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摩天楼の生態学（DP_PB110_SHINNO）

―レム・コールハース『錯乱のニューヨーク』読解の試み―

真野俊和

Ⅰ はじめに

本稿はニューヨークを拠点に活動する建築家、レム・コールハース Rem Koolhaas の『錯乱の

ニューヨーク Delirious New York』（1978）１を素材とし、そこに現れた論理形式もしくは思考形

式の読解を試みるものである。このように述べたところで、誤解をまねかないための若干の説明

が必要だろう。本稿の目的は決して建築家コールハースの紹介や、本書の内容理解や、さらには

コールハースの主張の当否を評価するということ等のいずれでもない。かれが『錯乱のニューヨ

ーク』という書物を書くにあたって素材とした建築物やそれを作った建築家たち、また舞台とな

ったマンハッタンという街、それらを書物のなかでどのように配置し論理的に結びつけていくか、

その思考の過程や方法を考察したいのである。理解という言葉を使うならば、レム・コールハー

スとはどのようにものごとを考えようとする人物なのか、ということに関する理解といえばよい。

著者レム・コールハースとこの書物について、簡単に説明しておこう。

レム・コールハースは、1944 年アムステルダムに生まれた。はじめシナリオ･ライターをめざ

したといわれるが、のち建築家に転じた。現在はニューヨークにある建築事務所 OMA：Office for
Metropolitan Architecture を拠点に建築家として活動している。しかし本稿にとってより重要なの

は、建築に関する精力的な著述家でもあるという点である。磯崎新は本書「解説」で、20 世紀

に書かれた〈建築〉にかかわる本でもっとも影響の大きかったのは、ル・コルビュジェの『建築

をめざして』（1923）であったが、いまでは本書がそんな位置に浮上したという（p.553）。その

あたりの建築界での評価をいまはこの文章のままに受け止めるしかないが、建築思想の領域では

それなりの普遍性と影響力をもった著作といってよいのであろう。

じつをいえば、本書はけっして読みやすいものではない。それはたんに筆者が建築にうといか

らばかりではない。独特かつ晦渋な修辞法と語彙群に満ち満ちているからである。おそらく日本

の学生がこうした修辞法を多用しようものなら、即座に指導教員から書き直しを命ぜられるだろ

う。その独特の文体に幻惑されて、一読で意味を受け取りづらいところが多々ある。しかしだか

らといって、コールハースの論法がきわめて奇妙であるとか了解しがたいものであるということ

には必ずしもならない。なぜなら過剰で沸騰するような本書の修辞法を注意深くとり除いていく

と、この議論は二つの方向で既知のもの――すでになされたことのある、ある学問的な議論と、

もう一つはこれから先になしうるであろう学問的議論――と接続している状況が見えてくるから

である。その一つとはダーウィンの『種の起源』などを典型とする進化論的な生態学、もう一つ

は城下町や宿場町など伝統的な集落を対象とする建築学的集落誌である２。

第一の視点にのっとりながら本書のテーマを簡潔に表してみるならば、マンハッタンという島

の上に展開された建築物の生態学、そのなかでとりわけ摩天楼という「種」がどのような経過を

たどって形成されたかという進化論の物語である。

Ⅱ コールハースによる物語 および若干の補足

最初にコールハース自身が提示した論理の枠組み、および物語の中心的なストーリーをまとめ

ておこう。まずはつぎのような修辞法満載の文章を注意深く読んでもらいたい。
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【引用 1】針と球はマンハッタンの形態的ヴォキャブラリーの両極端を構成し、その建築的選択

