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Ⅱ 資料 

 

２ 記述資料 

 

1）参考論文 

 

 参考論文とは、研究のために収集し、参考とした既往の論文である。 

 参考論文の検索は、以下の方法によって行なった。 

・インターネットによって検索し、検索用語は「浮遊感」、「ニーチェ」、「ハイデッガ

ー」を主とし、他、「一者」も検索対象とした。 

・検索対象機関は、社団法人 日本建築学会、国立情報学研究所を主とし、他、通常

のインターネットでも検索した。 

 

 検索ができ、かつダウンロードが可能であった参考論文は、下記（目次）のように 5

項目に分類した。 

（目次） 

1 引用論文名 

2 引用論文の概要 

3 参照論文名 

4 参照論文の概要 

5 関連論文名 

 

5 項目の分類内容については以下の通りである。 

 「1 引用論文名」とは、当論文に引用した参考論文の題目である。 

 「2 引用論文の概要」とは、当論文に引用した参考論文の概要である。 

 「3 参照論文名」とは、参照したが、当論文に引用しなかった参考論文名である。 

 「4 参照論文の概要」とは、参照したが、当論文に引用しなかった参考論文の概要 

である。 

 「5 関連論文名」とは、当研究に関連があると思われる参考論文であり、今後、参

照する予定として挙げた参考論文名である。 
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1 引用論文名 

 

（物理学） 

 

 

（建築学） 

 

増田 友也「現代の建築思潮の動向」：日本建築学会『建築雑誌』第八八巻一〇七〇

号、昭和 48 年 9 月号。 

 

前田哲男「浮遊感からみた街並の性格について」：日本建築学会大会学術講演梗概集、 

昭和 59 年 10 月。 

 

鈴木 信宏、中沢 王久東、小泉 隆、伊谷峰「自然光による『浮遊感』の演出手法」：

『日本建築学会大会学術講演梗概集（近畿）』1069-1070,1987-08-25。 

 

小泉 隆、鈴木 信宏「空間形態と自然光状態の関係からみた上昇感と浮遊感の演

出」：『日本建築学会大会学術講演梗概集（九州）』999-1000,1989-09-01。 

 

松本祥昌、國分大輔、田路貴浩「ミース・ファン・デル・ローエの透視図とモンター 

ジュ 浮遊感と壁への〈眼差し〉」：平成 16 年度日本建築学会近畿支部研究報告集。 

 

 

（美学） 

 

 

（哲学） 

 

 （哲学：ニーチェ） 

 

 （哲学：ハイデガー） 

 

 （哲学：その他） 

 

岡野 利津子「プロティノスの一者と西田の絶対無」：西田哲学会、2012 年。 
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（その他） 
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2 引用論文の概要  赤字は著者による。 

 

（物理学） 

 

 

（建築学） 

 

増田 友也「建築的思惟について―存在論的建築のために」：日本建築学会『建築雑

誌』第八八巻一〇七〇号、昭和 48年 9 月号。 

 

住まうこと Wohnen と建築すること Bauen について思惟すること Denken を試みよう

とするのであるが、そのそこにそのことの帰属するところの、まさにそれであるという

そのそこに取りかえして、それを追求しようとするのである、という Heidegger に倣

いたいと思う。 

Heidegger 的用語の了解を通じて、建築なるものを本質的に思惟するそのことのため

の一つの便宜にはなり得るであろう。 

さまざまな方面にわたって、発想の根源的な転換を迫られている今日に、存在論は既

にして、根源的に思惟するそのこととして、Heidegger によって取りかえされ、反復さ

れているのである。 

道具とは、そのような見まわしの環境世界 Umwelt で、常に何かのために使用される

ものである。何の役にも立っていないものは、環境世界においては、その道具性を欠落

しているのであって、つまりそれは何ものでもない。そのような何ものでもないものと、

あるものがそのものとしてあるそのこととは、全く別なことがらである。このようにし

て、何かのために使用しているあるものが、道具でありうるのは、それが何かのために

ありうるのであり、その何かのためにあらしめられているのである。 

形而上学は、このあらしめるものをその存在性において、あるものとして表象するの

である。 

あるものの全体のただ中に、そのようなところが開らかれているとは、そのそこが、

あるそのことの明るみとしてあることにほかならぬ。 

現存在は、その現にとりのこされて、それらのあるものとともにある、それはも早、

あるそのこととしてではない、あるそのことの脱け去りのあるものとして、ひたすらに

あるそのことに聴き入りながら、あるもののあることに注目しながら、現存在は、現-

存在である、注目する er-augen そのことによって、あるそのことをそれ自身へと招き

よせながら、現存在が、それをわがものにする an-eignen、すなわち、生起させるので

ある-これらのことを出会いというのである。それゆえに人はあるものでありながら、
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あるものではないところの現で、脱自 ec-stasis としてあり、脱自としてあるそのこ

とが、すなわち、実存する ec-sister ことにほかならぬ。 

人は、現-存在の現に、あるそのことの明るみのうちに、脱自的にある、そのような

脱自的あり方において人は、あるものの全体をも超えているのである。そうしてそのこ

とで、あるものの全体に世界なるものを投げかけながら、あるもの全体の外に立つ。 

あるものとは、ないもの以外のありとあらゆるあるものにほかならぬゆえに、現にい

ながら、しかもそのそこを出で立つとは、実にあるものではないことに向けて、無なる

ものへとさしかけられている hineingehalten in das Nichts ことである。 

人は何時でも、既にして死へとさしかけられている。その死において、一切の可能性

は消えてしまう 

ただその有限な可能性を生きるほかないのである 

死への関心において、現存在は、本質的に未来的であり、未来的にあるものとして、

現に既にして、その可能性に引き渡されている。 

この時が、何かを迎え-待つ gegen-warten というその本来の意味で、未来的な現在

にほかならぬのである。 

あるもののうちに自から隠れるあるそのことが、隠れとして、隠れのままに、自から

を露わにするのである。それはまた、あるそのことの密旨 Geheimnis でもある。 

Heidegger は、建築作品をも含め、あらゆる芸術作品を創作することが、本質的な意

味で、詩作するそのことであるという、そうしてそれは、あるそのことの真実を作品の

うちに移し入れることにほかならぬのである。 

創作するとは、あるものとしてはありもせぬことを虚構して er-sinnnen、それを作

品として作りあげることではない。作品とは、まさしく、あるものとしてあるのであっ

て、ないものではない。しかしそれは、ないものにほかならぬところの、あるそのこと

と同伴する zusammengehen、あるそのことを同伴する symballein という意味で、作品

はひとつの象徴 Symbol なのである。象徴とは本来、それ故に、両義的であり、逆説的

でさえある。 

作品は、あるそのことの真実を、それが作品であるとして、あるところのものにおい

て、あらしめるべく、創作されてあるものにほかならぬ。それ故にその作品であるその

ことは、あるもののあるものとしてあるそのことを見まもるその眼を要請する。 

ものとは、Heidegger によれば、天と地、神的なるものと死にうるものの四者 Vier

の方域 Geviert を、自からのうちに集摂し、性起せしめつつ、滞在させる、そのよう

なものである、という。 

住まうそのことは、思惟することとして建築することであり、建築するそのことは、

思惟しつつ詩作することである。 

思慮して知ることこそ、芸術の成りたちについての先駆的な、それゆえに、避けるこ

とのできぬ、前もっての用意である、このようにして知ることのみが、作品にそのあり
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どころ Raum を、創作しつつあるそのことにその道すじ Weg を、そうして、それを護持

するそのことにその立場 Standort を用意する、と Heidegger のいう 

その問いは、あるそのことへと立ちかえり、そのことで、存在論的差異に注目しつつ、

思惟するそのこととして、すなわち、存在論的思惟のうちへと、建築論をとりもどすこ

とによってのみ、初まり得るのであろう-  
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前田哲男「浮遊感からみた街並の性格について」：日本建築学会大会学術講演梗概集、 

昭和 59年 10 月）。 

 

 カンジンスキーには浮遊感についての記述があり、要素が基礎平面（背景）と緊密に 

結びついていない場合、要素は空間に浮遊するという。（『点・線・面』西田秀穂訳） 

 冷たい熱さ、熱い冷たさといった対義結合に遭遇したとき、このときの感覚の判断停 

止が文字通りのものとは別の浮遊感に結びつくと考えられる。 

カンジンスキーの絵画にみられた 2種類の浮遊感をもとに、ここで街並について考察

を進める。 

 周囲に溶け込んだ立面の出現とともに、広告量の増加が文字通りの物理的浮遊感を強 

く表している。 

 混乱した街並では個々の立面を背景とみなすことはできず、立面そのものの浮遊が感 

じられる。 
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鈴木 信宏、中沢 王久東、小泉 隆、伊谷峰「自然光による『浮遊感』の演出手法」：

『日本建築学会大会学術講演梗概集（近畿）』1069-1070,1987-08-25。 

 

 過去研究により、建築空間において「重力方向に作用する光」が与えるイメージには、

代表的なものとして「上昇感」「圧迫感」「浮遊感」があげられた。 

 「浮遊感」の特性を整理した。 

① ふわふわと漂う。 

② 立体感や重力感の手がかりが失われる。 

③ 空間における軸性が消失する。 

④ 空間内において方向定位が明確に出来ない。 

4.実例分析結果 

「浮遊感」の演出手法として想起要因とそれを生みだす具体的な建築的手法が究明出

来た。 

□空間全体を暗くする。 

 →・開口部を北向きに配置する。（SC  UP  STUDIO） 

  ・透光率の低い素材を開口部に使用する。 

   〔指向性ガラスブロック：SC  UP  STUDIO  

    障子紙：ホテル・オークラ 等〕 

□光源面を面色とする。 

→・拡散透過しやすい素材を使用する。 

   〔乳白ガラス：ウィーン郵便局 

    指向性ガラスブロック：SC  UP  STUDIO 

    障子紙：ホテル・オークラ 等〕 

□床面を反射光で満たす。 

→・反射しやすい素材を使用する。 

   〔カバフローリング（光沢有り）：SC  UP  STUDIO 

  ゴムタイル（光沢有り）：浦和斎場〕 

□床面を透過光で満たす。 

→・床面にガラスブロックを用い、下階からの光を透過させる。（ウィーン郵便局） 

□床面を暗くする。 

→・光を吸収しやすい素材を使用する。 

 〔ジュータン：ホテル・オークラ 

  カーペット：京王プラザホテル〕 

□モノをシルエットとして見せる。 

→・光源面の前にモノを配置する。（ホテル・オークラ、SC  UP  STUDIO 等） 
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 □天井面を暗くする。 

→・天井面に直接光が当たらない様にディテールを工夫する。（SC  UP  STUDIO） 

 □アイマークとなるモノを存在させない。 

→・周辺との明度差の少ない色や素材を使用する。（ウィーン郵便局） 

 5.演出手法の考察 

 4 で明らかになった演出手法を文献（JJ.Gibson の『視空間知覚理論』、Katz による 

『等質視野の実験』における記述等）により考察した結果、次のような事が把握出来た。 

 □「浮遊感」の想起要因には大別すると 

  ①空間内のそれぞれの視対象を知覚しづらいものにしている外的要因（空間が暗い、 

空間のボリュームが大きい等） 

  ②知覚しづらい視対象自体に関する内的要因（モノがシルエットとして現れる、光 

源面が面色として見える、床面が反射光で満たされている等。） 

  の 2 つがある（表-3 参照）。 

 □それらの想起要因は具体的な建築的手法により生み出されるものであり、その間に 

は「光」という要素が介入し、空間内の視対象の見え方を規定している。 

 □空間体験者が空間内のそれぞれの視対象をはっきりと知覚し、又それらを空間内に 

位置づける事が困難な時に「浮遊感」が感じられる。 
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小泉 隆、鈴木 信宏「空間形態と自然光状態の関係からみた上昇感と浮遊感の演

出」：『日本建築学会大会学術講演梗概集（九州）』999-1000,1989-09-01。 

 

 自然光を効果的に取り入れて様々なイメージをもたらす空間を光空間と呼ぶ。光空間

の与える様々なイメージの中で「上昇感」「浮遊感」というイメージがある。「上昇感」

は空間内で意識が上昇する感じ、「浮遊感」は空間内の方向性が消失し、無重力感覚を

与えるような空間である。 

 この 2 つのイメージを与える空間内の代表例としてパンテオンとウィーン郵便貯金

局がある。 

■研究方法 

1.対象実例の選定 

2.要因の分類整理による操作指標の獲得 

Ⅰ.空間形態に関する物的要素 

Ⅱ. 自然光の状態に関する物的要素 

 の 2 つに大別出来た。そしてさらに、それらの物的要素を建築的操作として捉えられ

る 5つの操作指標の基に分類した。 

Ⅰ.空間形態に関する物的要素 

 a) 空間形態 

 b)空間内のもの 

c)光源面の位置・形状 

Ⅱ. 自然光の状態に関する物的要素 

d)入射光の状態 

e)表面の状態 

  （以下 [形態] [もの] [位置] [入射] [表面] と略す） 

 例えばヴィルールバンヌの図書館では、上方集約型の[空間形態]が「上昇感」の要因、 

また I.I.T 体育館では、反射光に満たされた床[表面]が「浮遊感」の要因になってい 

た。 

A. 「上昇感」の要因の関係 

パンテオンでは頂部の穴[位置]が「上昇感」を発生させ、表面の凹凸により生じた

陰影を伴うドーム型天井[形態]が人を下へと圧迫し、対比的に「上昇感」を強調してい

た。 

発生要因となる物的要素は、たて長吹抜型[空間形態]、上方集約型[空間形態]、鉛

直性のあるもの[もの] 頂部の穴[位置]、光束[入射]、グラデーション[表面]といった

ように全ての操作指標下にみられた。 

強調要因には、ヴィルールバンヌの図書館のように、先細りの[空間形態]の先端に
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光源面が位置し[位置]、「上昇感」を強調しているものと、パンテオンのドーム[形態]

のように下へと圧迫するものや、MIT チャペルの祭壇[もの]のように下の世界を示すこ

とによって、対比的に「上昇感」を強調するものがあった。 

B. 浮遊感」の要因の関係 

「浮遊感」の演出は、発生要因となる[表面の状態] と、その[表面の状態]をつくり

出す二次要因といった関係によって捉えることができた。 

1. 発生要因となる[表面の状態] 

 空間を構成する全ての[表面の状態]（床、壁、天井等）が、反射光で満たされる、一 

様に照度が高い、一様に照度が低い、面色になるといったように、光と影の対比がなく 

はっきりと知覚しにくい状態のときに、「浮遊感」が想起されることがわかった。例え 

ば I.I.T 体育館では、拡散光で満たされ面色となる光源面、反射光で満たされた床面、 

照度の低い天井といった[表面の状態]が「浮遊感」を想起させると考えた。 

  2. 「浮遊感」の二次要因 

 例えばウィーン郵便貯金局では、空間全体を覆うような[光源面の位置・形状]と乳白

ガラスによる拡散光[入射]が、白い一様な光で満たされた影のない[表面の状態]をつ

くりだしていた。 
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松本祥昌、國分大輔、田路貴浩「ミース・ファン・デル・ローエの透視図とモンター 

ジュ 浮遊感と壁への〈眼差し〉」：平成 16 年度日本建築学会近畿支部研究報告集。 

 

