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﹁空間の文法﹂
︑
そして
﹁時間の文法﹂
⁝

H i r o s h i
H a r a

傾向がありました︒そのためか︑自分が行ってきたことどもが︑現代

磯崎さんが︑建築固有の世界に︑こだわってこられたのは︑よく

お便りありがたく拝見致しました︒ふたたび︑半世紀前の初心の

解っているつもりですし︑それが実践的課題であることも認識して

幾何学では︑どのように説明されるのか︑知りたいとも思いますし︑

以下に申し上げることは︑このたびの書簡のテーマとかかわってお

頃にもどり︑
あれこれと質問することが許されると思いますと︑心が

ります︒
つまり︑私は﹁数学﹂
のまったくのアマチュアであり︑建築固有

いますが︑この機会に︑もう一歩踏みこんで︑問いかけさせて頂きた

幾何学の前線で何が起っているのかを知りたくもあります︒

のフィールドでしか︑発表︵プレゼンテーション︶
はできません︒ただ︑建築

いと思います︒

跳ります︒

を始めた当初から︑なんとなく現代幾何学風に︑建築を構想する
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建築の固有性は︑設計された建築自体あるいはその系列によって
のみ説明される︒ ̶
これは当然ですし︑論議の対象にはならないでしょう︒が︑同時に︑
建築の固有性は︑建築のモデルの構築によっても︑説明されると思わ