肢の両外縁を形作っている。

針はグリッド内に位置する最も薄く最も内容積の小さい構造物である。

それは最大限の物理的インパクトと極小の土地面積とを両立させる。つまるところ、それ

は内部を持たぬ建造物である。

球は数学的には最小の表面積で最大の容積を包含する形態である。それは、物や人、各種

の図像や象徴を何でもかんでも呑み込んでしまう無差別な収容力を持っている。（中略）

個々の独立した建築としてのマンハッタニズムの歴史は、その在り方こそ多種多様ではあ

るものの、結局のところはこのふたつの形態が演ずる弁証法の歴史である。つまり針は球

になろうと欲し、球はときに針になろうと試みるところから生まれる帰結なのである。―

―こうした相互的な啓発の結果、一連の見事な混成物が生まれるが、この混成物の中で、

人目を惹くと同時に立地上邪魔になりにくいという針の持つ魅力は、球の途方もない収容

力と肩を並べ競い合うことになるのである。（p.41）
【引用 2】マンハッタン建築を定義してきた二つのフォルムの極、すなわち球と針（p.454）

建築を語るための語彙目録は、このようにきわめてシンプルである。つまり面積、高さ、容積

の 3 点につきるといってよい。それにもう一つ、見た目というのを加えてもよい。コールハース

は「物理的インパクト」、とそれを表現していた。すべての建物はこの四つの条件を満たすため

に構想されなければならない。

ところでマンハッタンという都市はいっぽうで、「過密」を実現しなければならないという大

目標を設定されていた、とコールハースは言う。そのためさきの基本語彙群は、二つの厳しい制

約と二つの許容された様式のもとにおかれることとなった。制約とは「グリッドとブロック」お

よび「ゾーニング」、許容された様式とは「垂直分裂」と「ロボトミー」をさす。これらの概念

からコールハースいうところの「理論上のマンハッタン、論理的推論の産物としてのマンハッタ

ン」（p.12）が導き出されることになる。著者が描いた摩天楼出現のストーリーとは、概略つぎ

のようになるだろう。

①マンハッタンの全島は縦横に走る格子（＝グリッド）状の道路網で区画されている。このグリ

ッドはほぼ同じサイズをもっている。そして何よりも大事なのは、建物の占有面積はグリッ

ド 1 区画（＝ブロック）を上限とすることである。したがって建物がもしサイズを拡大させ

ようとするならば、上に向かって延びていくほかない。

②建物は与えられた面積の上に最大限の容積を実現しようとする。実現の仕方は上述したように、

針と球になぞらえられる。建物は上方に伸びる（針）ことで容積を獲得する（球）が、当然

多くの階に区分される。それら上下の階相互が関連をもつことは、必ずしも必要がない。そ

して多くの機能が集密する結果、建物全体の性格と外観との間にも関連を必要としない。さ

らにゾーニング法により高層ビルは尖塔という形状をとることになった。これが摩天楼であ

る。すなわち摩天楼とはマンハッタンの過密化を実現する建築物群であると同時に、個々の

それ自体が機能的に過密化された構築物なのである。

③球はもう一つの形態として実現される。それはホールである。ホールとはがらんどうの空間で

ある。つまり機能的過疎の極限である。球もまたこの街でいくつかの実現例をみた。
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要約がやや抽象にかたよったので、もう少し説明をつけくわえておこう。