ミース・ファン・デル・ローエの建築空間における〈浮遊感〉の実相をより精確に捉

えることはできないだろうか。 

 さらに、〈浮遊感〉の由来を突きとめられないだろうか。 

 テオ・ファン・ドゥースブルフは宣言文『造形建築にむけて』（1924）のなかで「浮 

遊した様相の獲得」を新しい建築のテーマとして提唱している 

 バルセロナ・パヴィリオン（1928-29）では、〈浮遊感〉は平面上の表現にとどまら 

ず、現実の建築空間にも認められる。しばしば「流動する空間」と呼ばれてきた空間の 

〈浮遊感〉である。こうした空間の特質を生みだしている主要な要因のひとつが、その 

特異なフリースタンディングの壁にあることも幾度となく指摘されてきた。  

ミースが作成した透視図とモンタージュのうちにミースの〈眼差し〉を求めることに

する。 

 基礎資料は“An Illustrated Catalogue of the Mies van der Rohe Drawings in The  

Museum of Modern Art”20vols. Garland 1986-1992 

 分析は、まず透視図、モンタージュを構図によって分類したうえで、それぞれのドロ 

ーイングに描かれている〈主題〉を取り出す。〈主題〉とは、～、仮に〈壁との重なり〉 

とし、その有無や種類を確認する。 

  ドローイングを、〈直視構図〉、〈斜視構図〉、〈平面的構図〉に分類する（[図 1]を参

照）。 

4 種類の主題を設定する。すなわち、壁と柱の重なり（主題：壁と柱）、壁とヒトの重な

り（主題：壁とヒト）、壁と壁の重なり（主題：壁と壁）、壁と〈風景〉の重なり（主

題：壁と風景）である。（[図 2]を参照）。 

 〈主題：壁と柱〉トゥーゲントハット邸[図 3]、レザー邸[図 4]の透視図を見てもわ 

かるように、柱は描かれた空間の基点となっていて、壁や彫像や家具などの諸要素はこ 

の柱との関係で位置が規定されているようにあらわれている。柱が大きく描かれるほど、 

柱の基点としての機能が強まり、それとは対照的に周囲の諸要素の位置は相対化し、柱 

の周りを浮遊するように見える。あるいは、ドローイングを見る者は柱の位置に引き込 

まれ、そこから壁などの諸要素が浮遊する空間を見渡すことになる、とも言えるだろう。 

このタイプでは、柱が空間の浮遊感を生み出す決定的な起点となっている。 

 フッベ邸[図 7]の透視図はそのことをよく示している。画面の中心、空間の最奥に描 

かれた黒い彫像の影は構図の焦点をなしており、同時に、見る者はたちまち彫像の位置 

まで引き込まれることになる。ヒトは虚の空間に見る者を引き込む誘因点として機能し 

ており、見る者はそうした誘因の運動感を感じることになる。 
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 ミースの壁への眼差しは、ついにレザー邸のモンタージュ[図 9]へと行きつく。 

 白抜きされた柱は壁化した風景を見るための枠組みとしてひじょうに重要な効果を 

もたらしていることがわかる。 

 以下の四つの〈眼差し〉をあきらかにすることができた。 

1）画面の中心に描かれた柱を基点とする周囲の諸要素の遊動 

2）空間の最奥に配置されたヒトへの視点の誘因 

3）テクスチャーやパターンが与えられた矩形の壁の重なりとしての空間 

4）風景を〈壁化〉するガラス壁の表面性と奥行き 

 

図 1：ドローイングの構図 

図 2：ドローイングの 4つの主題 

図 3：トゥーゲントハット邸/1928-30 

図 4：レザー邸 1937-38 

図 7：フッベ邸 1935 

図 9：レザー邸 1937-38 
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（美学） 

 

 

（哲学） 

 

 （哲学：ニーチェ） 

 

 （哲学：ハイデガー） 

 

 

 （哲学：その他） 

 

岡野 利津子「プロティノスの一者と西田の絶対無」：西田哲学会、2012 年。 

 

 P.1 プロティノスは、～見るという作用が原初的に起こる、その根源に遡ったとこ

ろに一者を見出しているのである。 

 プロティノスの場合、一者から発して一者に帰るところにヌースの自己直知の本質が

あることになる。 

P.2 プロティノスの一者は、西田のような絶対無のような、「有に対する無ではなく、

有を包んだ無」である。 
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安彦 一恵「宗教的美学主義-ハイデガー的発想についての一考察-」：『実践哲学

研究』（2007）,30：1-23（京都大学）。 

 

田辺 秋守「芸術における真理-アドルノとハイデガーの場合-」：『東京工芸大学

工学部紀要』Vol.30№2（2007）。 

 

野尻 亜紀子「自然はいかにして見出されるか-ハイデガーの「存在了解」を手がか

りにして-」：『ソシオサイエンス』Vol.14  2008 年 3 月。 

 

細川 亮一「『存在と時間』第三編「時間と存在」」：『哲學年報』67∥p1-39、九

州大学大学院人文科学研究院、2008-03-01。 

 

小林 睦「ハイデガーと生物学-機械論・生気論・進化論-」：『アルテス リベラ
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レス』（岩手大学人文社会科学部紀要）第 82 号 2008 年 6 月 1 頁～16 頁。 

 

鎌田 学「文明批判としてのハイデガー『詩人のように人間は住まう』」：『弘前学

院大学文学部紀要』第 45 号（2009）。 

 

池田 喬「道具・事物・自然-ハイデガー『存在と時間』と実在問題-」：東京大学

教養学部哲学・科学史部会『哲学・科学史論叢』第十二号、平成 22 年 1 月（67-92）。 

 

有馬 善一「芸術と世界-ハイデガーの芸術論への一考察-」：摂南大学経営情報学

部論集『経営情報研究』第 18 巻第 2号（2011 年 2 月）,93-106 ページ。 

 

鈴木 雄大「ハイデガーにおけるカテゴリー的直観とアプリオリ-『論理学研究』か

ら道具分析へ-」：東京大学教養学部哲学・科学史部会『哲学・科学史論叢』第十三号 

平成 23 年 3 月（55-75）。 

 

（哲学：その他） 

 

大谷 孝行「森田正馬とアンリ・ベルクソン」：富山国際大学『人文社会学部紀要

VOL.1』2001.3。 

 

リーダーバッハ ハンス・ペーター「布置状況における翻訳-他者理解に関する方法

論的考察（Ⅰ）-」：『関西学院大学社会学部紀要』第 100 号,145-152,2006-3。 

 

リーダーバッハ ハンス・ペーター「布置状況における翻訳-他者理解に関する方法

論的考察（Ⅱ）-」：『関西学院大学社会学部紀要』第 101 号,83-98,2006-10。 

 

リーダーバッハ ハンス・ペーター「布置状況における翻訳-他者理解に関する方法

論的考察（Ⅲ）-」：『関西学院大学社会学部紀要』第 103 号,33-46,2007-10。 

 

植田かおり「プロティノスの『ティマイオス』解釈 -魂論における Tim.35a の位置」：

『神田外語大学紀要 第 20 号』、2007 年。 

 

岡野 利津子「宗教多元主義とプロティノス」：『人文』8 号 21～42 ページ、2009

年。 
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（その他） 

 

高橋誠史、河原塚有希彦、桑村宏幸、宮田一乗「ジェスチャ認識とエアブロアを用い 

た VR アプリケーション」：『社団法人情報処理学会研究報告』2003。 

 

森悠太、風井浩志、片寄晴弘「Minimal Music 聴取時における脳機能計測」：『社団法

人情報処理学会研究報告』2007。 

 

圓田浩二「日本におけるスクーバ・ダイビングの変容 1950 年代から 1990 年代ま

で」：『沖縄大学人文学部紀要』第 11 号 2009。 
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4 参照論文の概要 

 

（物理学） 

 

 

（建築学） 

 

森田 慶一「いろいろな空間について」：『U.D.C.』72-01。 

 

 普通われわれが空間と言っているものを,その存在の様態にしたがって分類すると 

  1）先験的空間（space a priori） 

  2）幾何学的空間（geometrical space） 

  3）物理的空間（physical space） 

  4）事物的空間（reic space） 

  5）現象的空間（phenomenal space） 

  6）超越的空間（transcendental space） 

 先験的空間 最も代表的なのはカントの先験哲学において科学的知識が成立する根

拠として公準的に考えられている空間で,これに物の経験から抽象された空間ではなく,

物の経験を可能ならしめるところの空間である。このような空間は人間の知識的な作業

の場に意味をもつているだけで,物を造る、したがつて建築を造る,営みに直接の係り合

いはない。 

幾何学的空間 先験的空間がいわば「いれもの」であるのに対し,これは「いれられ

たもの」の位置的秩序に関する。先験的空間は無定形であるが,この空間は論理的な形

をもつている。 

物理的空間 近代物理学に予想されている物理学的空間を言つているのではなく,～

建築を構成する諸材料そのものの占めている空間がそれである～建築が最も問題にし

て来たのは力であろう。 

事物的空間  

超越的空間  

現象的空間  
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市川 秀和「ドイツ伝統民家の Stube と Herrgottwinkel に関する基礎的考察-住まう

ことの存在論的意味と京都学派の建築論-」。 

 

 ドイツ伝統民家への着眼点とは、ハイデガーから京都学派の建築論へと強く結びつけ

た固有な課題でもあり、住まうことへの独自な問いを生み出す契機ともなった。 

 「住まうこと」の問いが～人間であることと生きることを探求する哲学にも重大な課

題を突きつけている。 

 住まうことの意味を究明するには建築学だけでは十分でなく、哲学の視座から学ぶこ

との意義を看過してはならないと思われる。 

 なおここでの「建築論」的な問いとは、～、建築的空間の有する生きることの根源現

象を究明する考察のことであり、さらにその独自な考察対象の設定と考察方法の構築を

含むものである。 

 また、かかる建築論的な問いは、周知のごとく著名な哲学者ハイデガーやボルノウ、

上田閑照、大橋良介など近現代哲学において「住まうこと」は大いに着目されており、

さらにその哲学的思索を積極的に活用して独自な研究を遂行してきた「京都学派の建築

論」が知られる２）。 

 図 2）Stube（居間）の Herrgottswinkel（礼拝隅部）1776 年 

１） 増田友也（1955）『建築的空間の原始的構造』京都大学博士論文：その後、1978 

年にナカニシヤ出版より刊行され、さらに 1999 年には『増田友也著作集 第 2 巻』（同

出版社）に所収される。 

 ２）玉腰芳夫（1977）「Herrgottswinkel のこと」FHG（野外歴史地理学研究会）48 

号 P2039-2040 
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津島 光「ワルター・グロピウスの建築論的研究 -『国際建築』INTERNATIONALE 

ARCHITEKTUR を巡って-」：『日本建築学会大会学術講演梗概集（近畿）』1996 年 9月。 

 

 P.294 グロピウスは「本質の究明」に始まるプロポーションなる考えが、素材と構造 

なるものの即物的概念の上で最終的には形而上的な緊張を実現し、本質以上の境地への 

飛翔を可能とする超越的創造の構造を予想していることがわかる。 

 グロピウスの「本質の究明」は弁証法的超越構造を内包するプロポーションなる考え 

と機械工学に代表される技術なるものにより成立していることがわかる。 

 グロピウスが「本質の究明」に始まる建築の 2元論的な思考はさらに個人より文化へ 

と発展するのである。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



浮遊感について －特に建築における浮遊感の意味について－ 

 
  Ⅱ資料  参考論文          28 

 

内原 英貴、吉川 徹「俯瞰視線に着目した都市歩行空間の構成に関する研究-ペデス

トリアンデッキを例として-」：『日本建築学会大会学術講演梗概集（関東）』

163-164,2006-09。 

 

 近年、歩車分離の手段やアトリウム内の通行手段として、床面よりも上部にある歩行

空間が多く見られる。それらは通路としての機能とともに、空間体験としての浮遊感を

得ることが出来る。そこで本研究では、駅周辺のぺデストリアンデッキ（以下 PD）を

例として浮遊感を計測・指標化することで、床面よりも上部にある歩行空間の浮遊感を

分析するための基礎的知見を得ることを目的とする。  
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尾鷲 淳也、佐々木 啓介、堤 和敏「浮遊感のある屋根の形態創生に関する研究～（そ

の 2）合理的形態提案システム」：『日本建築学会大会学術講演梗概集（関東）』

711-712,2006-09。 

 

 現在建築構造の形態創生の分野では力学的最適解を求めることが中心であり 1)2)3) 

、デザイン性 4)5)や設計者のイメージ 6)について総合的に扱っている例は少ない。 
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佐々木 啓介、堤 和敏、大倉 典子「浮遊感のある屋根の形態創生に関する研究～（そ

の 1）VR を利用した感性イメージ提案システム～」：『日本建築学会大会学術講演梗概

集（関東）』709-710,2006-09。 

 

 「開口ライズ比」とは、それぞれのスパンに対する開口の高さ比である。 

 浮遊感に開口ライズ比 yの要因が大きいことから、長辺方向に開口を持つ形態が生成

されている。 
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佐々木 啓介、堤 和敏、大倉 典子「VR を利用した浮遊感のある屋根の形態創生

に関する研究」：『日本建築学会構造系論文集』612,231-237,2007-02-28。 

 

 そこで本研究では、佐々木睦朗氏の「現代人の感性は緊張感、躍動感、流動感、軽快

感、透明感、浮遊感などで形成される、より自由で解放された人間的な建築空間を求め

ているとも言える」15)をヒントに、感性の 1 つの表現形である「浮遊感」を持ちかつ力

学的合理性の高い屋根形態を得ることを目的とし、下記に示す改良を行った。 

 全体システムは「感性評価システム」と「形態評価システム」の 2 つのシステムで構

成されている。 

 「感性評価システム」では、まず評価者一人一人に「学習用感性評価システム」を用

いてアンケートを実施し、種々の形態に対する感性学習を行う。 

 個体番号 7の形態は、全体的に評価値が高く「浮遊感を感じる形態」であり、ライズ

比は高く、シンプルな形状で、開口が大きい形態となっている。 
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 図 3 アンケート個体 

 15）佐々木睦朗：FLUX  STRUCTURE、TOTO 出版、2005 
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関 弘義、小林 英嗣、川東 隆「北海道大学建築都市デザイン・スタジオ-浮遊感

あるガラスボックス（環境と共生する建築・都市（2））-」：『建築デザイン発表梗概

集』2010,88-89,2010-07-20。 

 

 ③空間に浮遊する透明感あるガラスボックス～を構造設計のテーマとしている。 

 建物全体の基本モデュールに整合させて柱は 1.8m ピッチに設置し、屋根梁には T 型 

プレキャストコンクリート梁を採用して、2 階部分をスパン約 15m のオープンでフレキ 

シブルな無柱空間としている。また、ガラススクリーンに面する柱はシームレス鋼管 

（P*203φ×40）を用いて透明感を演出し、2 階床のボイドスラブ（t=500）とスレンダ 

ーな鉄骨柱（鋼棒 100φ、溶接箱型断面 BX-300×100×9）は、1 階スタジオ部分から北 

側吹き抜け部分へと繋がるシンプルで開放的な空間を生み出している。 
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（美学） 

 

 

（哲学） 

 

（哲学：ニーチェ） 

 

岡本 素光「永劫囘歸について-ニイチエ-」：『駒澤大學研究紀要』13,107-116,1955-03。 

 

 P.109 彼自身自分の哲學を「佛教のヨーロッパ的形體」といっているほどである 

 P.110 「～勇氣は死をも打殺す。」かくして超人の永世は重力の精を超克すること

によつて成し遂げられた。 
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恒吉 良隆「ニーチェの『運命愛』-『永遠回帰』との関連において-」：『文芸と思

想』38,68_a-53_a,1974-02-15、福岡女子大学。 

 

 P.58 〈運命愛〉,〈力への意思〉,〈超人〉などに連なるニーチェ思想圏の原型 

 P.63 ニーチェが生の本質を〈力への意思〉と見なす 

 P.65 「力が恵み深くなって目に見えるものの中に降りて来るとき」 
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柴嵜 雅子「ニーチェにおける身体の問題-自己・身体・世界-」：『年報人間科学』

第六号,八三頁-九五頁、大阪大学人間科学部一九八五年二月。 

 

 P.87 まず、なぜ身体を手引きとするのか、ニーチェが挙げているその理由を拾い

上げてみよう。 

 「精神（あるいは『魂』あるいは今日魂の代わりに学者言葉で言うような『主観』）

と比べて、いつの時代でも身体の方が我々の最も確実な存在として、要するに自分とし

てよりよく信じられてきた。自分の胃を他人の胃、例えば神の胃として理解することを

思いついた者などこれまで一人としていない…。」 

 P.91 ニーチェは身体の洞察に基づいて生を力への意思だと喝破したが、彼は更に

進んで世界をも力への意思と見なす。 

「生の現象に、栄養摂取・生殖・遺伝に、社会・国家・慣習・権威に特有なものとし

ての力の蓄積への意思。 

この意思を化学においても運動力として仮定しても構わないのではなかろうか。 

また宇宙の秩序においても。 

単にエネルギーの不変ではなくて、浪費の最大経済、従ってあらゆる力の中心からし

てより強くなろうと欲することが唯一の現実である。」（13,26） 
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河内 信弘「ニーチェにおける高さへの志向」」：『城西大学研究年報』人文・社会

科学編 12,37-52,1988-03-30。 

 

 P.（24） ニーチェには高さへの志向がきわめて強い（1）。 

 P.（25） （1）『空と夢』（ガストン・バシュラール著 宇佐美英治訳 法政大学

出版局 一九七四年）第五章「ニーチェの昇行の心象」一八二二～四一頁参照 

 P.（28） ところであの有名すぎるといってよい「同じ
、 、

もの
、 、

の
、

回帰
、 、

」と題されて記

された一八八一年の夏のはじめのメモの終りはつぎのようなものである。 

 

