して、それを避けることも、

手で受け止めることも、場合によっては顔面で受け止めることもできる。こうしたことができるため
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には、身体のもつ選択肢に見合うような時間と空間との変換関係が成立していなければならない。そ

うでなければ避けることさえ難しくなる。 

実験的な研究は、指標の取り出しを前提としている。指標の取出しは、知覚の本性でもある。そこ

に生態心理学研究の基本があった。知覚とは、そのなかに直観的な指標の取出しを含むプロセスであ

る。ところがその指標のなかでの情報に基づいて、行動が行われると生態心理学者は考えて行った。

それによって指標があらかじめ前提のように扱われることになった。実験科学ではしばしば起こるこ

とである。 

 ニューヨークシティ北部のイーストハンプトンという避暑地に、「バイオスクリーヴハウス」があ

る。今回はそれを視察した。片道約 3 時間の道程である。バイオスクリーヴハウスの作りは大きいが、

基本的な構想は三鷹の天命反転住宅と同じであり、実際の建築の手続きは、マドリン・ギンズが陣頭

指揮を執った。その時期、アラカワは三鷹ロフトの建築にかかりっきりだった。このバイオスクリー

ズハウスには、三鷹ロフトで経験できるような細かさがない。建築途上の資金の流入の変更もあった。

建築ではしばしば起きることであり、思うようにできなかった建築である。途中で施工主も変わって

いる。それでも天命反転系の建築である。それ以上に実際に建築を行う業者の問題もあった。避暑地

のイーストハンプトンの数名の地元の業者が行ったようである。おそらくその業者にとっては、無理

な注文が課されている、と受け取るタイプのものである。つまりやっとやっと注文に応えたという建

築物である。 

 天命反転系の住宅は、そこにいるだけで何かの行為を誘発するように作られている。鉄柱があれば、

おのずとそれに登ってみたくなる。同行した稲垣諭さんは、すぐに登りはじめ、天井にタッチすると

降りてきた。何度か登っている間に、どんどんとうまくなって行き、力を籠めるところと抜くところ

のはっきりとした区分が動作のなかに出現し始めた。こんなときにも立て続けに実行しようとしない

で、次の機会まで間をおくのである。これが記憶による形成力であり、次の機会には身体はおのずと

リセットされている。このリセットと再組織化の働きを活性化する仕組みが、天命反転住宅の要であ

り、それが何によってもたらされているかは、経験科学的にははっきりしない。 
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 歴代の革命的な建築家には、設計図が残るだけの人が多い。実際に作るところまでは行かないので