【グリッドとブロック】

マンハッタンという都市の基本プランは、格子（グリッド）状に刻まれた道路網によって構成

されるところにある。この町では、南北の道路をアベニュー、東西の道路をストリートと呼んで

いるのはよく知られた事実だろう３。そしてブロックとは、このグリッドに四方を囲繞される一

つの区画をさす。古代中国や日本においてよく知られ、たとえば京都のようにその面影を濃厚に

残していることで今日なお身近に感じられているこの様式の都市プランに、コールハースは別の

角度から大きな関心を抱いた。それは王城としての権威や秩序のありかたとしてではなく、都市

としての発展をうながす基本プログラムとしてである。コールハースは言う。

グリッドは、なによりもまず、概念上の投機なのである。

中立的な見かけにもかかわらず、そこには島のための知的プログラムが内包されている。島

のトポグラフィーや既存の存在などには一向お構いなく、グリッドは現実に対する知的構成

の優位を要求する。（p.28）

「島」（マンハッタンは島である）という言葉を別にすれば、コールハースのこの言明は東洋

の王城都市にも共通すると受け取れよう。だがマンハッタンには朱雀門も羅城門も存在しない。

この都市は上下や東西の秩序と無関係であるから、南北をひっくりかえしてみても依然としてマ

ンハッタンであることにかわりはない４。すなわち「ブロックはどれも同じ」（p.29）なのである。

そして均質なブロック群のあちこちで、建築家たちは競い合うことになった。「マンハッタンは

グリッドという媒体を通して互いに競い合い、異なる寿命を持つエピソードのモザイク」

（p.30）となったのだと、コールハースは主張するのである。

ここでコールハースの思考を、あえてもう少しさかのぼってみたい。

一般に今日の都市はそれぞれ、都市計画法など一定の法令群にもとづく都市計画をもっている。

つまりその限りで、都市はけっして無意図・無秩序に形成されるものではない。ただそれら都市

諸法令が定めるものは、たとえば用途にもとづく区域区分の設定であったり、各区域における建

築物への規制であったり、あるいはそのための手続きであったりするところにとどまる。すなわ

ち都市法令そのものは、具体的な都市のデザインや思想にまで言及することはない。しかし都市

史に目をむけるならば、都市はしばしば都市群全体におよぶデザインの一貫性やデザインのため

の思想をもつことがまれではない。というより人類の歴史において、都市は村落とことなり、一

定の様式のもとに作成されることが少なくなかった。東洋の王城都市における碁盤の目状の都市

プランとか、広場を中心においたヨーロッパの城壁都市などは、そういった設計理念にしたがっ

ている。そしてコールハースは、マンハッタンのグリッドにもそのような理念を見出そうとした。

上記の引用にある「概念上の投機」だとか「現実に対する知的構成の優位」だとかいったレトリ

カルな表現は、そのような積極的視座の表明にほかならない。

ではコールハースはいったいグリッドから何を読み取ろうとしたのだろうか。それは「投機」

ということばに表現されているように、さまざまな方向での豊かな可能性、とりわけ社会上経済

上の利点である。しかもその利点はマンハッタン自身の成功によってはじめて可能になったとい

うよりは、グリッドの両義的な性格に内在していた。その両義性をコールハースは、つぎのよう

に三つのたたみかけるような言い回しによって表現した（傍点はいずれも引用者による）。

①中立的な見かけにもかかわらず、そこには島の知的プログラムが内包されている。
、、、、、、、 、、、、、
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（p.28）
②グリッドによって管理と脱管理の間に新しい均衡が確立され……（p.29）