 考えるべきこと。自分の体験したさまざまの崇高な状態をさまざまの章の基礎として

―～そしてさらに上に向うこと。 

 

 P.（32） ところで「私の異をとなえるところ」に次の一節を見出すことができる。 

 

 …そこで自分に、本来私の身体は音楽から一体なにを望んでいるのか、とたずねてみ

る。なぜ
、 、

なら
、 、

精神 Seele のごときものは存在しないのだから…身体
、 、

が
、

軽やか
、 、 、 、

に
、

なる
、 、

こと
、 、

、 

と私は思う。あらゆる動物的機能が軽やかな、大胆で、奔放で、自信にあふれたリズム

によってまるで高められてしまうかのように。青銅のような生が、鉛のような生が、黄

金のやさしい、なめらかなメロディーによってまるでその重さを失ってしまうかのよう

に。 
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辻本 勝好「ニーチェにおける≪重力の魔≫について-神なき時代の神-」：『藝文研

究』（56）ｐ.83-101,1989（慶應義塾大学文学部紀要）。 

 

 P.84 「おれたちは無限の虚無のなかを迷っていくのではないか？ 

 少くともおれたち自身が神々にならなければならないのではないか？」 

 P.86 「神の影」に対する闘争は、『ツァラトゥストラ』の中では、《重力の魔（der 

Geist der Schwere）》に対するツァラトゥストラの戦いに集約されている。 

 P.87 「さあ,この重力の魔を笑って殺そうではないか！」 

 P.90 「とりわけ,わたしが重力の魔を敵視していること,これこそ鳥の生きかたな

のだ。」 

 P.93 《重力の魔》に対するツァラトゥストラの優越は,すでに述べたように,笑い

と舞踏に現れている。 

 P.95 存在は至る所で原因として考慮され、すりかえられて
・ ・ ・ ・ ・ ・ ・

いる
・ ・

。 
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菅野 孝彦「ニーチェにおける『認識としての力への意思』」：『倫理学』7,39-49,3

月-1989、筑波大学倫理学原論研究会。 

 

 P.43 人間存在や世界の規定を算定し、論理化し、概念化する認識のあり方を、ニ

ーチェはさらに〈意識化〉という言葉で表している。 

 「ひとは、実在、〈真の存在〉に弁証法によって近づく。 

 人間を精神に解消するとは、彼を神とすること―精神、意思、善意、― 一者」 

 P.47 ニーチェは、道徳・芸術・真理について、そうした手段が目的となる有様を

語る。 

 「〈美のための美〉〈真のための真〉〈善のための善〉―これらは、現実的なものに

向けられた邪悪な眼差しの三つの形式である。―芸術、認識、道徳は、手段なのである。」

10[194]（Ⅷ） 

 ニーチェによれば、こうした認識は、たしかに意図においては生の上昇を企図してい

たのであるが、実際には、このように手段が目的となり現実を貧しくし、誹謗するので

ある。 
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工藤孝史「ソロヴィヨーフとニーチェ-『超人の思想』（1899）-」：『スラヴ研究』

38,70-90,1991、北海道大学。 

 

 P.71 ソロヴィヨーフの語るところを聞けばすなわちこうである。 

 「人間はそもそも、自分が実際にそうであるところのものより良く,大きなものであ

ろうと欲する。彼はそもそも
・ ・ ・ ・

超人の理想へと引きつけられているのである。彼が本当
・ ・

に
・

望むならば,彼にはそれができるであろうし,もしそれができるならばそうしなければ

ならない。」（268） 

 P.73 ソロヴィヨーフが「超人」問題を考える際に念頭に置いている事柄には,～ 

人間のなかに潜んでいる「無限の志向」に対する信頼の上に,自らの思想を確立しよう

と努力した哲学者であった。「超人の思想」では,この,人間が本来持っているとされる

向上心ないしは無限の志向の延長線上に「超人」が位置づけられ,その意味で「超人」

の理想が同時に人間本来の理想であるとも主張される。 

 「その志向とは,人間が自己の現実より大きく,より良くなろうとする志向,すなわち

超人的になろうとする志向である。」（270） 

 P.74 さて、そうした否定的現実の最も根源的な現象として彼が提起するのは死と

いう現象である。 

 「超人」はそうした「凡庸」の対極において、この「死」をこそ克服するのでなけれ

ばならない,－ソロヴィヨーフは問題をこのように提起している。 

 P.75 「～死を避けがたいものとして意識していながら」,一方では「それが避けら

れないという意識の中で,少しも安らぐことができないでいる」 

 「～『超人』は何よりもまず,そして特に,死を必然的なものにしている本質的条件か

ら人類を解き放つ解放者,すなわち死
・

の
・

征服者
・ ・ ・

でなければならない。それ故にまた,彼は,

その条件下ではもはや死がないか,あるいはたとえ死んだとしても,それが永遠の生命

を獲得するに至る甦りのための死であるような,－そういった条件を現に満たし得る
・ ・ ・ ・ ・

者
・

でなければならない。」（272） 

 P.76 「死の克服」という理想 

 彼はニーチェとともに,ある特別な未来に向かって歩みだしていると言えるであろう。

～この点でニーチェがツァラトゥストラに語らせている次の言葉は注目に値する。「そ

れは重さの霊であった。－この霊に支配されて,いっさいの事物は落ちる。/これを殺す

のは,怒りによってではなく,笑いによってだ。さあ,この重さの霊を殺そうではない

か」（99） 
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 P.77 「上へ。－宿敵である重さの霊に抗して。 

 P.78 そしてソロヴィヨーフは言う。「いずれにせよ超人的
・ ・ ・

な
・

道
・

は
・

存在
・ ・

する
・ ・

。この

道のおわりには死に対する完全で決定的な勝利があるのだから。」（273） 

 P.80 ソロヴィヨーフのニーチェ観にある種の説得力があるのは, ソロヴィヨーフ

が,死
・

の
・

問題
・ ・

を
・

契機
・ ・

と
・

して
・ ・

,人間の根本的な意義であるとまで言われた,「永遠」をテー

マとする議論で「のりこえ」の姿をイメージするからである。 

 P.81 ニーチェは言う。「『葉が落ちるとき,そのとき生はおのれを犠牲にしてささ

げているので－力のために。～生があるところにだけ,意思もある。－力への意思であ

る。/生きている者にとっては,多くのことが生そのものより高く評価される。しかもそ

ういう評価そのもののなかに明らかに見てとれるのが－「力への意思』」（190-1） 

 P.82  
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青木 隆嘉「ニーチェ・『芸術家の光学』の射程」：『人間関係論集』8,1-42,1991-03-31、

大阪女子大学。 

 

森 一郎「ニーチェから見たハイデガー（上）-ニーチェ研究ノート 1-」：『東京女

子大学紀要論集』45（2）,19-40,1995-03-08。 

 

森 一郎「ニーチェから見たハイデガー（下）-ニーチェ研究ノート 2-」：『東京女

子大学紀要論集』46（1）,37-64,1995-09-20。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



浮遊感について －特に建築における浮遊感の意味について－ 

 
  Ⅱ資料  参考論文          43 

 

坂本 耕一郎「ニーチェの永劫回帰思想について」：『哲学会誌』33,13-21,1998、

弘前大学。 

 

 P.16 ツァラトゥストラと彼の不倶戴天の敵たる「重力の精」（小びと）との対話

を通して、永遠回帰の世界像が次のように明かされている． 

 P.17 「この門道もまた,すでに ― 現存したにちがいないのではないか？ 

 そして,この瞬間が一切の来たるべき諸事物を自分の結果として引き起こすようなぐ

あいに,一切の諸事物は堅く結ばれているのではないか？したがって, ― この瞬間は

自分をも自分の結果として引き起こすのではないか？ 

 かくて,われわれは永遠に回帰するにちがいないのではないか？ ― 」 

 この世界観を理解するために,それを支えている暗黙の前提を明らかにしておきたい,

その前提とはこうである． 

 （1）力は無限ではなく有限である． 

 （2）時間は未来と過去の両面にわたって無限である． 

 （3）現在の瞬間は存在の瞬間ではなく、生成の瞬間である． 

 生成は終局状態あるいは平衡状態をすでに達成してしまっているはずだ,とニーチェ

は考えるのである． 

 P.18 「一切の真理は曲線的であり,時間自体が一つの円環である」と言われている．

永遠に同じ軌道を描く円環である． 

 すでに無限回にわたって為され・為されるであろうこと以外決してあり得ないことに

なる． 

 ニーチェはこの思想のニヒリズムを「重力の精」（小びと）に次のように言わせてい

る． 

 「『必然的に落下するのだ！』」 

 永遠回帰が真実だとするならば,従来のすべての目的論的世界観は,当然これによっ

て否定されてしまう． 

 ツァラトゥストラその人にとっては,～彼は～「人間は超克されるべきところの,何も

のかである」と人々に説き 

 ニーチェは永遠回帰思想の暗黒面を,～「黒く重いヘビ」という比喩を用いて表す 
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山口 誠一「幻影の哲学者ニーチェ」：『法政大学文学部紀要』50,A31-A50,2005-03-01。 

 

河合 大介「ニーチェにおける〈幻視〉の概念  －芸術経験における視覚と身体

－」：『美學』第 56巻 3 号（223 号）2005 年 12 月 31 日刊行。 

 

森本 倫代「ニーチェの『超人』思想-シュタイナーのニーチェ論を手がかりに-」：

『東京工芸大学芸術学部紀要』12,79-83,2006-03-31。 

 

三松 幸雄「伝承の物質性、アルシーヴの権力-ハイデガー＝デリダ主義の「閉域」

に抵抗するもの-」：東京大学教養学部哲学・科学史部会『哲学・科学史論叢』第八号、 

平成 18年 1 月（79-137）。 

 

千葉 胤久「超越論的自我の不死性の変容-フッサール・ハイデガー・フィンク-」：

平成 18 年度科学研究費補助金「基盤研究（C）」（課題番号 17520002）。 

 

寺邑 昭信「ハイデガー『存在と時間』注解（1）～（3）、（5）～（12）」：鹿児

島大学法文学部紀要『人文学科論集』2001-09-10～2011-02-25。 

 

入谷 秀一「生の肯定か否定弁証法か-ニーチェとアドルノ」：『メタフュシカ』38

巻 97-110 ページ、2007-12-25。 
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（哲学：ハイデガー） 

 

松本 直樹「障害状況（breakdown）からの存在論 -ハイデガー『存在と時間』にお

ける存在と無との関係について-」：京都哲学会『哲学研究』579 号、78～106 頁、2005-04。 

 

 P.92 この不安における事実性と実存性の統一は、不安が本質的に死の不安である

ことを考慮に入れてはじめて理解可能になる。 

 世界内存在を構成する事実性-実存性といった形式的な諸構造、つまり実存疇

（Existenzialien）が、現存在の無である死の可能性との対立からのみ分節され、形

成されてきたものであることを示している。 

  P.92 現存在の本来的な開示の基礎は、自己自身の死に関わる現存在の「究極のブ

レイクダウン状況」（ドレイファスにある。） 

P.95 実存であれ手許性であれ、存在理解そのものの成立条件に無の理解

（cf.KPM284）を組み入れるという課題は、『存在と時間』においては果たされずに終

わったのである。 

  P.96 一九二九年のフライブルク大学就任講演『形而上学とは何か』を手がかりと

して簡単に確認しておこう。 

ハイデガーはこの講義のある個所で、存在者が存在へと、存在が時間へと企投される

という企投の系列を想定することは無限遡行に陥るのではないかという問に対し、時間

はそもそも「……へと企投する」ということ自体を可能にするものであるから、それ自

身はもはや他の何ものへも企投されない端的な自己企投（Selbstentwurfschlechthin）

であると答えている（GP437,cf.GP396f.） 

P.97 存在者は不安において、総じて「崩落寸前（hinfa¨llig）」（Wm113）にな

る。つまり、「不安は無を開示する」（Wm113）。 

  P.98 ハイデガーは、無の開示に浸透された、しかもたんなる論理的な否定の操作

よりもさらに実践的に深刻な現存在のふるまいとして、「反駁」「嫌悪」「拒絶」「禁

止」「欠乏」をあげている  （Wm117）。これらは全て広い意味でのブレイクダウン状

況であるが、それらはもはや存在にあとから無や否定を突きつけるのではなく、むしろ

はじめから存在の本質に無が属するからこそ可能であるような出来事として理解され

ている。 

P.101 私はそこで「存在と無は相属する」という洞察を、「存在は時間からその意

味を受け取る」というハイデガーのもう一つの根本的な着想に関係づけようとはしなか

った。 

  P.102 この時期のハイデガーは、「存在と無」という問題設定のうちに有機的に組

み入れようと努力しているのである。たしかに、その試みの多くが断片的な記述やたん
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なる示唆に終わっていることは否定できない。 

P.105 （16）ハイデガー自身が同じ講義で時間の有限性と死との連関を明確に指摘

している以上、両者が無関係であるとは考えられない。 
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（哲学：その他） 

 

ハンス・ペーター リーダーバッハ「布置状況における翻訳 －他者理解に関する方

法論的考察（Ⅱ）－」：『関西学院大学社会学部紀要』101,83-98,2006-10。 

 

 P.83 特に興味深いのは、ガーダマーがかつて強調した「解釈学の普遍性」を社会

学・政治学といった領域において発揮させようとする Ch.テイラーの「解釈学としての

人間科学」なのである。 

 上述の暗示を展開し、テイラーの解釈学をいっそう具体化させ、他者理解や人間科学

全体のもっともふさわしい方法として、布置状況における翻訳という一種の解釈の形式

を提示することが本論が最終的に目標とするところである。 

P.84 もともと解釈学は、十八世紀末・十九世紀初頭において、ドイツ神学から発

生したものであるが、解釈学的な人間科学の現象というものを理解するため、解釈学が

従来取り組む問題、つまり断片的なテキスト、とりわけ聖書というテキストの解釈の問

題に目を向ければよいだろう。幾千年前の出来事を語る聖書は、われわれ現代人にとっ

て容易に理解できるものではない。なぜなら、聖書というテキストの解釈の文献学的な

側面は別として、当時の人間の世界観、考え方、風習、社会制度などは、現在から見れ

ば、縁遠、異他的（独語“fremd”）なものとしか考えられないものだからである。解

釈者の課題は、このように難解な異他的なものを理解されうるものとして提示すること

にある。 

解釈学の対象領域の拡大を行った歴史家たちの中心的人物はＷ.ディルタイである。

彼が作り出した歴史学的な方法としての解釈学がＭ.ハイデガーによって、人間の生そ

のものの学としてさらに展開された。 

P.85 解釈学を最初から貫いている問題は、解釈されるべきテキストの隠蔽された、

不明な・断片的な「意味」というものだといえよう。 

テイラーは解釈学的現象とその「意味」といったものを次のように考察している。 

解釈作用の第一の前提は、研究対象つまり解釈学的現象が意味を持ち、記述可能なも

のでなければならない。というのも、意味を持たないものは、解釈学的人間科学の研究

対象となりえないからだ。少なくとも、研究者は対象の意味を想定しなければ考察の糸

口がないといえるだろう。 

彼は特定のテキストを解読しようとする。彼がこの特定のテキストを選んだ理由を問

われるなら、このテキストは意味を持ち、それはこの問題の解決のために必要なもので

あるからだと答えるだろうし、この意味が何らかの形で表現できなければ、解釈は、問

題解決にならないまま頓挫せざるをえないだろう。 

解釈作用のこの前提から見て、意味を、この意味の表現から区別する、ということは
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必要となる。つまり、解釈作用に生み出される表現は、テキストに潜んでいる不明な隠