ある。資金の出し手が見つからない場合もある。それ以上にそれを作るだけの建築の技術水準に到っ

ていない場合も多い。イーストハンプトンのバイオスクリーヴハウスと三鷹ロフトとの 大の違いは、

三鷹ロフトには球形の部屋があることである。球形の部屋は、多くの建築技術がなければ、作り出す

ことさえ難しい。竹中工務店のような世界 高水準の技術をもつ建設会社でなければ、できない部分

が多い。養老天命反転地でも奈義の龍安寺でも三鷹ロフトでも、球の活用が天命反転系の建築の 大

の特徴であるが、実際には簡単に作れないのである。球の小部屋を作ると壁が一定の厚さになるため

に、たとえば入り口の切り込みにおのずと傾斜ができる。この傾斜は球面の一部であるのだから湾曲

していなければならず、しかも正面から見て直線でなければならない。この球と直線の変換関係を含

むのが、球形の部屋である。これが現在自閉症の治療に活用されている。 

 設計から建築物の実現に到る間に、別のプログラムが作動

しなければならない。たとえどのような構想で設計図や見取

り図を描こうとも、物理的な建築として作り上げていくため

には、そこに職人の集団が関与する。アラカワは、職人は自

分のやりたいことしかせず、アラカワ自身が実際にやってみ

せても、「はい分かりました」と言って、いっさい従わず、

それまでと同様に自分のやりたいことしか行わないらしい。 

職人は、不思議な人種だとアラカワは面白がった。その職

人が、自分たちで面白がり、設計図以上の設計を実現したの

が、三鷹ロフトである。設計図が直接実現することはない。

そこには翻訳規則のようなものはない。現実の物理的形態は、

身体とともに職人たちが作り出すのである。その間をつなぐ

人物がいる。現場監督である。現場監督の指示に従って職人が動くこともない。現場監督の仕事は、

プロデューサーに似ている。プロデューサーの仕事は、職人たちの動きを作り出し、 大限に能力を

発揮させることであり、大枠での制限と各部分作業の自由度を作り出すことである。 

 教員や治療者の作業にも、プロデューサーの部分がある。相手の経験の動きを作り出し、相手の経

験がもっとも動きやすい所に誘導し、そのことをつうじて経験の自由度を獲得したり、経験の境界を

変えたり、経験の制御の仕方を本人が修得するように促すのである。シラバスに合わせて、知識を習

得させることは、実は教育でもなんでもない。たとえば「瞬間」という事態は、どのように経験すれ

ばよいのか。瞬間には幅がある。瞬間は、それを指定したときすでに過ぎ去っている。こんなふうに

言葉で押さえて行ったのでは、言葉の意味解釈になってしまう。むしろたとえば戯曲のなかの変化の

場面を経験させた方が良い。たとえばあまりその日うまくいかずがっくりとした気持ちで新宿の裏通

りを歩いていると、小雨の中をその日満足にエサを得ることのできなかった痩せた犬が前方から歩い

てくる。こんなときにあんな犬に会うのかと少し距離を取ると、犬も道路の端に身を寄せようとして
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いる。そのときである。偶然、この犬と眼が合ってしまい、双方ともになにか気まずい思いを抱えて、

少し足早に歩きはじめる。こうした変化の出現する場面を瞬間の経験として取り出すことができれば、

「瞬間」の経験は動き始める。経験を動かさなければ、意味理解になってしまう。意味の理解ではな

く、経験の動きをつうじてそのプロセスを感じ取るのである。 

対人関係は基本的に相互理解から成り立つと思われている。ところが理解ではなく、相互の経験が

もっとも自在に動くように、互いが他の媒体になるような関係を形成することができる。こうした関

係が「カップリング」である。何故だかわからないが、ずっとうまく行為できるようになった、とい

うのがここでの成果である。こうした経験の動きを作り出す部分が、プロデューサーの仕事である。

そしてそれは教育にとっても治療にとってももっとも必要とされる部分である。 

 ニューヨーク市街地の衣料品店の階段に、ギンズが作っ

た建築物がある。実はこれは外見だけ天命反転系の住宅に

似せた見世物である。見世物でも悪いわけではないが、「行

為とともに変化する部分を含む」という必要条件が欠けて

いる。これでは知識としてだけ記憶されても、体験に通じ

る回路がない。そこを通過するたびに想起と踏み出しをつ

うじて経験がリセットされるのでなければ、ただの見世物

になってしまう。「そこでの行為がそのつどリセットされる

場所」が、「天命反転」の内実であり、必要条件である。も

ちろんバイオスクリーヴハウスに誘導するための市内イン

センティヴの提供でもよいのだが、少なくとも階段にはエ

スカレータに乗るよりもさらに面白く感じられる工夫が必

要である。階段は、建築の構造部材の一部であり、建築全体の強さを支えている。そこに工夫を導入

する。たとえば階段の三分の一は、凸凹でもよいのである。それにしてもアメリカの職人は不器用だ

と感じられる。 

アラカワの居住兼事務所は、5 階建てのビルである。そこには多くの作品が残されている。遺稿も

多い。管財人が押さえているために、現在まだ自由に使うことができない。壁に立てかけられている

作品では、クレーやキリコが晩年に取り組んだポリフォニー（多重性）のさらに一歩先を行く作品群

が構想されているようである。おそらく空間そのものを多重化させる試みである。世界はつねに多重

に重なっている。その多重性のなかで、さらには多重性の隙間で、あるいは多重性の交叉で、いった

いどのような経験が成り立つのか。こうした課題にいつか取り組みたいと思う。 

 

 

３、動く島 

サイエンス・バージェ（平底船）は、多くの教訓をあたえるものとなった。ある意味で、エコと称
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する企てが、何故貧相になり、多くの者たちを感動させるところまで行かないのかの理由を示す教材