、、 、、、

③この均衡の中で都市は秩序的でもありまた流動的でもある。（p.29）
、、、 、、、

どの二つをとってきても相互の区別を持たないグリッドというシステムは、反対に自分自身の

存在を主張するブロックを生み出す。コールハースはそのような特性について、「一つのブロッ

ク――建築の管理を受け得る最大のエリア――が、マンハッタンの都市的自我の最大単位となる
、、

のである）」（p.29, 傍点引用者）と語った。ここで私たちは「自我」という表現を見落としては

ならない。「自我」とは、よそ目にはさほど他との区別の明快でない自分という存在にたいして、

自分自身と自分以外のものとを厳格に区別したいという、「自分」の側からの主張にほかならな

いからである。つまり「自我」概念もまた両義的なのである。そしてグリッドという媒体をとお

してこの町はやがて、マンハッタニズムとコールハースが名づけたところの一種のイデオロギー

――それはもちろん王城都市のそれとも、城壁都市のそれとも異なっている――に到達し、やが

てそのイデオロギーは「過密」への対応となって結実することになるのである。

【ゾーニング】

おそらくブロックの長辺よりも長くなってしまう高層ビル群の高さは、谷間となった街路の日

照をいちじるしく阻害せざるをえなくなる。ゾーニング法とは 1916 年に公布された、その点を

打開するための規制法令である。つまりビルがある高さを越えた場合、建物は一定の角度をつけ

て敷地線からステップバックせよというのが、その主旨である。実際にその程度のステップバッ

クがどれほど効果的だったか疑問といわざるをえないが、コールハースはこの法律を「デザイン

プロジェクトでもある」（p.182）と位置づけた。つまりこの法律が不可避的にある種の建築デザ

インを生み出したという意味であるが、そこでたとえばヒュー･フェリスという建築デザイナー

などが「摩天楼理論家」としてとりあげられることになった。フェリスがモノクロームで描いた

摩天楼のドローイングは、現実のビルの細部デザインを捨象したきわめて抽象的な絵画であり、

それはマンハッタンを覆う一種独特の気分を表していたのかも知れない。

【ロボトミー】と【垂直分裂】

これら二つの言葉は、非統一性という点で共通項をもっている。前者は上下の階のあいだの非

統一性、後者は建物の内部と外部のあいだにある非統一性をさしている。

そもそも建築物は一般に、その目的や機能と外観との間にある種の調和や統一がとれているべ

きものであろう。とりわけ宗教施設がその筆頭であろうし、政治性をもった建物も時として同様

である。だがコールハースは、そのような統一性への指向を捨て去ったところにマンハッタンと

いう町が成立していると考えた。ロボトミーとは本来脳外科領域の医学用語だが、コールハース

は、マンハッタンの建築家たちが、いわば建築的ロボトミーつまり「前頭葉と脳の残りの部分の

つながりを外科的に切除し、感情と思考過程の分離によって何らかの精神の混乱を引き起こ」

（pp.168-169）すという意味合いにおいて、「容れものと内容の間の故意の断絶」という手法を

積極的に活用したとするのである。

また摩天楼という建物を対象にしたとき、建物を充填している内容物についての均質性や統一

性の如何といったことも問題にならざるをえない。数十階におよぶ建物にこのような均質性・統

一性を求めたとしたら、それは摩天楼の存立にとって大きな制約になるだろう。その制約をとり

はらってしまうという発想を、コールハースは「垂直分裂」とよんだのである。この垂直分裂と

エレベーターの発明は、摩天楼の出現にとって欠くべからざる必要条件であった。

そしてここにはもう一つ重要な事実がある。この島には統一的な都市計画がなかったというこ
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とである。多くの人間（建築家）――有能ではあるが、決して卓越した天才でなく、また他の建

物のあり方を一元的に支配する権限も持たない――が、それぞれ施工主の意向にしたがって、与

えられた土地に与えられた予算で、与えられた目的のために考案した建物群が共存するだけであ

る。与えられた条件にしたがって建物を設計し、そのなかで精一杯に自分なりの特色を出そうと

するだろう。わずかな差異を作りだし、それを強調することによって、自分は天才ではないかと

自分に対して高い評価を与え、次の仕事にむかって自分を奮い立たせていく。施工主は施工主で、

わがビルこそマンハッタンという町を変えていくほどの中心になるにちがいないと、自分の財力

と企画力に満足することだろう。

しかしそうした試みによって、マンハッタンの建物群はどこまで多様になっていくのだろうか。

すくなくとも摩天楼群に関していえば、個々の工夫や創造性は互いに相殺され、ある方向に収斂

していくように見える。尖塔のような形状をもつ摩天楼か、巨大な岩山のように映る摩天楼のユ

ニットかである。しかしマンハッタン全体としてみるならば、全域にわたって単調な風景がつら

なるようにはならなかった。摩天楼はビジネス、ホテル・レジデンスの機能にかぎってあらわれ、

その他のエンターテインメント施設や、ショッピングビルは高層をめざすようにはデザインされ

ない。またセントラル・パークのように広大な緑地帯――当然のことながら公園は地面にはりつ

いたままである――も作られた。つまりマンハッタンは異なるデザイン類型をもった建築物群に

よっておおまかな住み分けができたのである。

話を摩天楼にかぎってみれば、そのデザインはそこそこに個性（＝多様性）があり、それでも

なお全体としては一定の方向をむいている。尖塔というスタイルは、あまりに時代錯誤で趣味が

よいとはいいがたい。それは洗練にほど遠い形質である。美しさという点で、筆者はル・コルビ

ジェの建物とは雲泥の差という印象を受ける。あのサルバドール･ダリが簡単に呑み込まれてし

まったほどに俗悪だといってさえよいだろう５。しかしその俗悪さは、決してマンハッタンが都

市計画的に求めたものではなかったはずである。それは一人々々の設計者がそなえていた善意―

―過密への対応としての多機能化など――や美意識の集積にすぎなかったというべきであろう。

Ⅲ 修辞学

ここまではできるだけコールハースの叙述に即しつつも、筆者の言葉を付け加えることによっ

て再構成した、過密都市マンハッタンのストーリーである。そしてここからさきは、コールハー

スの思考法がどのように読めるのか、という解読の試みである。

手はじめに、冒頭でも触れた修辞法について簡単に触れておきたい。ここまでのいくつかの引

用から推察されるように、本書はおそらく多くの日本人がなじめないであろうほどに、過剰な修

辞法とともにある。過密なのはマンハッタンの建築群だけではないのだ。それは著者が青年期に

たたきこまれたであろうヨーロッパ的教養と、脚本家をめざしたこともあるというかれの経歴に

帰着するのかもしれない。しかしそれをたんなる文章上の好みとしてではなく、一つの必然性と

して理解してみることはできないだろうか。そのように発想してみると、建築と著作物とのあい

だは、つぎのように簡単な図式で結べることに気がつくであろう。

機能＝＝＝＝論旨

建築物 著作物

象徴＝＝＝＝修辞

永続的な建築物が、容れ物としての機能だけで成り立つことは一般にはない。だからこそ時
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代々々においてさまざまな様式の建築が生まれてきた。先述したように、とくに宗教的な建築物