蔽された意味の表現なのであり、この意味自体ではないのだ。 

解釈者の経験から見て、意味は何らかの程度まで明快に表現されうるものだ、といわ

なければならない。しかも同一の意味の多数の表現はありうる。このことを認めるなら

ば、意味はひとつの表現のみによって明らかにされうるものではなく、むしろ多数の表

現を許さなければならないものだ、ということもいえるだろう。それゆえ意味とその表

現を区別しなければならないのである。 

テキストを理解し、その意味を解釈し表現する、ということは、新たなテキスト、つ

まり解釈されたテキストについてのテキストを生み出す作業である。いうまでもなくこ

の新たなテキストは、解釈の対象となったテキストの意味を表現するものである。 

同じテキストの意味の多数の解釈・表現が存在する、という考えを認めるのは不可避

となる。それは結局のところ、表現と意味の区別を認めるということに至るのである。

自然科学の場合には、このような区別は不可能である。 

P.86 自然科学において要求されているのは、多数の曖昧な「表現」よりも、曖昧

さの余地を許さない「説明」なのである。 

テイラーが行う考察は、～、表現された意味がいつもある主体のための意味だ、とい

うことである。 

P.87 テイラーは解釈学的循環をどのように理解しているのか、という問題に目を

向けて見よう。彼によれば、解釈学的循環というものは、理解すべき現象の全体をその

部分から、しかもその部分を全体から理解しようとする営みを指しているものなのであ

る。 

P.92 感情はその表現から離脱させられているものではなく、むしろ表現を通じて

形をとるものだ、というテイラーの主張に注意を払う必要がある。つまり、「恥」のよ

うな、感情を表わすことばの機能は、客観的に存在するものとしての感情を記述するこ

とではなく、むしろそれを「洗練」させ、場合によってその感情を存在へと喚起するこ

とである。それによって、それらの感情を感じる主体の感情的な生活は以前と比べ、よ

りきめ細く分節されうるようになり、いっそう豊富になるのである。 

P.93 表現すなわち解釈と、表現されるものすなわち現象が関連しているからこそ、

解釈の適切性または真性を最終的に判断するのは困難であり、強いていえば不可能なの

である。なぜなら、この判断のために不可欠な、表現と表現されるものの明確な差異や

距離がないからだ。経験主義に基づく科学には、主体と客体のこのような差異が存在し

ているからこそ、科学的な認識の正当性や真性を最終的に判断することが可能だ、とい

わなければならない。 

テイラーは、この問題を以下のように論じている。 

「成功した解釈は、もともと乱雑で断片的な隠蔽された形で現れた意味を明らかにす

るものである。しかし、この解釈の正当性はどのように知られうるのだろうか。おそら
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くこの解釈は原文・テキストをその意味を明らかにするからだ。つまり、このテキスト

においての不思議な煙にまかれた難解で矛盾しているところはもはやそうではなく、そ

れらのところは解明されている。この解釈は常に表現の“言語”に関するわれわれの理

解にアピールしている。さらにこの理解は、あの表現が難解であり、他の表現に矛盾し

ているというようなことや（テキストの）意味が新たな形で表現されるならば、それら

の問題は解決される、といったことをわれわれに分からせてくれる。」 

P.95 プラトンが描いたソクラテスの対話法は本質的に、対話に参加する人々を事

象についての相互理解に導こうとする試みであり、相手を支配しようとする論叢ではな

い。 

プラトンの対話篇においては、ソクラテスが相手に自分の考えを押し付けようとする、

支配的位置を占める者のように見えるが、実際はこの印象は誤りに基づいている。 

どんな犠牲を払っても自らの解釈を保持しようとする者がねらっているのは、事象の

真性を理解し把握するということではなく、むしろ頑固に自己の立場に固執することな

のである。このような態度に反映されている「非本来的な」語り（Rede）には、ガー

ダマーが「本来的な」語りを対立させる。前者とは異なり、後者は「事象の内容を開示

できる」ものとされる。この本来的な語りにおいて現れる、事象の真性への追求という

態度を具現しているのは、ガーダマーによれば、まさにソクラテスというなの人物であ

る。 

P.96 対話の参加者が体験できる真性の徐々の出現が、ガーダマーが語る「解釈学

的体験」なのである。換言するならば、この体験において真性の表現（Darstellung）

が行われるといえよう。 
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リーダーバッハ ハンス・ペーター「布置状況における翻訳-他者理解に関する方法

論的考察（Ⅲ）-」：『関西学院大学社会学部紀要』第 103 号,33-46,2007-10。 

 

P. 37 ベンヤミンによれば、～目標はむしろ解釈作用を伝統の支配から解放するこ

とにあると言えよう。 

ベンヤミンの場合には、歴史と現在の関係は安定していないからこそ、その関係は非

連続的な性格を待たざるを得なくなる。しかし、現在と歴史は何ら関係も持たないわけ

ではない。むしろ、ベンヤミンが考えているように、その関係は想定されうるにもかか

わらず、現在のために意味のあるものとしてそれは瞬間的にひらめいてくる「布置状況

（Konstellation）」においてのみ表現されうる 10）。 

P.39 ベンヤミンは地平概念そのものを否定しているからである。 

P.42 和辻が行った地平拡大は、彼の時代において稀なものではなかった。とりわ

け京都学派に属する哲学者は、ヘーゲル、ハイデガー、エックハルトらの思索を受容し、

さらに展開しようとした 34）。 

P. 44 他者理解の構造と可能性が解明されうるのは、布置状況における翻訳という

モデルにおいてのみである。 

P.45  参考文献 大橋良介「思想としての日本文化論」中央公論 1988 

（11）,pp.81-95. 
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植田かおり「プロティノスの『ティマイオス』解釈 -魂論における Tim.35a の位置」：

『神田外語大学紀要 第 20 号』、2007 年。 

 

 P.24 註）7 『ティマイオス』を Tim.と略記する。 

P.2 Tim.はプラトンの著作中、最も多くプロティノスが言及している著作である。 

P.3  Tim.における「範型（παραδειγμα,28a-b,30c-31d,etc.）」の完全

性が、知性または知性界の完全性として語られている。 

Ⅴ9(5),9,5-8「この宇宙がそれによってあるところのものは知性に由来するのである

から～」 

P.6 上位のものがとどまりながら、下位のものが発出していくという垂直方向の関

係性は、～より一般的な関係性としても語られている。 

Ⅴ2(11),2,2「始原から末端のものにいたるまで、進出するその仕方は、それぞれが常

に自己固有の座に残り、生み出されたものは一段劣る別の地位を得るという仕方なので

ある」。 

P.7 （ⅱ）魂の序列について 

Tim.41d において、～全体に共通しているのは上方に知性（または一者）をおき、下

方へ向かって価値が劣るという、上下の序列化が成立していることである。それは例え

ば次の箇所のようにである。「全ての人々は全ての力を持っているけれどもそれぞれが

同じ力で活動するのではなくて、ある人々は第一の力で活動し、ある人々は第二位の力

で、また第三位の力で活動するからである」（Ⅳ3(27),6,27-34）。 

P.9 似姿は、原型に似ていると言える限りで価値があるが、原型ではないという意

味では没価値的である。「原型-似姿」という優劣の関係において、感性界は両義性を

持つものとして価値づけられるのである。 

P.17 Ⅰ1（53）,8,10-12 においては、「真の人間」が問われている。それによれば、

先ず「我々（即ち、個々人の魂）」の「真の人間」（魂の上位の部分）は肉体と混じり

合わずに「思惟の活動」として、「生命あるもの」に君臨し、下位の部分が肉体と混じ

り合って生命あるものをつくる。～しかし前者こそ「真の我々」であり、感性界の劣悪

な事柄から自由である。 
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岡野 利津子「宗教多元主義とプロティノス」：学習院大学人文科学研究所『人文』

8号 21～42 ページ、2009 年。 

 

 P.22 ヒックはそのような宗教解釈をプトレマイオス的天文学に譬える。 

  「究極的に実在するもの、究極的に価値あるものは一者であり、この一者に対して

全面的に自分を捧げることが、われわれの究極的な救い・解放、悟り・完成なのである」

（『宗教多元主義』78 頁）。 

 P.23 ヒックはこのようにして各宗教における究極的実在を同一だとみなす 

 「神は普遍的な愛であるにもかかわらず、人類の中の少数者であるキリスト教徒だけ

を救うというパラドックスが出てきてしまった。われわれキリスト教側からの宗教の神

学において、『コペルニクス的転回』が求められるのはまさにこのパラドックスのゆえ

にである」（『宗教多元主義』176 頁）。 

 「神による普遍的な救いのわざを信ずる信仰を仮定すれば、人類史上ひとつの特定の

流れ、すなわちユダヤ・キリスト教という流れに生きる者だけに救いを限るという主張

はできなくなる」（『もうひとつのキリスト教』143 頁） 

 全存在における唯一の究極的実在を信ずる限り、次の何れかの考え方を取らざるを得

ないことになる。 

①宇宙の究極的実在を述べているのは、自宗教のみである。→排他主義 

 ②他宗教の絶対者も、自宗教で言う絶対者が不完全、不正確な仕方で捉えられている

ものである。→包括主義 

 ③諸宗教にとっての究極的実在は同一であり、諸宗教はその唯一の実在を異なる仕方

で捉えている。→ヒックによる多元主義 

 つまり、神を宇宙万有の唯一の究極原理であるとみなす限りは、そのような神を信仰

しているのは自宗教のみだと考えるか、他宗教もそうだと考えるか何れかである。そし

て後者の場合、万有にとっての唯一の原理は複数はあり得ないのであるから、各宗教は

同一の対象を信仰しているのだということになる。 

 逆に言って、いかなる一元性をも否定する端的な多元論を主張するには、少なくとも

理論的には、万人にとっての唯一の神という信念を放棄するしかないだろう。 

 P.24 ヒックは諸宗教において、神的実在が二通りの形態を有するものとみなされ

ていることに着目し、「実在者そのもの」“the Real an sich”と「人間に経験され

思考された実在者」“the Real as humanly experienced and thought”（『宗教多元

主義』78 頁）という区別を指摘する。たとえばキリスト教においては、「創造『以前』

の、創造からは独立した、無限の自存的存在としての神」と「創造された人間との関係

の内にあってこの人間によって体験される存在としての神」との区別、～ 

 P.26 このように、神的実在は我々に現象するもの、つまりわれわれにおいて経験
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されるものとしてしか知覚されず、それを知覚する人間の側の多様性によって、異なっ

た仕方で知覚される。つまり神的実在は、知覚者が属する伝統内の諸概念を通して受け

取られるため、多様なものとして経験されるのである。これが、宗教現象が多様である

理由である。 

 3.ヒック批判 

 P.27 ヒックにおいては、～「神的本体」は「神的現象」としてしか知覚され得な

いのだから、「神的本体」そのものは認識も経験も超えている。そこでヒックは、「神

的本体」そのものは経験されないと断言する。 

 「～言い換えれば、〈実在者〉は本体的（アン・ジッヒ）に経験されるものではなく、

〈実在者〉と人間の側の意識のさまざまなパターンとの中間面で生み出される、種々の

非人格的なイメージや概念を介して経験されるのである」（同書,85 頁,cf.『宗教多元

主義への道』182 頁）。 

 P.28 しかし、翻って考えて見ると、経験できないものがなぜあると言えるのかと

いう素朴な疑問が浮かんでくる。 

 この種の疑問に対して、ヒックは～「～その答えとなるのは、～われわれはその本体

を要請しているという事実である。」 

 カントの認識論では、われわれは物自体（Ding an sich）によって触発（affizieren）

されるのであり、物自体は認識されないとしても、現象の背後に物自体があることが想

定されざるを得ないとされている 8）。 

 P.38 8）「われわれはもろもろの現象の背後に、現象ならざる何か他のものすなわ

ち物自体があることを許容し想定せざるをえないのであり、～われわれは物自体に近づ

きそれがそれ自体においていかにあるかを知ることは決してできないということを、わ

れわれはみずから甘んじてみとめるのである」（『人倫の形而上学の基礎づけ』Ⅳ45,

邦訳 1979 年,297-298 頁）。 

 P.28 但し、われわれはそれを、われわれの側に具わっている知覚装置を通じてで

なければ受け取ることができないという意味で、それ自体は認識不可能なのである。 

 P.29 ヒックはカントの認識論に依拠しているため、「神的本体」を経験不可能な

ものとしているが、これに対して、～それでも宗教者たちは確かにそれを経験している

のだと考えることもできるだろう。つまり、事実としての経験と、それについてわれわ

れが持つ認識とを分ける立場があり得るということである。 

 そこで、次にプロティノスの認識論を取上げる。 

 1.存在の根源は存在を超えている 

 P.30 多くの要素から成り立つものが存在するには、まずその個々の要素が存在し

なくてはならない。そこで、万有は一つのものを起源とする。 

 一者は、「存在を超えている」ので、それ自体は「存在」ではないが、「存在」を生

み出すものなのである。 
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1. 存在は〈何かであるもの〉として限定されているが、一者は無限である 

 P.31 3.一者は本来名付けられない 

 「～この名称は命名者によって可能な限りうまくつけられてはいるのだが、それでも

かの本性を言い表わすには、これすらも不十分だからである」（Ⅴ5〔32〕6.30-34,cf.

Ⅵ9〔9〕3.49-54,ibid.5.31-34,Ⅱ9〔33〕1.5-11,Ⅴ3〔49〕13.1-6）。 

2. 一者は知性（ヌース）を超えている 

一者はまた、アリストテレスの言う、自己自身を思惟する知性（ヌース）としての 

神でもない。なぜなら思惟する者は、何かを対象に思惟するのであり、たとえ自己自身

を対象に思惟するのであっても、思惟する主体と対象という二重性をもつからである。 

 P.32 「直知し、直知される一者は二者なのである」（Ⅴ1〔10〕4.31-32, cf.Ⅲ8

〔30〕9.5）。したがって、直知するものは、始原ではないことになる（cf.Ⅲ8〔30〕

9.5-6）。 

 5.一者は不可知である 

 一者は無限で無規定であるので、直知によって何か〈或るもの〉として把握されるも

のではない。 

 P.33 一者体験 

 それは「没我（エクスタシス）であり、一体化であり、自己放棄であり、接触への努

力であって、また静止であり、思念を凝らしてかれへの順応をはかること」（Ⅵ9〔9〕

11.23-25）だと言われる。その時、われわれは一者と「一つになっている」（Ⅵ9〔9〕

11.5,cf.ibid.4.23-24,10.21）のであり、これが所謂「合一」である。それは、「全

体にわたって静止し、いわば自分が静止そのものになり切るようなもの」（Ⅵ9〔9〕

11.15-16）であり、その時には「言論も、何らかの知るはたらきも存在しなかった」

（Ⅵ9〔9〕11.11-12）のである。 

 「なぜなら、魂が言うには、自分が見ているかの者も動かないのだから」（Ⅵ7〔38〕

35.1-4）。 

 7.一者についての認識はヌース（知性）の次元に生ずる 

 P.35 8.真理はヌースの内容であり、唯一絶対ではない 

 P.37 プロティノスの哲学は、どこまでも虚心に根源的一者に向かうよう、われわ

れを促すものなのである。 

 P.38 注 4）そこでヒックは、「神」“God”という言葉より「実在者」“the Real”

という言葉を用いるようになる（『宗教多元主義』173 頁を参照）。 

 注 5）「究極者のことは語りえないということは、長年にわたり、宗教思想の根本テ

ーマであった」（『宗教多元主義への道』183 頁 ,cf.An Interpretation of 

Religion,p.246）。 

 注 10）「われわれが（かのものを）言い表せなくても、（かのものを）持つことをわ

れわれは妨げられてはいけないのだ」（Ⅴ3〔49〕14.4-8）。Cf.Schroeder1985. 
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P.40 注）21 キャンベルもカントの認識論を援用しながら、「感性の形式と人間的

思考のカテゴリーは、それ自体がこの力の発現なのだが、人間の心を制限し、カラフル

で流動的、無限に多様で途方に暮れるような現象の光景を超えた彼方を、通常、みるこ

とも考えることさえも不可能にしている」（『千の顔をもつ英雄』邦訳 1984,下巻,78-79

頁） 
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（その他） 

 

高橋誠史、河原塚有希彦、桑村宏幸、宮田一乗「ジェスチャ認識とエアブロアを用い 

た VR アプリケーション」：『社団法人情報処理学会研究報告』2003。 

 

 歩きながら目にする風景の移り変わりを、泳ぐという行為で置き換えてみたらどうな 

るのだろうか。映像の中を泳いでいるような感覚を体験させ、さらに、エアブロワによ 

る筐体の姿勢制御を行なうことで浮遊感を演出した。 

 我々は、普段の生活においては、重力の支配下で地面を代表とする 2 次元の面上を主 

に移動している。 

 日常の風景を、非日常的な泳ぐという行為で体験させることがひとつの目的である。 

 体験者が泳ぐ動きを激しくするにつれて、徐々に空に上がっていくような演出になっ 

ている。 
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森悠太、風井浩志、片寄晴弘「Minimal Music 聴取時における脳機能計測」：『社団法

人情報処理学会研究報告』2007。 

 

 聴取者が「浮遊感」を感じるという Minimal Music に注目し、Minimal Music 

聴取時には右前頭前野における脳血流が増加する傾向が観測された。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



浮遊感について －特に建築における浮遊感の意味について－ 

 
  Ⅱ資料  参考論文          58 

 

圓田浩二：「日本におけるスクーバ・ダイビングの変容 1950 年代から 1990 年代ま

で」：『沖縄大学人文学部紀要』第 11 号 2009。 

 