でもある。かりに海上での生活が可能になれば、人工の島でのタイム・スパンの異なる生活圏を形成

することができる。しかしそれは、もっと大きな構想力で作り出されなければならないものである。 

 エコを標榜する施設には、共通の特徴がある。自然性に回帰することを訴えながら、不自然なほど

作為的なのである。ビルの屋上にイネやムギを植えたり、植物を育てることは、どこか取ってつけた

ような無理がある。アメリカのような広大な土地が余っているところも、日本のように茨城県全域ほ

どの耕作放棄地があるところも、土地が不足するからビルで穀物を植えるのではない。屋上の植物栽

培は、屋上の面積と光を活用しているだけである。 

エコの基本は、現にある自然条件や文化環境条件を 大限に活用する工夫のことである。エコはギ

リシャ語のオイコス（家）から由来し、エコ=ノモス（家の規則）が経済学となり、エコ=ロゴス（家

の論理）が 19 世紀の後半にヘッケルによって造語された。経済学も生態学も同じ意味だが、もっと

も無駄の少ない経済性に向かうようにするのでなければ、作為性が前に出てしまう。ヘッケル自身は、

結構な生物学者で、 も原初的な生命体を、ライプニッツのモナドから名前を取り「モネラ」と呼ん

だ。モネラからすべての生物の由来を導くような壮大な系統樹を組み立てた。ラマルク・タイプの進

化論を構想していたのである。そこから出された有名な定式化が、「個体発生は系統発生を繰り返す」

という提言である。このタイプの進化論は、生命の起源や発生の場面では、なお有用な面がある。 

 人工の島は魅力がある。その島が動くのであれば、「ひょっこりひょうたん島」である。滞在しよ

うと望めば、一生をそこで終わることもでき、場合によっては数か月、数週間滞在することもできる。

現在は、巨大クルーザーに乗り、数週間の船旅となる。これが信じられないほどの費用がかかる。現

状では、贅沢な試みである。中国富裕層でも簡単に実行できることではない。それをかりにごく低価

格で提供できるのであれば、現状の生活の選択肢を増やしていることになる。 

人や情報から離れる場所がなくなってしまったのが、現在の情報社会である。すべては情報でつな

がっている。ある意味で巨大な情報ネットワークで、むしろ選択肢が減ってしまってもいる。山に登っ

ても山間の温泉に行っても、携帯やスマホで連絡を取っている。情報を断ち切らなければ、固有の経

験に入っていくことは難しい。壁を作って引きこもれば、ただの「引きこもり」である。これでは何

も変わらない。引きこもっても、匿名のツイッターで、次々と現状が発信され報告される。島に移動

ししばし海洋上にでてしまう。5 キロも沖合に出れば、「進撃の巨人」もさすがに追いかけては来ない

だろう。 

ところでどうやって島で暮らすのだろう。クルージングであれば、必要なものを陸から運び込み、

大量の物資を備えて洋上に出る。これでは島の生活にはならない。自給自足の生活条件を整えるため

には相当の工夫が必要である。 

 陸上生命体の持続可能性を維持するためには、水と光と土（植物のための滋養）は欠くことができ

ない。水は雨から備給するだけでは足りていない。ところが海水は周囲に無数にある。海水からの水

蒸気を受け止める自然の装置が「陸」である。海水からの水蒸気が大量の熱を含み、大気上層で真水
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として液化するさいに、大気圏外に熱を放出する。これが地表の熱を大気圏外に運び、地表付近の温

度を一定にする仕組みである。島では真水の確保が第一の課題となる。海水から直接塩分を分離する

ことは容易ではない。すると 24 時間雨水が作られる装置が必要となる。太陽光を使って、恒常的に

結露する蒸留水ができるようにするのだろうか。 

 土は、植物の本体を支える基礎的部材でもあるが、それじたいはスポンジで置き換えても良い。す

ると問題は土に由来する植物にとっての栄養である。植物にとっての必要な肥料は、窒素、リン、カ

リウムである。これらを地上から運び込むのではなく、海水と海産物から取り入れなければならない。

海洋性の昆布から取り出すことができれば、陸生の植物を栽培できるが、相当に大きな規模の装置が

必要である。海洋は濃度を薄める装置であり、そのため自然浄化力の母体となってきた。これに対し

て、土は濃縮の装置である。植物性の炭水化物があれば、1 週間ほどで動物性のタンパク質は作るこ

とができる。 

 この平底船にもいくつか工夫はあった。水が上から落ちて、植物に注ぎ、植物のために活用された

水が下の水槽に落ち、そこでは下に溜められた水で金魚が飼ってあり、その水が循環的に再度上から

注ぐ仕組みになっている。しかしこれでは金魚に別建てで餌をやらなければならない。金魚が餌とし

て も必要とするのは、植物の死骸に由来する炭水化物であり、いくつかのアミノ酸である。また植

物にまとわりつく微生物由来の窒素化合物である。金魚の糞を再度植物に循環させるところは、物質

循環の基本形が実現されている。 

 一人の人間が、洋上で暮らすためにはどの程度の面積が必要なのかと思う。それによって 小限の

島の範囲（面積）が決まる。平底船を運営管理して説明してくれた人たちも、この船で暮らしてはお

らず、どこか近くの陸の上で暮らしているようである。現状では海岸付近の環境整備の一環として、

観光・教育付帯物の一つなのであろう。 

 海水と真水の分離は、生命体の進化にとって何を意味していたのだろう。細胞にとっての浸透圧が

大きく異なるために、両方で暮らせる動植物はごくわずかである。すると生態系の 初の境界は、海
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水と真水の分離であろう。内陸でもカスピ海のように海水ほどの濃度をもつ湖もある。陸上の条件は、