の場合、そのような象徴性は著しい。さらには近代にあってさえ、ナチズムや共産主義などにお

いて、そのはげしいイデオロギー性がそれにみあう建築様式を生み出したことはよく知られてい

る。これらが特殊なケースだというならば、私たちのごくふつうの住宅建築に、家相だとか風水

だとかという象徴性のこめられる場面が珍しくないことを想起してみよう。だからたとえ装飾性

とか象徴性などの一切を排して作られているように見えた場合でも、それは「一切の装飾性・象

徴性を排したように見える」というデザイン上の意図をもっている、というべきなのである。い

わゆるモダニズム建築のことである。

いっぽうそれは文章の場合にもあてはまる。文章はどんな場合にも、何らかの伝えたい内容を

もっているはずだが、それは文体と無縁ではない。たとえば近代文学はみずからの文体を発見・

確立することによってはじめて近代の文学たりえたことは文学史の基本認識である。そして文体

とは修辞法の別名にほかならないことは、いまさら指摘するまでもない６。

学術的な文章においてもそれは同様である。それらは文学とは別の意味で強く伝えたい意味内

容をもっているが、その場合でも主張と文章作法（＝修辞法）とは区別できるものでないだろう。

今日のわたしたちは、ともすれば文章の主張と修辞とを別物と考えがちである。しかし日本にお

いてさえすこし時代をさかのぼれば、さまざまな修辞にあふれた文章を探し出すことはさほど難

しくない。こんにち一般的な学術的文章の側からの修辞法に対する強い反発は、学術的思考のモ

ダニズム化がもたらしたひとつの傾向にすぎないといえるのである。

ちなみに建築と言語とのアナロジーは、コールハース自身もたしかに認識していたはずである。

さきほどの表現【引用 1】を思い出してみよう。

針と球はマンハッタンの形態的ヴォキャブラリーの両極端を構成し……（傍点は引用者）
、、、、、、、、

前述したように、「針と球」の比喩はコールハースにとって最重要な意味をもっており、この

後もたびたび言及されることになる。そして針と球を建造物のたんなる見立てとするのではなく、

「ヴォキャブラリー」というまさに言語上の概念で捉えるのである。こうして、すくなくともコ

ールハースの内部で、建築や建築物について語ることと建築物の図面を引くこととは、本質的な

ところでつながっていたと解すべきだということがわかる。

Ⅳ 生態学としての物語

マンハッタンで観察された第Ⅱ節のような事態は、自然界で生物たちが作り上げている事態と

非常によく符合するように思える。種それぞれ、あるいは個体それぞれの形質をデザインしよう

とする誰かがいるわけでなく、仮にいたとしてもそれぞれが自らの形質をめざして変化していこ

うという意思も方法もないのに、集団は一定の方向を向いてゆく。なぜそのようになるのかとい

うことについて、俗流進化論的説明を参照するならば、個体のそれぞれがたとえば首を長く伸ば

そうとか夜行性になろうとかといったレベルで意思をもち、ついには種全体がそのような形質を

獲得していく、といったストーリーがまかりとおっている。

この種のストーリーが生態学として荒唐無稽なのはいうまでもないが、コールハース描くとこ

ろのマンハッタニズムとは、むしろそのような事態に似ているといってよい。つまり与えられた

デザインは存在せず、したがって設計者のそれぞれが自分の思想なり美意識にしたがって外観を

デザインすることは可能である。実際にそのようにして個々のデザインは決定されているだろう。

たとえば素材の材質や色合いをどうするかといった点についてである。しかしそのようにして決
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定されたデザインは、大きな枠組みのなかでの選択でしかないから、モザイクのピースのように、