馬鹿馬鹿しくて︑全て放り出して︑﹁おい！ 設計だ！﹂
となります︒実
は︑このあたりが︑建築の固有性と深くかかわっているように思える

︵実は︑
この場の記述法は︑未だに解ってい
る特殊な場を思いついたからです︒
ないので︑低迷をつづけるばかりなのですが︑仮に空間の粗い描出がなされたと仮

のです︒

質問をより明確にするための手続きとして︑私が固執してはいる
ないで！﹂
と︑願うより他ありません︒
このフラジャイルなモデルは︑簡

という仕組み︒他者は︑記号場でとり扱うとしても︑﹁私に話しかけ

とのスタイルをとります︒﹃ 空間の文法 ﹄
を書くぞ！ と大口をたたい
空間と時間についての︑
フラジャイル印付定義であると考えて下さい︒

以上は︑
ゆきがかりから︑建築のモデルの話題とからめましたが︑
原 広司

二〇〇九年七月三日

の建物が残っている︒佛光寺はここまで来る価値ありと思う建物で

・

関心事です︒単なる自然のままの場所が特別扱いされるというのは

した︒本堂にあたる東大殿は︑
ほぼ完璧な型の唐代建築︒奈良・平安

I s o z a k i

お盆の頃︑中国奥地にいたので︑返事おくれてしまいました︒
それが虚構であることの証拠でもあります︒だけど︑その虚構にこ

けにもなりません︒どうしてこんな阿呆をやるのか︒貴兄のいう﹁空間

邪︒
はやりの猪流冒ではないかと鼻水垂らしながら疑っている︑
いいわ

にという具合にはいかない︒東西南北の台は三千メートル級の山︑中

ばれるからにはと期待していたのですが︑何しろ広大で︑一望のもと

迫る崖に神殿や劇場がつくられた︒五台山も中国仏教の聖地と呼

すさまじいものです︒

架構です︒さすが後世に支柱を加えていますが︑その木軸の迫力は

本しかない︒三スパンすっ飛ばしている︒二〇メートルの単純な軸組み

七間三間のこの堂は元来室内に十本の柱が必要なのに︑間引いて四

すが︑私はその横にひそかに置かれた文殊殿に衝撃を受けました︒

の頃の原型が骨太に残っている︒それだけでも満足していいぐらいで

の文法﹂加えるに﹁時間の文法﹂にかかわっていると思っています︒私の
台だけは小高い丘でまあ登れるけど︑
こっちは観光化して人また人と

アポロンの神託を受けたデルフォイは︑奇怪な土地︒巨大な岩山が

そ誘われる︒やっぱりでかけて行きたくなる︒

癖は︑﹁現場﹂がないと何事もはじまらないと思い込んでいること︒すべ

重源の天竺様は宋様だけど︑そんなモデルは中国にはない︑という

いう有様︒せわしいだけで有難みがありません︒

だということでしょうが︑建築史家たちはいったい何をみているのだろ

設計することになり︑記者会見という段取りとなったのです︒
しかも

き︑建川博物館聚落と名づけたなかに︑日軍館と呼ばれる建物を

込まれたらしく︑先程のコレクタ ー がその鎮全部に仕掛けをバラま

歴史にひそむ時間に巻き込まれてみると観察者にとどまるわけに

ど︑私にとっては︑
まずは
﹁現場﹂
にいること︑
それから先は予測不能︒

うなものが︑こんな変転する事態の底にひそんでいることは分かるけ

のが定説です︒そっくりのモデルがみつからないから︑重源オリジナル

うと疑いたくなる︒ここには小野市の浄土寺浄土堂の内部の架構の

その日が ・ ︑十五年戦争の最後の日です︒

ここから数十キロはなれたところに禅院があり︑唐代と金代︵北宋︶

迫力をはるかにうわまわる強度がみなぎっている︒
この文殊殿は重源

その荒っぽく︑迫力ある内部空間こそが︑美を超えて超越的︑崇高

る気がしました︒中国では単に宋代構造主義と呼ばれていますが︑

構の力は消えてしまった︒重源が抱いたいらだちのようなものが分か

なった︒
いわゆる和様化が進行しました︒表情は繊細になる︒だが架

當麻寺の頃から︑日本では小屋組をかくして天井を張るように

圧倒的なものです︒身振いするようでした︒

の構造体は露出する︒その梁︵ 横架材︶
がみなぎらせる空間的強度は

て考えました︒仏堂の形式を変えずに︑内部に大架構を組んで︑そ

僧・重源が学んだのは︑進行中の革新的な建築観だった︑
とあらため

頃︑
つまり宋代になって︑建築の革新が進行していた︒入唐三度勧進

崩壊現場を再現した光景をみせる︒つくりものであることは間違い

合さい集めてくる︒そして出来上った展示館の壁をブチ破った穴から

そのうち四川大地震︒さっそく現地をまわり︑壊れたものをいっさい

が中国現代史だと考えている︒しかし許認可の権限は政府にある︒

べているのだから︑政府は怒る︒この男は数次にわたる国共合作こそ

る︒開館と同時にストップ命令が来る︒毛沢東と蒋介石を同格に並

したのが︑国民党館と八路軍館と四川軍閥館︑
これに虐殺館が加わ

アナーキーではあります︒聚落風に散在させたパビリオンでまず開館

することを議論した記憶はあります︒
この樊建川という男︑
とことん

には光景としてまだもどってない︒だけど統制的なものすべてを拒絶

こんなやりかたをアナーキーというのかどうか︒原さんの記憶が僕

けど︑中国では何故か明清代に化粧なおしをして極彩色にもどして

ついでながら︑
この国では古い仏像はそのままほこりをかぶせている

鼻水垂らしています︒

んかでもあの過剰をブチ破ることは無理じゃないかと思います︒まだ

も思います︒おかげで身体の具合まで変調をきたしている︒弾丸な

生成の原理として︑
この大国の人々が身につけた武器かも知れないと

﹁現場﹂
にひきずられてしまう︒悪い癖です︒

としてみてみたいと考えているのかも知れません︒事件になるような

こうとされるなら︑私は︑それを時空場での宙吊りになった身体性

のです︒
原さんがそれを記号場として観る ／観られる関係のなかで解

させるとすれば︑
マオ・グッズにはじまる時間にも奇妙な張力がある

の緊張感を与えています︒宋代の建築架構が空間に緊張感を溢れ

つくづく︑
この国は何ものかの過剰というか︑過激に走るというか︑そ