強い紫外線と体重の重さと気温の大きな変動と有り余るほどの酸素である。光の量が圧倒的であるた

めに、聴覚に代わり視覚が認知機能では優位を占めるようになった。浮力がないことによる体重の増

加は、個々の動作の多様性をもたらしたはずである。気温の変動は、多くの生活パターンを生み出す

ことになった。冬場はただ眠るだけという贅沢ともいえる生活のパターンも生じた。一般には変化の

規模も速度も激しい。多様化の条件が厳しいために、一挙に夥しいほどの激しい増殖と激滅を繰り返

すような環境条件である。発生で見れば、短期間に資源を一挙に使い尽くすような急速な個体増殖が

起き、またたくまにその地域を覆っては、その後ほぼ絶滅するというイメージである。陸上では生け

る化石は難しい。かつて名古屋万博で、マンモスの冷凍保存された一部が展示されたことがある。シ

ベリアはかつて草原であり、そこに多くのマンモスが生育していた。1 万 8 千年ほど前に、地表付近

の温度が約 10 度ほど上昇し、そのためシベリアあたりにも大量の雨が降り、冬場にそれが凍り分厚

い氷ができて、真夏でも融けなくなった。永久凍土とはごく 近の出来事である。そこに閉じ込めら

れたマンモスが化石化しないまま冷凍保存されていたというのが実情である。 

 海水と真水の接点(界面)は、複雑さの大きな環境であるため、通常では進化の宝庫のはずである。

複雑な環境ではより多くの適応の回路があり、そこにさまざまな適応の仕方が出現するはずである。

ところが海水と真水の落差はあまりにも大きく、ひとたびそこで出現したものでも、生命の維持のた

めにはおそらくそこから遠ざからなければならないほどである。この落差を埋めて海洋上で活用する

ことは容易ではない。 

 

 

４、ボストン 

ボストンは、アメリカで も古いと言われるほど古い町並みであり、教会と大学を中心に形成され

た文化都市である。どこかヨーロッパの都市に似ている。街の規模からすればフランクフルトと同規

模である。ここに MIT という世界有数の大学がある。ノーヴェル賞級科学者が多くいる。その水準

の科学者が自由に議論できる環境が形成されていれば、一般にアイディアも出やすくなる。建物にも

工夫がなされている。 

どこで人間はアイディアや霊感を得るのかはよくわからない。直観力の優れているものとそうでな

いもの、言葉で説明しなくてもわかるものと説明しなければわからないものの区別はすぐにできる。

言葉で説明しなければ分からないものは、言葉で説明しても分からない。実際には言葉で理解したこ

としか分からない。ここには言葉と理解の限界がある。 

 経験の限界辺りにある事象は、直感で捉えても外れることも多い。精神疾患や脳神経系の疾患につ

いては、繰り返しそうした外れ方をする。そのときそれをさっさと宙吊りにしておくほどの経験の軽

さ(自在さ)が必要となる。外れたアイディアを間違ったものだと考えないのである。とりあえず今す

ぐには役立たないアイディアだと、ペンディングにする。やがて思い起こせなくなるものは、もとも
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と接点のなかったアイディアである。それがひと時頭をよぎったのである。アイディアについては、