大きな模様のなかにはめこまれてしまって落ち着くことになるだろう。つまりこの場合、個性は

大きな流れの中でのゆれとして現れるのである。
、、

実をいうと、生態学とのアナロジーがコールハースの頭のすみにあった――もちろん全面的に

というわけではなかろうが――であろうことは、つぎのようなくだりから明らかである。

今はドームの巨大な鳥籠の中に入っているこうしたシステムは、やがてはマンハッタンを新

種のテクノロジーの生息するガラパゴス島に変貌させてゆくだろう。ここには適者生存の新
、、、、、、 、、、、

しい一章が、今度は機械という種の淘汰の章としてまさに開かれようとしているのである。
、、、、

（pp.17-18）
〈釣り堀〉では、「生きた魚と機械仕掛けの魚」がダーウィンの進化の新しい段階の中で共

、、、、、、、、

生している。（p.71）

生態学とのこのような相似性が成り立つのは、ともに一元的な統括者がいないという事態のほ

かに、いくつかの共通する条件があるからである。そのなかから鍵となりそうなものをあげるな

らば二つある。一つは閉ざされた島であるという地理的条件、もう一つはグリッド――これはマ

ンハッタンの場合の表現だが――である。

もしこれが無限に広い空間であったならば、マンハッタンには過密の問題が生じないだろうし、

生態系の場合には生存競争がおこらないだろう。北米大陸の地図を参照すればたちどころに了解

できるように、マンハッタン島からハドソン川をわたってしまえば、そのむこうには無限といっ

てよいほど広大な土地が広がっているのである。それなのになぜか人々は狭い島に閉じこもって

しまうことを選んだ。その決断がマンハッタンのすべてを決定したといってよい。実際の事情が

この町の場合にどうだったのかはともかく、一般論としても都市とはつねにそのようであった。

どんなに広い平原のまっただ中だったとしても、都市はほとんどいつの場合でも、やがては過密

の問題をかかえこむことになるのだ。いっぽう生物たちにとって無限の空間が広がっているなら

ば、ある場所から排除された特定の生物群は別の天地を求めればよい。そこに行けば生存のため

に競争しなければならない相手もいないし、進化などという手間ひまのかかる面倒な作業も不要

だったはずである。けれども島のような――かならずしも文字どおりの島でなくてもよいのだが

――場所でなかったなら、自分を捕食しようとする強い敵がいないかわりに、自分の食料となる

べき動植物が手に入らないことにもなってしまうから、やはり無限のかつ空っぽの平原では都合

が悪いことになってしまう。だから生物たちのマンハッタン化は必然であったし、反対にマンハ

ッタンとは高層ビル群にとってのガラパゴスだったのである。

グリッドがマンハッタンにどのような効果をもたらしたかはすでに述べた。いっぽうガラパゴ

スではどうだろうか。もちろんここには、道路で隔てられたグリッドは存在しない。しかし生物

の種や個体群が固有に生息するニッチ（生態的地位）はたしかに存在する。ある生物群はある環

境をそなえる空間にすみつき、その場所での生活を満喫することになる。そこにいる限りみずか

らの個体にそなわる属性に応じた環境条件があり、一定の食物を獲得することができ、繁殖する

ことができる。ニッチとは生存を保証する可能性の空間なのだ。

さらにニッチは自然界に過密を実現する仕掛けでもある。生物にとっての空間には、縦・横・

高さといういわゆる三次元の広がりのほかに、水・陸・空とか森林・草地・砂漠とかいう環境の

違いだとか、広さ・狭さといった制約条件もある。だから自然世界には大地を駆けめぐる獣たち

のほかに、空を飛ぶ鳥も、水中で呼吸する魚も、それぞれのニッチを占有している。食べ物につ
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いても、種のそれぞれに好みや機能の別があって、それぞれにふさわしい場所をみつけている。