妙な隘路に入り込んでしまったのですが︑中国とつき合っていると︑

あったといわれ︑
いよいよ日軍館を︑とこんな推移だったことが分かっ

り︑政府のおぼえも目でたく︑しかも台湾問題が好転︑先見の明が

ありますが︑
ここは何だか︑
ひたすら生々しい︒
これが一気に評判にな

の一語につきる︒そんな仏像群をみていると︑何だが現代のスーパーフ

というものも︑化粧なおしされるとまことに奇妙︑さびの対極︑通俗

いる︒有難味がまったくない︒唐の時代に日本に渡っていたら国宝級

過剰にひきずられている︒いずれ混沌に陥る過剰こそが︑
ひとつの

性を獲得する手がかりだと彼は理解したのではないか︒まあ︑それ

力だけはある︒私たちがヴェニス・ビエンナーレでやったことの反復では

んな暴走が人々の趣味をつくり上げているとつくづく思うことがある

です︒ああ︑
このフラットも過剰の変種だったのか︑
と思ったりしていま

ラットをいう作家たちのつくるキャラクターそっくりにみえてもくるの

てきました︒
国共合作がなされた際︑
そのたびに敵であったのは日本でした︒日

す︒原さんの直球︑受けとめえずに︑たくさんファウルを返したよう

く︑何千冊という毛沢東語録︑洗面器︑化粧鏡︑置き時計︑何でも

トから脅されているそうではないか︑
という質問がきました︒
この案の

記者会見で︑
あなたはピストルの弾を送りつけられて︑ナショナリス

磯崎 新

二〇〇九年八月二十四日

な気分です︒近いうちに︒

本は常に悪役を演じてきた︒これは最近の中国テレビドラマの一貫し

かでも語録がプリントされているものを数千の単位で集めていまし

設計は数年前に了っていたのだけど︑日本では発表しなかった︒先程

た主題でもあります︒

た︒かつての国民党四川軍閥の根拠地であった鎮に招待されました︒

の話は
﹃ 靖国﹄
の監督だったらありえたかも知れないけど︑まだ起って

しま

一週間前に買いとったという高級幹部の家の一室を︑八路軍が到達し

はいませんが︑と答える︒まだ展示内容が組みたてられていない︒日

に展開しているのです︒何しろアナーキーです︒私のもっとも共感する

│

建築家 一
／ 九三一年生 ま れ︒
一九六一年︑東京大学数物系大学院建築学博士課
程修了︒
一九六三年︑磯崎新アトリエ設立︒

いそ ざ き・あ らた

│

リエ・ファイ建築研究所 と設計共同︒
一九九九年より 原広司＋アトリエ・ファイ建築研究所所属︒

修 了︒
一九六九年︑東京大学生産技術研究所︒
一九九七年︑退官︑同名誉教授︒
一九七○年よりアト

建築家 一
／ 九三六年生 ま れ︒
一九六四年︑東京大学数物系大学院建築学博士課程

たときの状態で当時の机︑
ベッド︑手洗い器などそっくりにつくってあ

本軍の中国における十五年を展示することだけが決まっている︒私

宋代建築空間の崇高性︑明清の装飾氾濫︑
と二百万紅衛兵閲兵︑

部分です︒だけどこれは一歩ちがうと事件になる︒
﹁時間の文法﹂
のよ

│

った︒そのとき中庭での記録映画の映写会で天安門前広場に二百万

にとってはマオ・グッズのコレクターだった男とのつき合いが︑
こんな具合

これらは何ものかの過剰︑という点で共通している︒私はこれに巻き

はら・ひろし

人の紅衛兵が集合したシーンはまさに過剰でした︒

化大革命当時の日常品を集めていました︒この人も過剰の人らし

何年か前に︑
マオ・グッズのコレクターと知り合いになりました︒文

走もそのひとつのようにも思えるのです︒

のです︒あの宋様の過剰もそのひとつです︒この間の文化大革命の暴

あるまいと思う次第です︒

ないが︑そこにある瓦礫や壊れた家具はすべてほんもの︑たしかに迫

はいかない︒何だかあぶなっかしい崖の端を渡っている感じ︒
これは一種

が中世東大寺再建に着手したその五〇年ぐらい前のものです︒その

聖地と呼ばれるもの︑何故そうなったのか︑
これが最近のひとつの

ては事後説明からはじまるのです︒

にのっかっていたのです︒注意していたのに﹁水﹂にあたり︑あげくに風

由で成都の南︑名も知れぬ鎮で︑ ・ に記者会見する︑
こんな旅程

かつての渡唐僧たちがひとつの目的地にしていた山西省五台山経

A r a t a

私たち建築家は︑
いつもこんな過酷な思考を強いられている︒もう

するでしょう︒
いま︑
どんなふうに考えておられるのでしょうか︒

持続と変化は︑ベルグソン流ですが︑建築固有のフィールドと相関

意味が重層する歴史の時間でもあるように思えます︒

おそらく︑磯崎さんの時間は︑単純な︑計測可能な時間ではなく︑

考えてきました︒

思われます︒それに対して︑私は︑微少な時間 が誘起する変化を

セスプランニング﹂のテーマでした︒磯崎さんの時間は︑比較的長いと

空間を状態としたとき︑
その状態の持続と変化が︑﹁廃墟﹂
や﹁プロ

定します︒
︶

私たちは︑空間についてあれこれと考えますから︑空間は 次元
それら変数は︑時間 という特殊な助
で︑ ↓∞になることもあって︑
変数で表記されるでしょう︒

れます︒例えば︑磯崎さんの有名な﹁廃墟﹂
のドローイングが重要にし
て好例です︒そして︑具体的な建築と︑構築された建築モデルの間に
さらにやっかいなことに︑

ものの実現できないでいる﹁ 空間の文法 ﹂と呼んでいるモデルを例示
単に壊れてしまうのです︒

場する︒
﹀

︿この空間には︑登場人物︵他者︶
が居て︑時には︑私も観測者として登

は︑応々にしてコレスポンシヴな関係があって︑時にこの往復運動が︑
建築固有の﹁世界のなりたち﹂をも表示することがあるのではないで

n

させて下さい︒それは︑

しょうか︒

t

たりしますのは︑ものを出来事あるいは現象に転化する
︿ 記号場﹀
な

︿空間は︑
一定領域における全体的現象である︒
﹀

dt

n

を感じえただけでも︑道に迷ったり︑﹁水﹂にあたったこともいたし方
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