 水中での浮遊感覚を楽しむもの 
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5 関連論文 

 

（物理学） 

 

 

（建築学） 

 

 

（美学） 

 

河合 大介「アポロンの幻視：初期ニーチェ芸術論への視覚論からのアプローチ」：

『美學』55（3）,58,2004-12-31、美学会。 

 

河合 大介「ニーチェにおける<幻視>の概念-芸術経験における視覚と身体」：『美

學』56（3）,1-14,2005-12-31、美学会。 

 

岩城 覚久「『没入感』と『浮遊感』」：《ディヴィナ・コメディア》（1991 年）

におけるヴァーチャリティとリアリティ、『美学芸術学論集』5,63,2009-03。 

 

岩城 覚久「没入感と浮遊感」：《ディヴィナ・コメディア》（1991）、『美学論

究』25,1-16,2010-03。 

 

 

（哲学） 

 

（哲学：ニーチェ） 

 

柴嵜 雅子「『悲劇の誕生』における世界と人間」：『年報人間科学』第七号,五五

頁-六七頁、大阪大学人間科学部一九八六年三月。 

 

尾熊 治郎「ニーチェにおける『生と認識』の問題-『生の自己更新』を中心にして

-」：『創価大学比較文化研究』4,240-253,1986。 

 

水野 建雄「ニーチェとディルタイ-生と歴史をめぐって-」：『哲学・思想論叢』11, 

73-85,30-1 月-1993、筑波大学哲学・思想学会。 
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永井 俊哉「ニーチェにおけるパースペクティヴの地平構造」：『一橋論叢』109

（2）,287-301,1993-02-01、一橋大学。 

 

（哲学：ハイデガー） 

 

杉本裕司「生と学の間：ディルタイ、ヤスパース、ハイデガーにおける人間理解のカ

テゴリーの解釈学的考察」：『熊本大学文学部論叢』26（哲学篇）：55-85、1988-09-30。 

 

山本 興志隆「世界と死について-ハイデガーの思惟を手掛かりにして-」：『哲学

論叢』（1994）,21：85-96、1994-09-01、京都大学。 

 

浅野 章「死における人と思想-スピノザ、福沢諭吉、ハイデガー-」：『宗教研究』

80（4）,1006-1007,2007-03-30、日本宗教学会。 

 

村上 喜良「存在と聖なるものの存在論-ハイデガーとスコラ哲学の観点から-」：

『宗教研究』81（4）,986-988,2008-03-30、日本宗教学会。 

 

長谷川 幹子「現代社会における『死の問題』についての一考察-ハイデガーの『死

と実存論的構造』に即して-」：『社会教育学研究』14,16-29,2008-04、大阪教育大学

社会教育学研究室。 

 

松本 直樹「Sein zum Tode 再考-ハイデガー『存在と時間』と「死」の概念-」。 

 

佐々木 正寿「不安と悲哀-人間存在の《根本気分》をめぐって-」：『メタフュシ

カ』39,25-35,2008-12-25、大阪大学大学院文学研究科哲学講座。 

 

森 一郎「世代は乗り越えられるか-或る追悼の辞-」：『東京女子大学紀要論集』

59（2）,1-18,2009-03-10。 

 

池田 喬「<全体>の実存論的解明を巡って-ハイデガーの側からの<ヤスパースとの

対決>-」：第 21 回大会研究発表要旨（CiNii 論文 2011/09/10 GeNii 国立情報学研究

所）。 

 

上田 憲嗣、綿引勝美「『力』の解釈学的考察-ハイデガーの『存在と時間』第五章

「内・存在そのもの」より-」：CiNii 論文-005A00006、2011/09/10。 
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Ⅱ 資料 

 

２ 記述資料 

 

2）参考文献 

 

参考文献の検索は、以下の方法によって行なった。 

・ゼミの指導教官の教示によった。 

・他、インターネットによる検索を行ない、検索用語は「浮遊感」及び「重力」と

した。検索対象機関は、社団法人 日本建築学会、及び国立情報学研究所である。 

・又、出版社の出版案内物、雑誌及び新聞の書評、雑誌及び新聞の広告によった。 

 

  収集した参考文献は、下記の「（目次）」の 5項目に分類した。 

   （目次） 

1 引用文献名 

2 引用文献の概要 

3 参照文献名 

4 参照文献の概要 

5 関連文献名 

 

 

参考文献の 5項目の分類の内容については、以下の通りである。 

 「1 引用文献名」とは、当論文に引用した文献の題目である。 

 「2 引用文献の概要」とは、引用文献から、当研究に関連のあるか所を総て挙げた

ものである。 

 「3 参照文献名」とは、参照したが、当論文に引用しなかった文献名である。 

 「4 参照文献の概要」とは、参照文献から、当研究に関連のあるか所を総て挙げた

ものである。 

 「5 関連文献名」とは、当研究に関連があると思われる文献であり、今後、参照す

べき文献として挙げたものである。 
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1 引用文献名 

 

（物理学） 

 

 

（建築） 

 

S.Giedion 太田實訳『新版 空間 時間 建築 2』：丸善、1975 年。 

 

日本建築学会編『空間体験 世界の建築・都市デザイン』：井上書院、2003 年。 

 

ノルベルグ・シュルツ、加藤邦男訳『実存・空間・建築』：鹿島出版会、2005 年、

第 16 刷。 

 

 

（美学） 

 

ユベール・ダミッシュ 松岡新一郎訳『雲の理論 絵画史への試論』：法政大学出版

局、2008 年。 

 

青山昌文『芸術史と芸術理論』：放送大学印刷教材、及び DVD 視聴覚教材、2010

年。 

 

 

（哲学） 

 

ミルチャ・エリアーデ 久米博訳『太陽と天空神 宗教学概論Ⅰ』：エリアーデ著作

集第 1巻、せりか書房、1974 年。 

 

柄谷 行人『隠喩としての建築』講談社学術文庫 866、1989/03。 

 

 

（その他） 

西川泰夫『認知行動科学 -心と行動の統合科学をめざして-』：放送大学大学院教材、

2002 年。 
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2 引用文献の概要  赤字は著者による。 

 

（物理学） 

 

 

（建築） 

 

日本建築学会編『空間体験 世界の建築・都市デザイン』、井上書院、2003 年。 

 

P.14 ファンズワ―ス邸 大地から持ち上げられた平面（横山勝樹） 

P.18 ポンピドーセンター ゲシュタルト心理学では、図形において注目されて浮き 

上がって見える部分を「図」、その背景となる部分を「地」とする概念がある。こ 

の「図」と「地」の関係を都市空間に適用すれば、パリの伝統的な街並みを「地」 

として、ポンピドーセンターが「図」となり浮かび上がる、と解釈される。 

（高橋洋子） 

P.38 ウィーン郵便貯金局 この二重のガラス天井の光は、内部空間に独特の効果を 

もたらす。二度の乱反射を経て方向性を失った散乱光が部屋に満たされることに 

より、空間に立体感や重量感が希薄となり、浮遊感が生まれて来るのである。さ 

らに、バシリカ式教会堂を想起させる断面は、曲面ガラスが背の低い側廊部から 

高い身廊部へと連続的につながることで、より一層、上昇感を高めている。 

（大川三雄） 

P.46 キンベル美術館 著名な自然光を採り入れるスリットとパンチングメタルの反 

射器は、ヴォールト天井の中央に取り付けられている。テキサスの強烈な日差し 

も、この反射器によって柔らかな銀色の光に変容され、コンクリートの天井はあ 

たかも荷重のない銀光色の幕のように見える。この反射器によって、空間は穏や 

かな光で満たされている。 

 荷重を受けないトラバーチンの壁とヴォールト天井の間には、ガラスのスリッ 

トが挿入されている。そこから漏れる光がまた、この天井の浮遊感を強調する。 

（三箇和彦） 

P.51 ヴァーラーナシのガート そこは、この世に存在する現実の空間でありながら、 

彼岸に通じる異空間、ユートピアへの出入口ともなる空間である。（福井通） 

P.55 厳島神社 宇治平等院の鳳凰堂の構成に見られるような、来世を船で渡って極 

楽浄土にまいる藤原時代の浄土信仰の具現化と言われる（積田洋） 

P.81 ガレリア 都市回廊に屋根を、そして透明な屋根をかけることにいかなる意味 

があるのか。その全天候性は目的の一つではあるが、やはり天にも通じる、上昇 
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する空間への憧憬が主目的と考えたくなる。ここに立って見上げてみれば、まさ 

に天蓋を置くことで、何もない天空以上に垂直感が意識される。（山口浩司） 

P.152 エッフェル塔 真下から塔を見上げると、迫り上がる流線型の骨組みに引き込 

まれそうだった。（中原まり） 

P.167 仏国寺 娑婆世界と仏国土を結ぶ青雲橋と白雲橋 

    仏国寺は山の麓に位置し、石壇が高く築かれたその上に伽藍が配されている。 

この石壇によるレベル差が、われわれ衆生の娑婆世界と天上の仏国土との境界 

を意味している。石壇は、石板と大小の自然石による技巧を凝らした石組で造 

られ、堅牢な相貌が二つの世界の隔たりを強調する。石壇の上には回廊が巡り、 

紫霞門（チャアハムン）や泛影楼（ポムヨンル）に連結する。泛影楼（ポムヨ 

ンル）は、仏国土への入口であり、青雲橋（チョンウンギョ）と白雲橋（ベッ 

クウンギョ）と呼ばれる二連の石階段が、約 7m のレベル差を結ぶ。階段の前に 

立つと、紫霞門（チャアハムン）を通して大雄殿の黒い屋根がのぞくが、上る 

にしたがって次第と明るく照らされた境内の視界が開ける。この視覚的変化を 

ともなう上昇のシークエンスは、ゴータマが悟りを開きブッダとなったストー 

リーを人々に暗示する。（横山勝樹） 

10 浮遊 神々の宿る宇宙に少しでも近づこうとする願望の具現化 

P.200 マチュ・ピチュ 

P.205 三仏寺投入堂 連日山中において業に励んだ修験者たちは、この御堂を仰いで、 

求める浄土の存在を感じることができたのであろう。（土肥博至） 

P.206 清水寺 

P.209 落水荘 

P.212 サヴォア邸 

P.238 姫路白鷺城 この城は空に浮かぶような高さを感じさせ、その感じは、城に近 

づくにつれ、また城内を回り歩いて天守閣に近づくにつれて強まってゆく。 

 この高さの感覚、高みの演出には、いくつかの要因が作用している。ひとつ 

は、姫山と鷺山という二つの小山の地形を見事に生かしている点である。それ 

によって、単なる山の上の城という単調さを克服し、横の広がりと変化の可能 

性を生み出している。次は、建築と石垣と緑地のバランスである。これは、色 

彩のバランスだけでなく、垂直方向の層をつくり出すバランスである。単純化 

して言えば、下層に分厚い緑の帯があり、中層に灰色の石垣の帯が、そして上 

層に白壁の浮き立つ建築群が見える。これによって、建築群、特に天守閣を構 

成する建築群に大きな浮遊感をもたせることに成功しているのである。 

（土肥博至） 

P.240 ポタラ宮 建物の形態は上部にゆくに従い豊かで表現的構成をとり、天空への 

イメージを高めている。白壁前のダイナミックで美しいつづら折りの階段が街 
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からのアプローチだが、ここを歩むと次第に天空の聖なる空間に近づく感じが 

して、聖域への接近感と昇天感を高める演出効果を果たしている。（福井通） 

P.307 クロード・レヴィ＝ストロース 1908- 

    レヴィ＝ストロースが未開文化の考察を通じて明らかにしたのは、文化的諸 

制度は人間精神の自律的な活動、つまり意味付与と抽象化へと関心を反映した 

ものであり、その点で未開も西欧も変わるところがないという事実である。未 

開文化における思考も根本的には論理的だが、これが西欧のそれと著しく異な 

るように見えるのは、前者においては、音や色や匂いに対する鋭敏な感性を基 

礎に、感性的類似に基づく論理の組立がなされるためであり、レヴィ＝ストロ 

ースはこれを「野生の思考」と呼んだ。「野生の思考」は、実は、人間の思考全 

体の一部をなすもので現代のわれわれにも無縁ではないが、未開人はその能力 

を全面的に開花し、それに多くを依存するのに対し、西欧文化はこれを著しく 

退化させ、逆に知的論理性の思考を発展させてきた。 

P.310 ロラン・バルト 1915-80 

    エッフェル塔は上昇の象徴である。 

    バシュラールの分析このかた、この上昇の想像力がどれほど幸福感に満ちた 

ものであるか・・・どれほど人間が生きるのを助け、また夢見るのを助けるこ 

とになるかは、よく知られている。 
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ノルベルグ・シュルツ、加藤邦男訳『実存・空間・建築』鹿島出版会、2005 年、第

16 刷。 

 

P.10 私は、人間環境の分析には空間概念がことのほか適しているものであるといま 

だに信じている。そこで、建築的空間は環境に関するシェマあるいはイメージの 

具体化として理解でき、このシェマあるいはイメージが人間の普遍的定位、つま 

り「世界内存在」の必要な部分をなすものだという考えを、私は「実存的空間」 

の理論を基礎にして、その上に展開しようと思う。 

P.10 本書は、哲学、心理学、建築学の諸研究に負うところが多く、本文中でそれら 

の引用が随所に行なわれている。 

P.13 人間が空間について興味をもつということは、実存に根ざしている。それは、 

人間が環境の中に生きた関係をつかみ取り、出来事や行為の世界に意味や秩序を 

持ち込もうとする要求から生ずるのである。 

P.14 いろいろな対象に向かって行なわれる人間の定位（オリエンテーション）は、 

人間と環境との間に力動的な均衡を打ち立てることを目ざしているのである。定 

位の対象は、内と外、遠方と近接、分離と結合、連続と非連続というような関係 

に従って配列される～ 

P.17 素朴な全体的体験を定量化し、その結果、抽象的諸関係の認識的世界が得られ 

たのであったが、それは日常生活とはほとんど直接の関連をもたない。そのため 

に、人間は根源的直観の断片をなおも保存しているものの、環境との情緒的関係 

というような、実存のある種の側面は生彩を失うことになったのである。 

P.18 シェマとは、ある状況に対応したある典型的反応であると定義してもよい。 

P.19 未開人が総合的に把握した空間は、分割されて、特化した諸構成となってきて 

おり、これらの特化した諸構成が、われわれが環境の諸相に向かって行なう定位 

や適応に役立っているのだと考えてよい。 

P.21 表現的空間を記述しようとすれば、空間の記述と同様に、より一層抽象的な構 

成、つまり表現的空間が可能性としてもつ諸特性を体系化する一つの空間概念を 

必要とする。これを、「美学的空間」（aesthetic space）と呼ぶことができよう。 

表現的空間の創造は、いつでも建設業者、建築家、計画家という専門家の仕事で 

あったが、美学的空間は、建築理論家や哲学者たちによって研究されて来た。 

P.22 建築的空間とは、実存的空間を具体化したものであると定義することができよ 

う。 

P.23 ギーディオンは、総じて三つの基本的概念を区別する。最初の建築的空間の概 

念化は、さまざまなヴォリュームから発せられる力、ヴォリューム間の諸関係お 

よびその相互作用と関連している。二世紀初頭に建てられたハドリアヌスのパン 

テオンの円蓋（ドーム）は、第二の空間概念化への突破口が完全に開かれた事を 
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表徴している。第三の空間概念化は、まだ揺籃期にあるにすぎないが、それは主 