真/偽ではなく、想起を活用する。ペンディングにしたものも、何度も機会に応じて想起されるならば、

経験のどこかに接点がある。それがなければいずれ想起されなくなる。 

 写真は、MIT 集会場の 2 階外通路に置かれたオブ

ジェである。このオブジェを前にして、どのような

問いをもてばよいのか。「これは何であるか」という

問いは、このオブジェを知るという課題である。こ

の問いはこのオブジェに対して、豊かなかかわり方

なのだろうか。知るというかかわりは、実は 後の

末端の問いである。「これは何の役に立つのか」とい

う問いは、すぐに役立てようとする実用的な問いで

ある。有用に使えなければすぐに放棄するのでは、

現在の一時的実用性に制約されすぎている。つまり

時間的な辺境主義である。「これとどのように遊べ

ばよいか」という問いは、このオブジェとの遊びを

見つけなさいという問いなので、当面当惑しても開

かれたままであるような問いである。これらの問い

は、伝統的には、真、善、美と呼ばれたものである。

ここまでの問いでアリストテレスからカントまでを覆っている。 

 これ以外にもまだまだ問いは立てうるのである。たとえばこのオブジェの裏は何かと考えてみる。

「裏」とは他の物との関係で、相対的な位置価は同じで、その二つだけで比べれば正反対のような関

係である。アラカワが頻用した「対」の関係への問いである。あるいはこのオブジェそのものの「愛」

は何であるかを考えてみる。オブジェ(物体)と愛は、直接関係がない。またこのオブジェは愛をテー

マにして作られたものではない。だからむしろこのオブジェを前にして、このオブジェの「愛」を問

うのである。どこか笑えるような問いである。このオブジェの隠喩を取り出しなさいという問いであ

り、これはイメージの拡張にかかわっている。愛以外にも、この「オブジェの希望」「オブジェの夢」

「オブジェの戦い」「オブジェの陶酔」等々が考えられる。こうした問いの立て方は、二十世紀の構

造主義が編み出したものであり、レヴィ=ストロースやラカンでは頻繁に活用されている。 

これに対して、このオブジェはそれじたいで何になりうるかという問いを発することもできる。こ

れは自己組織化の問いであり、このオブジェをつねに途上に置く問いである。現にあるオブジェを前

にして、このオブジェがより豊かな現実になるプロセスへの問いなのである。つまりこれを足場にし

て、さらに次のオブジェをイメージしなさいという課題である。さらにこのオブジェを内面化するに

はどうするかという問いが成立する。進撃の巨人のようにこれを食べればよいのか。内面化とはそも

そもどうすることなのか。この問いにまで至れば、オートポイエーシスの段階に突入している。 
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こうした問いが次々と湧き上がるような施設や設備がこの建物の周辺や内部に配置されていた。世界

中から短期でも客員研究員になりたいという多くの希望が来ていて、その人たちを向い入れてさらに

リサーチ・ネットワークを拡張している。 

大学の付属の施設として、MIT ミュージアムがある。過去に活用した道具、器具、産物、製品の一

部を放棄するのではなく、歴史的経緯を示すものとして記憶にとどめ、多くの人に提供するのである。

これらは大学そのものの履歴でもある。個人に履歴書があるように大学にも履歴書があってよい。要

するにそれだけの実力があるということなのだろう。東京大学には、それに匹敵するようなミュージ

アムはない。ながらく全国すべての大学の予備費の 1 割の割り当てを使いながら、そうした大学の履

歴の公開に相当する設備が見当たらない。 

このミュージアムには、多くの教育効果をもつように作られ、観光用に展示されているものもある。

そのなかには回転運動をさまざまなモードの運動に転換するマシーン群があった。前後運動やしなり

の運動に転嫁する機械も作られていた。これらは現在ロボットの多くの関節をささえ、移動を支えて

いる。ロボットの場合、関節はモーターで動かすために、前後運動、上下運動のためにはいくつもの

運動のモードの変換が必要である。 
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East Coast Express 

 

KAWAMOTO Hideo 

 

New York is a city full of regenerative abilities. What is urgently important for the experiences 

toward the regeneration is a prediction, in which the environmental image for human being 

requires inspiring power. New York is unparallel for this inspiring power. The “Ground Zero” is 

filled with this inspiring power for restarting-up. The “Highline Park”, which is an elevated 

walkway transformed from the elevated train rail line, has been built based on unprecedented 

inspiring power. Such abilities as converting the existing artifacts to different creations to be 

leveraged are similar to “Bricolage”, which Claude Lévi-Strauss identified in undeveloped 

societies. It is one of my pleasures to re-invoke the abilities, which have not been used nowadays, 

when I am walking such a walkway. One of main purposes to visit New York is to see the 

posthumous work of the deceased Shusaku Arakawa. He had been drawing pictures until his fall 

of life and seems to have envisaged the conceptions to weave multiple spaces like Chirico as his 

final work. In Easthampton, a summer retreat, there is “Bioscleave House” designed by Arakawa. 

It is an architectural structure built by a local builder, which has no fineness as Reversible Destiny 

Lofts MITAKA. Even though, it contains various ideas. At the corner of MIT in Boston, there is a 

university architectural structure inspiring our imagination. The exterior of the structure is so 

exciting. It also works as the mechanism to create the gap between the concept and internal 

activities. 

 

Keywords：Ground Zero, Highline Park, Bioscleave House 

 