巨大な動物は概して勢力の強いものであるが、ウサギが穴にもぐりこんでしまえば、なかまで追

っていくことはできない。このようにニッチとは棲み分けの空間のことであり、反対に空間は高

次元に構造化されることによって、多様で多数の生命体で充満させることができるのである。

だがニッチは、反面で危険に満ち満ちた空間でもある。つねにニッチの境界をこえて外敵はあ

らわれる。だからといって自分のニッチからの脱出は自殺行為でしかない。一切の外敵を排除し

た一定空間の独占ができればよいのだろうが、それは地を走り空も飛べてかつ水中でも呼吸でき、

大木をなぎ倒すこともできればどんなすきまに潜り込むこともできる、と相矛盾する属性や姿か

たちを要求されてしまうようなものだ。つまりあらゆる生物にとって、ニッチとは生存の限界を

示す制約にほかならないのである。その意味でガラパゴスもまた無数のニッチによってグリッド

化されているのだといえる。そしてこのグリッド＝ニッチこそが生態学上の進化や適応を必要と

させたのである。

Ⅴ 制約あってこその論理

さらにコールハースの依拠した基本ヴォキャブラリー――最小面積、最大容積、高さ、見た目

というあれである――についても考えをめぐらしてみよう。もちろんガラパゴスにおける基本語

彙は、これらとは似ても似つかぬものでなければならない。それは個体の生存と生殖――もしく

は個体群の繁殖――である。この二つの間には共通性も関連性もないようにみえる。

しかしじつをいえば、両者は重要な点で共通の基盤にのっているといわなければならない。そ

れは資源の有限性である。

そもそも生物の間で生存競争はなぜ生じるのかと考えてみるならば、答えは一つしかない。ラ

イバルとなる生物仲間のすべてを満足させるほどの食物が、自分たちの周囲にはないからである。

少ない食物を獲得すべく、あらゆる場所で生物たちは争い、その結果としてあるものは繁栄し、

あるものは滅びていく。繁栄するために、必要とあれば自分自身の形質を変化させることもいと

わない。種の単位でおこったとき――個体の単位でおこることはまずありえないのだが――それ

を私たちは進化とよんできた。だから反対に、すべての生物が生きていくために十分な食物が獲

得できるならば、生物たちはいかなる生存戦略も必要としないだろう。まして時間をかけて進化

するという手間もかからなかったはずだ。

そして多種多様に分化した生物たちは、先述したように、ひとつの空間のなかに詰め込めるだ

け詰め込められる。ここに食物連鎖がうまれて、それぞれの生存が可能になる。食物の有限性を

解決する手段として、自然界における生物全体の過密が出現するのだ。

ここでまた過密という概念がでてきた。すなわちマンハッタンのビル群の発展を語る過密の生

態学と、生物たちによる過密と進化の生態学とは、このようにして重なってくる。

この考え方をさらに一般化してみたらどうなるか。その論理は経済学にいきつくだろう。経済

学にとっての――表にはでないが――重要な前提は「稀少性」である。われわれの社会には、す

べての人間の必要や欲望を満足させるだけの貨幣も財もない。不足しているからこそ、人は貨幣

と財、あるいは財と財を交換させるのである。また複数のものが稀少な財を同時に必要とすると

き、そこに価格の競争が生じてくる。このようにして経済学という学問が成立するのである。

ところで一群の語彙なり概念なりが一定の制約や許容規則のもとにおかれている、という認識

は学問を作りあげていくうえできわめて重要な役割をはたす。コールハースはいみじくもそれを

「公理」と呼んだ。
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メトロポリス文化の本質が変化――つまり絶え間のない運動状態――にあり、そして概念と