として、建築的空間の内側と外側の相互作用の問題と関連している。 

P.24 ギーディオンは、ユークリッド空間内で単位を機械的に組み合わせるという考 

え方から脱して一歩進み、人間が抱く世界像の発展全般に関係する質的な差異を 

記述しようと試みるようになる。 

「空間のイメージが、情緒の領域に移されるその過程は、空間概念によって表 

現される。それは、人間と環境との関係を明らかにし、人間が対峙する現実を

表現するものである。人間の眼前にある世界は、その空間概念によって変えら

れる。空間概念に働きかけようとするならば、まずその空間概念によって己の

位置を、図形的（グラフィカル）に写し出すことが強制されるのである。」 

P.25 建築的空間の研究は、ふつう二群に分かれる。まず、ユークリッド空間に基礎 

を置き、その「文法」を調べる研究と、知覚心理学に基づいて空間理論を展開し 

ようと試みる研究とがある。 

P.27 いかなる知覚でも、それが意味作用をもつにはより安定したシェマ（イメージ） 

の体系に照合されねばならない 

P.34 空間に関しては、幾多の基本的研究が哲学者によって出版されて来た。 

  ガストン・バシュラール『空間の詩学』1964 年。（岩村訳『空間の詩学』1967 年） 

  オットー・フリードリッヒ・ボルノウ『人間と空間』1963 年 

  メルロ=ポンティ『知覚の現象学』1962 年 

  マルティン・ハイデガー『存在と時間』1960 年 

  マルティン・ハイデガー『建てる・住まう・考える』1954 年 

P.35 メルロ=ポンティは「・・・あらゆる寸法の中で、奥行きが最も『実存的』であ 

る」と結論する。 

 「実存は空間的である」と主張した最初の人であったハイデガー 

P.38『建築における志向』C.Norberg-Schulz:Intentions in Architecture,1963,p.97  

P.50 垂直方向は、上昇あるいは落下を表わし、ずっと昔からある特別な意味を担わ 

されてきたのであった。エーリッヒ・ケストナーは次のようにいっている。 

 「山への登上は贖罪を表わす。それは『上方』ということばのもつ強さと、『上 

へ』ということばの力に帰因する。」 

垂直性とは、このような理由で、空間にそなわる神聖な次元である、といつも 

みなされてきた。それは、日常生活よりも「高次の」あるいは「低次の」ある現 

実、また、重力―すなわち地上の存在―を支配したり、あるいは重力に屈服する 

ある現実に向かう一つの「通路」（path）を表わしている。 

P.53 「光が現われる原点としての東は、同時に生命の源である。太陽の没する場所 

としての西は、死へのあらゆる怖れに満ちている」E.Cassirer:The Philosophy of 

Symbolic Forms,1955,vol.2,p.99 
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P.68 古代人が、自分にとって一層具体的な実存的諸段階のほうを、この宇宙論的段 

階のイメージとして構想した 

 昔は、家具調度品の類さえも、世界像として考えられた。たとえば、オット朝、 

カロリング朝のシャンデリアは、「天上のエルサレム」の写像であった。

H.Sedlmayr:Die Entstehung der Kathedrale,1950,p.125 

 ある意味では、今日でもなおこのような事が起こっている。住宅や都市が、素

朴な現実主義的空間として受けとられているユークリッド的原理に基づいて建設

されたり、あるいは、ある種の建築作品が、相対性原理の時空連続体から発想を

得ているときがそうである。 

P.74 都市的イメージの第一義的特質は、同一性確認の可能な単一の場所である。こ 

の条件がみやされるためには、都市の設営地が、まわりの景観に対して「図」と 

しての性質をもたねばならない。 

P.83 実存的空間の諸段階は、一つの構造化した全体を形成しているが、これは、実 

存の構造と対応するものである。人間は、物理的、精神的、社会的、文化的な諸 

対象、つまりさまざまな対象と関連して実存する。これらすべての対象との出会 

いは、器物、住居、都市、景観の各段階で起こるのである。 

P.84 諸段階が、相互に他を表象することができるろということも大変重要である。

宇 

宙論的イメージが、都市や住居あるいは器物の形体を模倣することも可能である。 

ヒエラルキー体系の上位が下位に表象されるということは、上位の段階が、下位 

の段階によって「具体化」されることを意味する。～実存的空間の段階的ヒエラ 

ルキーの体系は、それゆえ、人間が己れの環境を手中に収めていった結果、生ま 

れたものなのである。 

P.97 建築的空間とは、実存的空間の「具体化」であると定義してよい。「実存的空間」 

は、一つの心理学的概念であって、それは、人間が、環境と相互に作用しあいな 

がら満足に生活してゆけるために発達させるシェマなのである。 

P.98 願望をかなえるために、人間は環境を変革しようとする。いいかえれば、既存 

の環境を乗り越えてゆこうとする一つのイメージを、建築は具体化する。建築は、 

いつも、人間の諸条件を改善しようとする願望を反映するものなのである。 

P.98 芸術作品が、それを知覚する者に「適切な態度」を要求するということを強調 

したのは、ハンス・ぜードルマイヤーが最初であった。‘Zu einer strengen 

Kunstwissenschaft’, Kunstwissenschaftliche Forschungen,Ⅰ,1931 

P.105 建築の目的の一つは、個人が一つの共通した形態の中へ統合してゆくのを助け 

ることにある 

P.106 いろいろな個人的表現といえども、そこに一つの共通した公約項がなければな 

らない。 
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 建築的空間は、そのような公共的な実存的空間を具体化してみせる。このよう 

な建築的空間は、ある種の構造的類同性を通して、人間世界の、より次元の高い 

対象を意味として表わす表徴形式の一つである。その構造的類同性によって、場 

所、通路、領域、および実存的空間の諸段階に、具体的な、物理的対応物をみる 

ことができる。したがって、建築的空間をつくり出すということは、志向された 

生活形態を環境の中に統合することを意味する。ルドルフ・シュワルツは次のよ 

うにいっている。「人びとは、人びとが見つけた土地の中に心の中の大地を据えつ 

け、外の景観の上に心の中の景観を重ねる。かくて両者は一体となる」。R.schwarz: 

Von der bebauung der Erde,1949,p.59 

P.157 ヨーロッパの伝統的景観は、これら二つの要素、すなわち堅固な城砦と遠くは 

なれた天国のような聖域とによって決定されていた。この二つが結合して、たと 

えば有名なモン・サン・ミッシェルにみられるように、理想的な城塞都市エルサ 

レムを象徴することもよくあったのである。 

P.219 「人間は、死にゆくべき者として大地を救済する、その限りにおいて住まうの 

である・・・」M.Heidegger:‘Bauen Wohnen Denken’,1954,p.24 

P.221 「特に建築には、この二つすなわち意味が与えられるもの quod significatur 

と意味を与えるもの quod significat が含まれている。意味が与えられるものと 

は、それについて語られるよう意図されている事物をいい、意味を与えるものと 

は、学問の理によって繰りひろげられた解明をいう。それ故、みずから建築家を 

公言するものは両方に精通していなければならぬと思われる・・・」森田慶一訳 

『ウィトルウィウス建築書』東海大学出版会、1969 年、7 頁 

（あとがき 加藤邦男） 

P.222 事物としての建築物が有意味となることと、その意味を生ぜしめるためのわれ 

われの理解を含みつつ、これら二者より上位のある全体としての建築のあり方が 

規定されているのである。人間にとって根源的活動である建築を成り立たせるた 

めには、建築物を構築するための技術的学問体系とともに、意味の了解としての 

学問体系の意義が正当に認められなければならない。 

P.224 全体は次元としての諸側面を有し、各次元は要素と関係の項を含みながらそれ 

自身またある脈絡を成立させているひとつの全体である。ところが、要素が分離 

されて独立に認められるということは、これまたすでにひとつの脈絡として把握 

されていることであって、それは全体性を備えていることになり、そのうちにま 

た従属的な要素と関係との二項を含む.このようにして、要素と関係とがいっしょ 

になって階梯（ヒエラルキー）的諸段階が見分けられ、各段階はそれ自身でひと 

つの全体であって、それが認識の対象であり、階梯的段階に従って下位から上位 

へと配列され、究極的な上位に建築的全体性が構想されているように思われる。 

P.226 日常生活にじかに結びついている環境との情緒的関係は、知覚という複合した 
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過程なのであるが、この過程を説明するためには、やはりなんらかの概念の体系、 

つまり心理学的体系―たとえばゲシュタルト原理や、J.ピアジェの概念―を援用 

しなければならない。そこで、具体的な物理的世界の認識的空間と、その上位に 

ある論理的関係の抽象的空間が措定されることになる。これは、現前する環境を 

対象としてわれわれ人間の側がそれを受け止めて説明することであるが、環境に 

働きかけそれを変革してゆくという人間の側からの作用について、やはり類同的 

に表現的または芸術的空間と、その記述を可能とする美学的空間が措定されねば 

ならないと考える。本書で論じる建築的空間はこの表現的（芸術的）空間の範疇 

にはいるのであり、それが実存的空間を具体化すると言うのである。 

P.233 「実存は空間的である」という言明に導かれて実存的空間論が展開されるが、 

ハイデガーの説明がすべて、われわれの問題である空間―建築的空間―に直接か 

かわっているのかどうか、もし重なり合う所があるとすればそれはどのような仕 

方なのか、はまだまだ反省を要するところである。したがって、本書の 

Existence,Existential space を、実存、実存的空間と訳して、実存哲学との親 

近性を感じさせておくことに、いくぶんの躊躇を覚えたのであるが、ほかの訳語 

を当てることにより、いっそうあらぬ誤解を招くおそれもあり、そのままにとど 

めた。 

 わが国においては、体系的な建築的空間論研究は、京都大学名誉教授森田慶一 

先生の「いろいろな空間について」に端を発し、同じく京都大学建築系教室の増 

田友也教授を中心とする現象学的アプローチによる建築における象徴的空間に関 

する一連の研究が先駆的である。 

 日本建築学会『建築雑誌』第七三巻八五七号 1958 年 4 月、森田慶一「いろい 

ろな空間について」 

 日本建築学会『建築雑誌』第八八巻一〇七〇号 1973 年 9 月、増田友也『建築 

的思惟について―存在論的建築のために』 

P.234 ハイデガーの示唆に従って、「死にゆく人間として」の建築論が重要な研究領野 

として未開拓である 
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（美学） 

 

ユベール・ダミッシュ、松岡新一郎訳：『雲の理論 絵画史への試論』、法政大学出

版局、2008 年。 

 

P.35  神と交わりたいという神秘的な欲望を秩序付ける記号の一つであるとしても、 

雲がタブローの中で、基本的な、しかし依然として精神的な「上昇」の経験、すなわ 

ち、性愛的な緊張感と、夢による流露を通してのその解消に結び付いた、ある種の幻 

覚として与えられなければならないことに変わりはない。 

P.60 音楽を奏でる天使たち 

P.62 聖女テレサの著作には「高位の祈祷者」、もしくは「法悦」、「上昇」、「魂の飛翔」、 

「昂揚」の状態にある人が、栄光に包まれ、しばしば天使たち、さらにはキリスト本 

人とともに空へと昇る場面をめぐる記述が多く見られる。 

 聖女テレサは『自叙伝』で記している。「言うならば群雲や太陽が蒸気を引き付ける 

ように、主は魂や弟子を完全に地上から引き上げる。神聖な群雲は空に昇り、魂を導 

いて、用意された王国の輝かしさを発見する助けとなる。」 

P.64 聖体示現のコード 

 昇天、もしくは様々な形の上昇、あるいは「移動」の主題が、法悦の幻視を示す際 

に常に必要とされるならば、そして雲、もしくは群雲が天上界の超越性を直接分かち 

持っているとするならば、何らかの宗教的な意義の付与に先立って、現象学的な観点 

から空は、超越性の場、あらゆる事物と同時に法則の起源、力や至高性の在り処とし 

て現れたのではないか。 

P.123 空中浮遊 『聖フランチェスコの法悦』ジョット 図 3   

P.160 平面と画法幾何学以外の手段に頼ることなく、眼差しを虜にし、奥行きの幻へ 

と誘う。 

P.163 中世絵画を特徴づける金色の空 

Ⅳ 連続体が種であるならば、無限は属にあたる。（『算術の哲学』ジュール・ヴィユ 

マン） 

P.178 マンテーニャが、トロンプ=ルイユによって天上界を示す最初の円蓋を構想し 

えた 

P.193 時の終わりを説いたサヴォメローナがフィレンツェで火刑に処せられた 1498 

年 

原注(16) 空および「上の世界」の象徴主義については『エリアーデ著作集』第 1 巻 

せりか書房 1974 

原注(31) アルベルティ『絵画論』 

   したがって、画家が、対象の中に生命を表現しようとすれば、そのあらゆる部
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分が運動しているように描くべきである。 

しかしその動きの中にいつも魅惑と優雅さを保っていなくてはならない。最も優

雅で真に生き生きとした動き、それは大空に高く向かっている運動である。 

原注(31) 空を示すこと、つまり画面の建物が空中に浮き出ていることに関しては、

自然の空間と空がそこに映るように磨いた銀箔が張ってあった。（『ブルネッレ

スキ伝』アントニオ・マネッティ 浅井朋子訳 中央公論美術出版 1989 P.73） 

原注(37) 『根源の彼方に：グラマトロジーについて』ジャック・デリダ 足立和浩

訳 現代思潮社 1972 

 

図 2 デューラー『キリストの昇天』 

口絵Ⅲ マンテーニャ『キリストの昇天』：ウフィツィ美術館 

『聖女テレサの法悦』 

『聖フランチェスコの法悦』ラ・トゥール 
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青山昌文：『芸術史と芸術理論』、放送大学教材 2010。 

 

P．106 輝ける物質は、人間の精神を「外的な煩わしさから連れ去る」力を内在させ

ている。 

    ゼードルマイヤ：「太陽や月の光が、この色彩豊かな媒体（ステンドグラス）を

通して射し込んで来ると、自ら光り輝く物質から放たれるかのように見える。」 

P．107 ゴシックの教会は、『神の恩寵によって、神秘的な方法で、この劣った世界か

ら、あの高き世界へと移される事ができるように思わせてくれる」力を持った大き

な宝石として、ステンドグラスを持っている。 

P．107 ゼードルマイヤは、ゴシックの〈自ら光り輝く物質〉性に着目する事によっ

て、ゴシック教会を〈天上のエルサレム〉のミーメーシス＝再現であると述べる。 

P．108 （ゴシックの）大聖堂では、天上の建物の〈天上的である事〉、「光の都」の

〈光的である事〉が、あらゆる芸術手段で感覚的に鮮やかに描かれている。 

P．116 神の愛の輝きとしての美とは、新プラトン主義的に言えば、万物を生み出す

〈一者〉から放たれる光が、世界のそれぞれの存在の中に入って行って、その光が、

それぞれにおいて、より下位の存在を生み出す力となる時の、その生命力の輝きを

生み出す力なのです。 

P．258 ヴァレンティヌス：「世界は偶然によって生まれ、又、いつか偶然によって消

滅するだろう」 
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（哲学） 

 

ミルチャ・エリアーデ、久米博訳：『エリアーデ著作集第 1 巻 太陽と天空神 宗教

学概論 1』、せりか書房、1974 年、286 頁。 

 

同上月報 6（1974.4 小苅米 晛） 

エリアーデが死の神話学として構想しているらしいイニシエイションの、象徴行

為としての死と再生の意味 

P.21 ヒエロファニーhierophanie ギリシア語 hieros 聖と、phainein 顕わす、のエ

リアーデによる合成語 

P.48 クラトファニーkratophanie 力の顕現 

P.74 古代文化の人間と現代人とを隔てる主な相違は、まさに、現代人は有機的生活

（まず第一に性生活や栄養摂取）を聖典礼サクラメントとして生きることができな

くなったところにある。 

なるほどそれらは現代人にとっては生理的行為にすぎないだろうが、古代文化の人

間にとって、それらは聖典礼、儀式なのであり、それを媒介として「生」そのもの

が表している力と交わるのに役立つのである。 

われわれは後で、力と生とは究極的実在の顕現であることがわかるだろう。 

こうした基本的行動は「未開人」においては、儀礼となるのであり、それを媒介と

して、人間が生成、「俗」、無などの自動作用（内容や意味を欠いた）から解放され

て、実在に近づき、存在に入っていくために役立つのである。 

P.75 あらゆる生理的行為を儀式に変えることによって古代人は、時間の（生成の）

かなたに、永遠の方に「越えて生き」、身を投げだそうと努めるのである。 

P.76 「真理」に助けられて人間は、無意味、虚無から自衛する。 

P.77 「真理」のおかげで、人間は現実に合一して、自分を救いだそうと試みる。 

P.80 聖の「異教的」な様態を（呪物、偶像、など）、罪によって堕落した人間の宗教

感情の異常な、退化した段階とみなすのではなく、逆にこの様態を、受肉の秘儀を

予示しようとする、必死の試みとして解釈することができよう。人間の宗教生活の

全体、ヒエロファニーの弁証法によって表現される生活は、この観点からすると、

キリストを待ち望むことにほかならない。 

P.81 天空神への信仰は、ほとんど普遍的なことである。 

P.82 あえて神話的寓話化に訴えなくとも、天空は直接にその超越性、力、聖性を啓

示する。 

空はおよそ人が表象するものや、人の生活空間とは、すぐれて「まったく別のもの」 

である。 

「高み」はふつうの人間にとっては近づきがたい次元なのである。それは当然、力や
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超人的存在に属している。 

P.286 訳者注釈 節はすべて通し番号がつけられ、縦横に各節を参照できるようにな

っている。そのように利用されるところに本書の価値がある。 
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柄谷 行人『隠喩としての建築』講談社学術文庫 866、1989/03。 

P.13 プラトンやアリストテレスが哲学者を建築家になぞらえ、哲学を知の建築と

みなしたこと、いいかえれば知を建築的なものたらしめようとした一つの決断にほか

ならないのである。 

プラトンはいっている。《創作（ポイエーシス）というのは広い意味をもった言葉で 

す。いうまでもなく、いかなるものであれ、非存在から存在へ移行する場合、その移

行の原因はすべて、制作です。したがってまた、あらゆる技術（テクネー）に属する

制作は創作（ポイエーシス）であり、それに従事する工作者は創作者であるわけです》

（「饗宴」）。ここには、あらゆる生成を“制作”としてみる建築家の視点がある。～こ

の視点は、プラトンを、プレソクラティックスから区別するだけでなく、一般にギリ

シャの思想的主流から区別するものであり、また西洋の知に特徴的な何かを刻印する

ものだといってよい。われわれはそれを「建築への意思」とよぶことにしよう。 

P.15 古代ギリシャの一般的な素地においては、プラトンやアリストテレスは、生

成を制作としてみることにおいて、また哲学者を政治的な意味での建築家・プランナ

ー・デザイナーとしてみることにおいて、むしろ少数派であったというべきである。

彼らの「建築への意思」がその素地のなかに融解してしまわないためには―実際そう

なったのだが―、ある非合理的な強力な思想、つまり God as the Great Architect

という思想が不可欠だっただろう。～しばしば合理的な思考の源泉とみなされるギリ

シャの思想家における「建築への意思」が、ヘブライズムに劣らず、非合理的な選択

にほかならなかったということである。ニーチェが、それを、生成の多様性・偶然性

を肯定することのできない弱者のデカダンス、あるいは合理主義への非合理的な逃避

とみなしたように。 

P.19 フッサールと同じ時期に「危機」に直面したホワイトヘッドは、諸科学を支 

えているのは、数学あるいはなんらかの確実な基礎ではなく、世界が God as the Great 

Architect によって作られているがゆえに窮極的に可知的であり秩序をもつという

「信念」だといっている（「科学と近代世界」）。 

P.24 1 箇連隊を整列させると幾何学的図形がえられますが、その図形を構成する

要素のひとつひとつは、つまりひとりの人間であるわけですから、その要素は全体よ

りはるかに複雑なものです。（ヴァレリー「芸術についての考察」清水徹訳） 

人間によって作られたものの特徴は、その形態の構造が素材の構造より単純だとい

う点にあると、ヴァレリーはいう。 

P.27 ヘーゲルは、けっしてこの世界が思考の産物だと考えたわけではない。彼に

とって、精神とは「建築への意思」そのものであり、したがってそれは西洋において

のみ覚醒してきたと考えられたのであり、『精神現象学』は、「意識の経験」というよ

りも、そのような「建築への意思」としての精神の決断にほかならない。その意味で、

よく指摘されるように、『精神現象学』は、〝永劫回帰〟的であって、けっして根拠を



浮遊感について －特に建築における浮遊感の意味について－ 
 

Ⅱ資料 参考文献              17 

もちえない精神の〝絶対的肯定〟なのである。 

P.28 たとえば、歴史を、生産という視点でみたのは、出来事と隠された構造（意

図）を区別したのは、自然科学が超歴史的な真理ではなく歴史的なパラダイムにおい

てあることをみたのは、さらにまた事物を諸関係のシステムにおいてみようとしたの

は、いずれもヘーゲルであった。 

P.51 知がもはやそこから超越的ではありえないということなのである。～知につ

いての知（メタ科学・メタ数学・メタ歴史学）がもはや知に対して超越的ではないこ

と、ホッフシュタッターのことばでいえば、strange loop（不思議な円環）が形成さ

れてしまっていることにある。「形式化」こそがそれを不可避にするのだ。 

P.52 ピタゴラス的な美とは、〝現実〟や〝意味〟と無関係に形式的な項の関係の

みで成り立つものである。ここから、マラルメにおいて、言語から指示対象（レファ

レント）・意味を排除した自律的な形式としての詩、いわゆる「純粋詩」の構想にいた

るが、ここにピタゴラス的な美へのいっそうの徹底化、すなわち「形式化」への志向

があることは明白である。 

P.53 外的な対象あるいは超越論的な意味の実在を当然とする「形而上学」を批判

する限りで、このような「形式化」は不可欠であったといえる。 

P.54 形式主義は、「外から」あるいは「外へ向けて」批判されるどころか、その内

部において自ら否定されるほかないのである。 

P.55 二千年あまり支配的だったユークリッドの『原理』は、いわゆる平行線は交

わるという第五公理に対する疑い、いいかえればそれを他の公理から導出しようとす

る空しい試みのはてに、むしろその結果として、「平行線は交わる」ということを公理

として非ユークリッド幾何学が成立することが明らかになって以来、根底的にゆすぶ

られた。 

P.57 ゲーデルの「不完全性の定理」（一九三一年）である。 

ゲーデルの定理は、どんな形式的体系も、それが無矛盾的（コンシステント）であ

るかぎり、不完全である、ということだ。～不完全性の定理は、また、いいかえれば、

ある形式体系がコンシステントであるとしても、その証明はその体系のなかでは得ら

れないこと、それ以上の強い理論を必要とすることを意味している。こうして、純粋

数学の完全な演繹体系は一般的に存在しないことが証明されてしまったのである。 

P.59 ゲーデルの定理は、凶暴な形式主義の完全無欠の世界観の破綻を立証したも

のであって、この形式主義と別れるのはつらいが、やむをえないことである。（エル・

ラストリギン及びペ・グラーヴェ『サイバネティックスの世界』〔一九七五年〕木下高

一郎訳） 

P.70 「メタファーは何のためにあるのか」（より実践的な問題である） 

P.72 たとえば、サイバネティックスの創始者 N・ウィーナーはいっている。 

空想は昔からつねに哲学に役立ってきた。そしてプラトンは自分の認識論を洞窟の
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比喩で表現することを恥じなかった。なかでも、J・ブローフスキー博士は、われわれ

の大部分があらゆる学問の中で最も事実に基づく科学だとみている数学は、頭に浮か

ばうる最も突飛なメタファー（隠喩）からなると指摘し、美的にも知的にも、そのメ

タファーの成功の程度によって判断されねばならないものだと唱えた。 

私が本章で取り組むメタファーは、有機体（organism 組織体、生きもの）を通信文

（message）とみなす比喩である。有機体はカオス（混沌）や崩壊や死に対抗するもの

であり、これは通信文が雑音ノイズに対抗するのと同様である。……（『人間機械論』

第二版、鎮目恭夫・池原止戈夫訳） 

P.73 メタファーあるいはアナロジーは「創造」や「発明」のためのヒントであり、

科学的真理はそれによっては保証されない。むしろ、ウィーナーのように書くのは珍

しい例であって、ふつうは、思考過程においてメタフォリカルでありながら、結論に

おいてそれは隠される。しかし、自然科学において今日メタファーが重大な問題とな

るのは、右のような意味においてではなく、科学的な真理を何が保証するかという問

いかけからである。 

P.74 経験的データが理論の真理性を保証しているのではなく、逆に経験的データ

こそ一つの「理論」の下で、すなわち認識論的パラダイムの下で見出される。 

このような逆転は、先にのべたように、〝事物〟や〝意味〟は、言語的なあるいは

理論的な網目組織によって分節化されたものだという一般的な認識とつながっている。

自然科学も例外ではないというだけのことである。 

マックス・ブラックはこういっている。 

メタフォリカルな思考や発話はときには、他のどんなやり方でも表現できないとい

うような洞察を具現する。（「メタファー論再考」） 

P.87 マルクスは「商品体から金体への商品価値への飛躍は、商品の命がけの飛躍

である」（『資本論』）といっている。 

マルクスはつぎのようにいうとき、いわば商品（所有者）のダブル・バインドを指

摘している。それは、商品はまず交換価値でなければ使用価値でもありえないし、ま

た商品はまず使用価値でなければ交換価値でもありえないというパラドックスである。

これを〝論理的〟に解決する方法はないのであって、「命がけの飛躍」しかないのであ

る。（ここでは簡単にのべるにとどめるが、商品のこのようなダブル。バインドは、貨

幣が商品の諸関係の体系に超越的でありながら、それ自身商品（金）としてその体系

にに内属すること、すなわち貨幣―商品のロジカル・タイピングがつねに不可避的に

破られているということに由来している）。 

P.91 自己言及的なシステムであるからには、いわば知と図をはっきりと決定する

ことはできない。通常の場合、自己（主体）はシステムに対して超越的であり、シス

テムを自己ならざるものとみなすことができる。それがコギトを、あるいは精神と身

体の二元論を可能にする。～われわれは、そこに自己言及的なシステムにおけるゲー
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デル的問題をみるべきである。～日常的なもの・正常なものは、ロジカル・タイピン

グを、すなわちクラスとメンバーの非連続性を維持するところに成り立っているとい

うことである。 

P.190 帝国憲法第二八条「日本臣民ハ安寧秩序ヲ妨ケス及臣民タルノ義務ニ背カサ

ルニ限ニ於テ信教ノ自由ヲ有ス」という条項にはじまる。～「信教ノ自由」という条

項が、帝国憲法に入っているのは、直接あるいは間接的な西洋諸国の圧力のためだと

いえる。 

神道は「敬神」の対象であって、「祈願」（信仰）の対象ではない。また政府は、日

本には「国教制度」はないという公式見解をとりつづけたのだが、というのも「神道

は宗教ではない」からである。そのような解釈によって、明治国家は政教分離という

「近代国家」の形式を実現したのである。いわゆる〝天皇制ファシズム〟の時期にも、

この形式は保持されている。たとえば、カソリック教会は、いち早く神社は宗教では

ないという理由で、信者の神社参拝を全面的に認めている。日本におけるキリスト教

会は、右のような「解釈」によって、形式的には〝転向〟することなく、問題を「解

決」してしまったのだ。 

P.193 折口信夫は、～「神道宗教化の意義」（昭和二十一年）、「神道の友人よ」「民

族教より人類教へ」（二十三年）、「神道の新しい方向」（二十四年）といった講演や論

文を熱烈に書き続けた。彼の課題は、「神道の宗教化」であり、つまり、神道を超越的

な一神教あるいは世界宗教とすることであった。彼は「日本人は祖先神と神様とを結

びつけるといふ傾向があるが、これはあやまりではないかと思ふ」（「神道宗教化の意

義」）というが、これは柳田の考えに対する真向からの批判である。 

さらに彼は、神道と皇室との深い関係が神道を宗教たらしめなかった障碍であると

考え、天皇の「人間宣言」をこの障碍をとりのぞくものとして歓迎した。 

P.254 ヘーゲルがいうように、はじまりは終りに媒介されており、直接的なものは

抽象的である。 

P.261 本書は～「言語の分析」から上向して言語芸術の総体をとらえようとする企

てであるがゆえに、マルクス的なのである。 
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（その他） 
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3 参照文献名 

 

（物理学） 

 

海部宣男、杉山直、佐々木晶『物質環境科学Ⅱ（´08）-宇宙・自然システムと人類

-』：放送大学大学院教材、2008 年。 

 

 

（建築） 

 

中川武『建築様式の歴史と表現 いま、日本建築を劇的に』：彰国社、1992 年。 

 

石井和紘『都市の地球学 原広司×槇文彦×黒川紀章』：ウェッジ、2003 年。 

 

Nathanie Kahn『MY ARCHITECT  A Son’s Journey』：新建築社、2006 年。 

 

日経アーキテクチュア編『伊東豊雄』：NA 建築家シリーズ 01、日経 BP 社。 

 

アルベルト・カンポ・バエザ『ALBERTO  CAMPO  BAEZA  Idea,Light and Gravity/

アルベルト・カンポ・バエザ 光の建築』：三好 隆之他訳、TOTO 出版、2009 年。 

 

 

（美学） 

 

髙田博厚『形の美のために』：求龍堂、1978 年。 

 

 

（哲学） 

 

三田哲学会『哲學 別冊 1992 文献案内』：慶應義塾大学。 

 

西 研『ツァラトゥストラ NHK100 分 de 名著』：NHK 出版、2011 年。 

 

木田元『ハイデガー『存在と時間』の構築』：岩波現代文庫、2000 年。 
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（その他） 

 

山岸 健『都市構造論』：文部省認可通信教育慶應義塾大学教材、昭和 59 年。 

 

稲垣佳世子、鈴木宏昭、亀田達也『認知過程研究 -知識の獲得とその利用-』：放送

大学大学院教材、2002 年。 
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4 参照文献の概要 

 

（物理学） 

 

海部宣男 杉山直 佐々木晶：『物質環境科学Ⅱ（’08）－宇宙・自然・システムと 

人間－』、放送大学大学院教材。 

 

（第 2章） 宇宙の大きさは 137 億光年である 

宇宙に充満しているガスは銀河の 10 倍の重量があり、ダークマターはガスの 10 倍 

の重量があるので、銀河は宇宙の重量の 1％である 

ダークマターによって作られている重力の井戸があり、そこにはガスが詰まってお 

り、銀河はその中にある  

（第 3章）現在、4つの力がわかっており、それら 4 つの力を媒介する素粒子が存在 

する。電磁気力は光子（光）、強い力（核力）はグルーオン、弱い力は W ボソンと Z 

ボソン、重力は重力子という素粒子が媒介している力を媒介する素粒子をキャッチボ 

ールする事で力を及ぼす 

人類は宇宙の始まりを扱う理論をまだ作りだしていない 

ひも（弦）宇宙について：10 次元の時間・空間に浮かぶ「ひも」から、4 次元の時 

間・空間が誕生した。余分な 6 次元は小さく丸まり、今の時代では感知できなくなっ

た。余分な次元は感知できなくなり、時間 1次元と空間 3 次元の 4 次元宇宙ができあ

がった 

余分な次元は小さくならずに、私たちの 3次元空間は、余分な次元の中に浮かぶ膜 

であると考える、パラレル宇宙論がある 

（第 4章）いずれの星も光り輝く運命にある 

（第 7章）太陽の核融合反応：4H→He＋（0.6％の質量分のエネルギー）と示され、太 

陽の表面のフレアの先端からエネルギー解放がされる 

太陽の未来：70 億年後に赤色巨星、73 億年後に更に膨張し、100 億年後に白色矮星 

となる 

   （第 8章） 太陽エネルギー放射は、主として可視光線として地球に届く 

（第 15 章）宇宙の進化は加速度的傾向である 

多世界宇宙論：素粒子論の期待を担うひも理論と量子宇宙論が予言する、ほとんど 

無数といってよい 

宇宙の可能性を言うが、証明法は不明。 

私たち人類は、今、宇宙の中での自分の位置付けをとらえ始め、自身が住む世界の 

構造と起源にも迫っている 

人類は知りたがり屋である：知る事＝科学は人類の属性（本能）である。自分がい 
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る世界を知りたがる。 

自分の未来を知りたがる（予測したがる） 

重力も光と同様、力というエネルギーの一形態であることがわかった。とすれば、 

重力を光に対するのと同様の考察ができる事になる。幸い、光は目に見えるので、古

来より、光に対しては多くの考察がある。 

物理学は、太陽の終焉についても明らかにしている。即ち、地球には終わりがやっ

て来る、という事である。 
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（建築） 

 

中川武『建築様式の歴史と表現 いま、日本建築を劇的に』彰国社、1992 年。 

 

P.3 たった一つの細部といえども、全体性と密接不可分 

部分と全体の鮮やかな結付き 

P.4 天沼 俊一『日本建築史図録』：「あの美しい建築を現代に」、と「徹底した細部

の収集」をした「得体の知れぬ執着の根拠をどのように見いだすことができるのか」 

P.5 建築の何が時代の未知を架橋したのか 

  建築に込められた人々の意思と作法の葛藤は、どのように具体的に現れるのか 

  細部か、形態か空間なのか 

あるいは構法などの技術的側面や使い勝手なのか 

これらはすべて建築表現という概念で把握できる 

P.12 海来神信仰 

P.13 人の心を吸引する 

P.21 視覚に訴えるための形態の優先 

P.39 出雲大社 

P.52 極楽浄土での永生 

   浄土としての建築 
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五味文彦、杉森哲也：『日本の歴史と社会』、放送大学大学院教材´09。 

 

P．100 町が単なる空間ではなく、人々の身体の延長として捉えられて持続的に維持さ

れていくようになれば、都市が形成される 

   身体の延長＝生きて行くための能力の向上、という目新しい観点が示されている。 

 