しての「都市」の本質が、誰にも読み取れる複数の不変項のつらなりにあるとするならば、

このとき囚われの玉を持つ都市の基礎をなす三つの基本公理――グリッド、ロボトミー、垂
、、

直分裂――だけがメトロポリスの領土を建築に取り返してやることができる。（p.490, 傍点

は引用者）

ここで読者は、本書の冒頭にもどってこなければならない。コールハースは本書の目的をつぎ

のように言明する。

理論上のマンハッタン、論理的推論の産物としてのマンハッタンを描き出す。（p.12, 傍点は
、、、、、、、、、、 、、、、、、、、、、、、、、、、、、

原著のまま）

すなわちコールハースは、「現存の都市はこのマンハッタンなるものの妥協的にして不完全な

実現」でしかないとし、「完全なるマンハッタン」は「論理的推論によって再構築」（以上 p.12）
されるのだという。

数学における公理とはまさしく数学的なアイテムに与えられた制約ないしは許容規則といって

よい。たとえば「直線外の 1 点をとおって、直線に平行な直線をひくことができ（許容規則）、

それはただ 1 本に限る（制約）」といったごとくである７。幾何学はこうした公理を出発点として

構成される学問であるし、これがなければ幾何学は不可能である。より一般的に言い切ってしま

うならば、こうした制約あるいは許容規則こそがあらゆる学問的論理性にとって最初の契機とな

るのである。

公理のその性格を確認したところでコールハースにもどってみれば、マンハッタンは生態学の

言葉でも語りうることがわかるだろう。なぜなら垂直分裂、ロボトミーの概念は、そこになんら

かの建築空間を作ろうとするものに対して許容と制約の両方を提供する。その中でなら外部と無

関係に何でもできるし、外部には決して出ていくことができない。その性格はもう一つの公理、

グリッドについても同様である。道路という外延線に建物の外枠が強制されることで、過密への

対処はより効果的になった。つまりこれらの基準によって形成される空間は、じつにその環境の

居住者にとってのニッチにほかならなかったのである。

Ⅵ 終わりに

ここまでの読解で終わってしまうならば、民俗学研究者としての筆者が直接に得られるものは、

あまりないかも知れない。そこで最後に考えておかなければならないのは、筆者の領域に適用す

るなんらかの可能性はあるのかどうかということである。

たとえば私が住んでいる高田の町に目を転じてみよう。高田は近世の城下町である。そして城

下町は一般におおざっぱではあれ、それなりの都市計画のもとに作られた。町のエリアは大きく

武家屋敷町と町人町に二分され、それに寺町が設定されることもある。町人町エリアは他の二つ

のエリアくらべればはるかに過密である。外につながる道があり、道の両側には町家がつらなっ

ている。住宅地の間口はせまいところで 2 ～ 3 間ほどしかないが、奥行きは 50 メートル以上に

もなる。この敷地いっぱいに住宅が建てられ、互いを隔てる壁はほとんど共有といってさしつか

えない。いわばマンハッタンのグリッドにも似た敷地上の制約があるのだ。マンハッタンでは過

密への対処として上に伸びていく余地があったが、木造家屋しかない城下町で上方空間の利用は

ほとんど望めない。過密への対処法は、そのかわりに隣家との密着した壁である。各家屋の新陳
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代謝の速度は相当なものであったろう。木造家屋自体の寿命の短さに加えて、火事があれば複数

の家がいちどきに類焼してしまうからである。消防が十分な力を持つまでは、このような状況で

の消火は破壊でしかなかった。近代にはいれば、そして大都会であれば、不燃都市化をめざすこ

とも可能であったろうが、地方小都市ではそれを望むべくもない。現実的な方途はむしろ、可燃

都市としての思い切りであったろう。燃えてしまうという覚悟を前提とした都市のありかたはあ

りえないのか。そんななかで町家に新しい様式が生まれ、町じゅうに広がっていく、そうしたあ

りさまを町家の生態学として描くことは十分可能なように思えるのである。しかしその可能性を

論じる準備は、いまの筆者にはない。他日を期してひとまず本稿を閉じることにしたい。

注

１日本語版は 1995 年、筑摩書房から刊行された（鈴木圭介訳）。その後 1999 年にちくま学芸文

庫に収録された。本稿で参照しているのは、ちくま学芸文庫版である。

２コールハースがこれらの議論への接続について明示的に書いているわけでは、もちろんない。

暗示的に意図しているのでさえない。あくまでそれは筆者の読解の結果なのである。冒頭の一

文はそのことを意味している。

３日本では一般にアベニューを「～番街」、ストリートを「～丁目」と呼んでいる。

４たしかにマンハッタンにも「下（Downtown ＝南）」とか「上（Uptown ＝北）」といった呼び

方はあるが、それは王城都市におけるような秩序ではなく、地図上のたんなる方位にすぎない。

５ 1930 年代なかば、建築家のル・コルビュジェと画家サルバドール･ダリがともにマンハッタン

に大きな関心をいだいたという。コールハースはこのエピソードに本書第Ⅳ部のすべてをあて

た。といっても、両者の接近方向はまったく正反対であった。ル・コルビュジェが自分の美意

識に反するものとして、マンハッタンの建築計画をよりコルビュジェ的に改造しようと意図し

たのに対し、ダリはいわばよりダリ的なものへの発展をもくろんだといえそうである。そして

ル・コルビュジェの企図は長い時間をかけていくぶんかは成功したといえそうであるが、ダリ

のほうはかならずしもそうではなかったようである。あるときダリは五番街のショウウインド

ウの飾り付けを依頼され、いかにもダリ的なデコレーションを創りあげた。しかし「ダリが―

―真夜中にようやく飾りつけを終えて翌朝――自分のマニフェストの衝撃度を白日のもとで試

すために戻ってみると、燃えさかるベッドはきれいに撤去され、裸のマネキンには覆いがかけ

られて、内部の淫らなヒステリー状態は抑圧されている」（p.451）という有様だった。怒り狂

ったダリは暴れ回り、あげくにはその罪によって逮捕されてしまったのである。いずれにせよ

マンハッタンの造形を主導しようとしたかれらのもくろみは、マンハッタンによって慇懃に拒

絶された、とコールハースは総括する。

６ここでは必読文献として、佐藤信夫『レトリック感覚』（1978）『レトリック認識』（1981）の 2
冊をあげておきたい（いずれも講談社学術文庫に収録）。レトリック技法に関するすぐれた概

説書であるばかりでなく、それらが文章表現そのものにたいしてどれほど本質的な役割をはた

しているかを、豊富な文章例をあげて実証している。

７ユークリッド幾何学において平行線公理とよばれる。ただしユークリッドの原典では、これと

はことなる表現がとられた。