アルベルト・カンポ・バエザ『ALBERTO  CAMPO  BAEZA  Idea,Light and Gravity/ア

ルベルト・カンポ・バエザ 光の建築』：三好 隆之他訳、TOTO 出版、2009 年。 
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（美学） 

 

高田博厚：『形の美のために』、求龍堂、昭和 53年、315 頁。 

 

P．19 宗教における未来信仰と、性の讃美はどこでも同じで、デルフォイの巫女もそ

れであった 

P．38 「表情の無類の劇場たる容貌」から、「見えざるものを具象化する為に見出す

もの」を、「表現の音楽的性質と、その肉付けを通して内在するものを噴出させよ

うとする謎の如き効果」を得る事である。 
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（哲学） 

 

木田元：『ハイデガー “存在と時間”の構築』、岩波現代文庫、2000 年、250 頁。 

 

 P.33 「プラトンもアリストテレスも、〈存在とは何か〉というこの根本的な問いを

問う哲学の動機を「驚き」だと考えている。 

プラトン：なぜならその〈驚き〉の感情こそが、本当に哲学者のパトスなのだか

ら。（『テアイテトス』155D） 

   アリストテレス：けだし驚きによってこそ、人間は、今日もそうであるが、あ

の最初のばあいにも、あのように哲学しはじめたのである。（『形而上学』第 1 巻第

2 章 982b12-13） 

 P.35 〈存在とは何か〉という問いの論点は、神の本質存在のうちにその事実存在

がふくまれるかどうかにある。神というもっとも完全な存在者に即して、本質存在

と事実存在という二つの存在概念の関係を見さだめ、それなりに〈存在とは何か〉

という問いに答えようと試みているのである。 

P.37 ウィトゲンシュタイン「私はハイデガーが存在と不安について考えている事

を、十分に考える事ができる。」 

P.38 ハイデガー「あらゆる存在者のうちひとり人間だけが、存在の声によって呼

びかけられ、〈存在者が存在する〉という驚異のなかの驚異を経験するのである。（W307） 

 〈存在とは何か〉という問いが西洋哲学の根本の問いだというハイデガーの主張

である 

P.39 ハイデガーは『存在と時間』の究極の狙いが「存在一般の意味の究明」にあ

ると言う 

P.42 存在＝現存在＝人間 

P.43 現存在の存在構造を確定する 

現存在の存在了解に問いかけて、はじめて存在の真の意味を捉えることができる 

〈存在一般の意味の究明〉にとりかかるための準備作業として現存在の分析が行な

われなければならない、というのが『存在と時間』の既刊部分である 

P.56 明日も今日と同じように無事に生きていたいと自分の〈存在可能〉を気にか

けるからこそ、雨露をしのごうとして家を建て屋根をかけようとするのであり、そ

の気がかりから柱や板や釘や金槌をふくむ道具連関が発生してくるのである。 

P.60 ハイデガーは、われわれが不安を感じるのは〈無〉に対してなのだと主張す

る。「不安が無をあらわにする」のである。 

P.61 彼はまた、「不安をおぼえることこそが、世界を世界として根源的かつ直接的 

に開示する」（SZ187）とも言う。 

「不安の無の明るい夜」（W114）という奇妙な言い方がされるのも、不安という根 
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源的な気分のもつこうした「際立った開示性」（SZ184）を指し示そうとしてのこと

なのである。 

p.63 〈世界〉とは、現存在（＝人間）がおのれの可能性を気づかうその気づかい

から発生した意味の網目のようなものだった。 

 世界を能動的に形成する働きを、ハイデガーは〈企投〉と呼ぶ。 

 企投は、英語では project と訳される。 

P.65 網目の意味は、ある意味では現存在が形成したものなのだが、しかし気がつ 

いたときには、その網目のうちにとりこまれ、それに適応しながら生きなければな 

らないといったものである。 

 一方、気がついたら世界に投げ込まれ、そこにとりこまれているあり方を、彼は 

〈被投性〉と呼ぶ。 

  〈内存在〉は、この企投と被投性が同じくらいの根源性をもって分かちがたく 

絡み合ったあり方である。 

  被投的企投、つまり受動的能動とも言うべきこの〈内存在〉をハイデガーはこ 

まかく分析し、現存在が世界の内に存在するその〈内存在〉の全体的構造 ―〈お 

のれに先立って―すでに（ある世界）の内で―（世界内部的に出会ってくる存在者）

のもとにあること〉―を（関心）という概念で捉える。 

  こうして、平均的な日常性におけるあり方を手がかりにして、現存在の本質的な

存在構造が看取されたことになる。 

P.66 現存在の存在（＝関心）の存在論的意味を問い、それが時間性である事を明

らかにする。 

 現存在からその関心構造へ遡行するのは、「現象学的還元」の第一階梯ということ 

になる。 

関心構造からその意味としての時間性へ遡行するのが還元の第二階梯ということ

になる。 

P.67 ハイデガーは、そこより先にはいかなる可能性もありえない究極の可能性で 

ある自分自身の死との関わりのうちで現存在を捉えれば、現存在にその全体性と本 

来性とを与えることができるにちがいないと考える。 

 たしかに現存在にとって自分自身の死は、誰にも代わってもらうことのできない

「もっとも自己的な」、「他とかかわりのない」、「追い越すことのできない」、「確実な」、

それでいていつ襲ってくるのか「不定な」可能性である（SZ260）。 

P.73 本来的時間性にあっては、将来はもっとも自己的な究極の可能性であるおの

れの死への「先駆」として、既在はあったがままのおのれをふたたびとりもどし、そ

れに意味を与えなおすこと、つまり「反復」として、そして現在は、そのように先駆

し反復することのうちで開かれてくるおのれの置かれた歴史的状況に豁然と眼を開き、

それを「瞬間」的に直視することとして生起する。 
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これに対して、さしあたってたいていのばあい日常的に、つまり非本来的に生きて

いる現存在はおのれ自身の死から目をそむけ、眼の前に現われてくる事物との関わり

に没頭する。ハイデガーは、こうした時間の生起の仕方を非本来的時間性と呼ぶ。 

P.74 

 本来的時間性 非本来的時間性 

既在   反復   忘却 

現在   瞬間   現前 

将来   生起 

  P.136 おのれの死への

先駆的覚悟性 

  期待 

 

ハイデガーの考えでは、未来・過去といった日常的な呼び名自体、非本来的時間性

としておのれを時間化する現存在の自己了解にもとづいて生まれてきたものなのであ

る。 

 ハイデガーは、この非本来的時間性を生きる現存在が、世界内部的に出会う存在 

者との交渉を通じて自己了解をおこなうとき、時間もまた配慮の対象となり、「配慮さ 

れる時間」が生じてくる次第を解明する。 

P.101 動物にとっては与えられた環境世界がすべてであり、それしかないものなの

だ。動物のこうしたあり方を、シェーラーは〈環境世界繋縛性〉と呼んだのである。 

人間は環境世界のなかに生きながら、そこからいわば少し身を引き離し、もっと広

い〈世界〉に開かれている。こうした人間に特有なあり方を、シェーラーが〈世界開

在性〉と呼んだ。 

ハイデガーの〈世界内存在〉という概念が、シェーラーのこの概念の影響下に形成

された。 

P.102 神経系の分化がある閾を越えた人間にあっては、その現在にあるズレ、差異 

化が起こり、過去とか未来とか呼ばれる次元が開かれてくる。記憶とか予期というの

は、そうした次元への関わり方を言うのである。 

人間はそのようにして、おのれに時間の時限を開き、いわばおのれを時間化する。 

ハイデガーは、このように〈おのれを時間化する〉人間の独特のあり方、存在構造

を〈時間性〉と呼ぶのである。 

このように時間の次元を開くことによって人間は、現在与えられている環境構造に、

かつて与えられたことのある環境構造や、与えられうるであろう環境構造を重ね合わ

せ、それらを相互に切り換え、いわば相互表出の関係に置くことができるようになる。 

ということは、それらさまざまな環境構造のすべてをおのれの局面としてもちなが

らも、そのどの一つにも還元されることのないもう一次元高次の構造を構成し、現在
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与えられている環境構造を、その高次の構造のもつ可能な一つの局面として受けとる

ことができるようになる。この高次の構造が〈世界〉と呼ばれているのであり、こう

した〈世界〉を構成し、それに適応して生きる生き方が〈世界内存在〉と呼ばれてい

るのである。 

P.118 ハイデガー「あらゆる存在者のうちひとり人間だけが存在の声によって呼び

かけられ、〈存在者が存在する〉という驚異のなかの驚異を経験する」 

P.119 〈存在企投〉とか〈存在了解〉という出来事が、現存在の意識的におこなう

働きではまったくないのだとすれば、〈企投〉（project）とか〈了解〉といういかに

も能動的な作用を思わせる言い方は不適当ではなかろうか。これが『存在と時間』

挫折の原因となり、ハイデガー自身も考えを変え、この事態を〈存在の生起〉とか、

ただ〈出来事〉と呼ぶようになる。 

ハイデガーの〈世界内存在〉の概念には、生物学的起源がある。 

P.120 〈世界内存在〉〈超越〉〈存在了解〉といった概念の生物学的前提のようなも 

のを考慮に入れてはじめて、理解できるように思われる。 

P.121 いかにして世界内存在そのものが可能なのだろうか。 

 おのれへ向かうこととしての、おのれを気にかけていることとしての内存在は将

来を基礎としてのみ、言いかえれば、時間のこの構造契機がそれ自体において脱自

的であるがゆえにのみ可能なのである。 

P.126 存在了解が時間性として生起すること、したがって存在はつねに暗黙のうち 

に特定の時間的地平へ向けて企投され、そこから了解されるものであり、だからこ 

そ、存在はつねにあるテンポラールな性格をもつ。となれば、存在の意味は時間で 

ある、という答えに。 

P.127 だが、ハイデガーが言おうとしているのは、どうもこの程度のことではなさ

そうである。 

P.142 ハイデガーの言うところでは、「まず立てられるべき問い」は、「一般に存在 

論の歴史の経過するうちに、存在の解釈がはたして、またどの程度まで時間の現象 

と主題的に考えあわされたか」という問いであり、そして「そのために必要なテン 

ポラリテート（P.129 参照）の問題群がはたして原理的に取り出されたか、また取 

り出されえたか」という問いである。 

P.160 〈objektiv〉オブイエクティーフという形容詞の意味が変様したため、ほと

んど同じ形に見えるデカルトの〈realitasobiectiva〉レアリタス・オブイエクティ

ーヴァと、カントの〈objektive  Realita゛t〉オブイエクティーヴェ・レアリテー

トの意味がまるで逆になってしまったことを、ハイデガーは指摘してみせる。デカ

ルトのばあいもカントのばあいも、現行の邦訳では、これらの言葉があっさり「客

観的実在性」と訳されているのであるから、なにがなんだか分からなくなっても当

然である。 
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P.179 非本来的時間性を地平として生起する存在了解においては、存在が〈現前性〉 

として了解されることになるのであるが、ハイデガーはこうした存在了解を、「平均 

的存在了解」、「通俗的存在了解」、「頽落的存在了解」などと呼んでいる。 

P.182 将来・既在・現在という三つの脱自態が緊密に連関し、しかも将来が圧倒的 

な優位に立つ本来的時間性を地平にして行なわれる存在了解においては、存在はど 

のようなものとして了解されるのであろうか。 

 〈生成 werden〉としてである。 

P.183 〈存在＝生成〉、つまり〈ある〉ということは〈なる〉ことだと見る存在概 

念が、ハイデガーの念頭にあったもう一つの存在概念である。 

 このときハイデガーがいわゆる〈ソクラテス以前の思想家たち Vorsokratiker〉

の存在概念、つまり彼らの〈自然〉の概念を思い浮かべていたであろうことも推測に

難くない。 

P.190 ニーチェはすべての存在者の根本性格を〈力への意志〉に見たのである。〈力

への意志 Wille  zur  Macht〉とは〈生レーベン〉の別名である。 

  ニーチェ自身「およそ生あるものは、何をおいてもまず、みずからの力を発現

しようと欲するものだ―生そのものが力への意思なのだ」と言っている。 

P.191 現状維持に甘んじるようになったら没落のはじまりである。 

   （注意：人間の認知過程において、情報量が負であるという事は無・死の世界

を意味する事の証明については、注記５参照） 

   ニーチェの念頭にあったのは、すべてのものが生きて生成すると見ていたギリ

シア早期のあの自然観を復権することによって、自然を制作のための死せる材料

としか見なくなったプラトン以降の物質的自然観と、その上に構築されてきた西

洋文化の総体を批判し乗り越えようというのが、ニーチェの批判的主著『力への

意思』の基本構想であった。 

P.193 ハイデガーの『ニーチェ』講義でのニーチェ最後期の思想のみごとな再構成

の作業からも、ハイデガーがこの『力への意思』をいかに精読したかはうかがい

知ることができる。 

P.211 プラトンは、制作的振舞に定位して事物の存在構造を考えようとしたとき、

その制作において作られるべきものの先取りされた姿を〈イデア〉と呼んだ。 

これは、アリストテレスに言わせると、「絶えず変化する感覚的な事物」、つまり

生成消滅する〈自然〉とは「異種の存在者」であり、いわば生成消滅をまぬがれ

て永遠に同一にとどまるもの、〈超自然的〉な存在者なのである。 

〈存在する〉ということは〈作られてある〉こと、〈存在＝被制作性〉という存在 

概念が形成された、ということであった。 

P.217 ハイデガー： 

〈哲学〉への一歩はソフィストの思考によって整備され、まず最初ソクラテスと
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プラトンによって踏み出され、次いでアリストテレスが、ヘラクレイトスののち

ほとんど二世紀を経てから、この一歩を次のように定式化した。 

〈事実、かつても今もまたこれからも、絶えることなく（哲学が）そこへ向かう

途上にありながら、いつも繰りかえしそこへ通じる道を見いださないでいるもの、

それは存在者とは何かという問いである〉 

P.233 ハイデガー： 

サルトルは、本質存在と事実存在を、プラトン以来〈本質存在が事実存在に先行

する〉と言ってきた形而上学の意味に解している。 

サルトルは、この形而上学の命題を逆転しているのである。 

だが、形而上学的命題の逆転は、依然として一つの形而上学的命題である。 

本質存在と事実存在の区別がこんなふうに問われないままになっているというこ

のことこそ、存在忘却のしるしではないのか。 

P.235 木田： 

なぜ存在がこんなふうに本質存在と事実存在に分岐したのかを考えること、そし 

てできれば存在に始原の単純さを返してやることだと言っているのである。始原の

「単純な存在」が自然を指していることは言うまでもあるまい。」 

われわれは〈無〉に対して不安を感じる。 

現存在の存在（＝関心）の存在論的意味は時間性である。 

自分自身の死より先にはいかなる可能性もありえないという究極の可能性の関わり

の内で現存在を捉えれば、現存在にその全体性と本来性とを与える事ができるに違い

ない。 

人間は時間の次元を開く事ができるので、様々な環境構造の全てを己の局面として

持ちながらも、そのどの一つにも還元されることのないもう一次元高次の構造を構成

する事ができる。この高次の構造を〈世界〉と呼び、〈世界〉を構成し、それに適応し

て生きる生き方が〈世界内存在〉としての人間である。 

己へ向かう事としての、己を気にかけている事としての内存在そのものは、将来を

基礎としてのみ、可能なのである。 

時間の高次の構造契機がそれ自体において脱自的であるが故にのみ可能なのである

が、非本来的時間性を地平として生起する存在了解レベルにおいては、存在が〈現前

性〉としてのみ了解される事になり、ハイデガーはこうしたレベルの存在了解を、「平

均的存在了解」、「通俗的存在了解」、「頽落的存在了解」などと揶揄して呼んでいる。 

では、存在の意味とは？と言えば、以上の通り、それは時間である。 

存在については、それはどのようなものとして了解されるであろうか？〈生成

werden〉としてである。存在者の根本性格を〈力への意志〉＝〈生成 werden〉に見た、

と言ってもよいだろう。 
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三田哲学会『哲學』別冊 1992 文献案内：慶應義塾大学。 

 

（6）頁 アウグスティヌス『神の国』J・W・Cワンド編 出村 彰訳 日本基督教団

出版局 

アウグスティヌス著作集 全 15 巻 教文館 

  11.『神の国 1』赤木義光ほか訳 

  12.『神の国 2』茂泉昭男訳 

13.『神の国 3』泉 治典訳 

14.『神の国 4』大島・岡野共訳 

15.『神の国 5』松田禎二ほか訳 

（9）頁 トマス・アクィナス『有と本質について』V・プリオット・日下共訳 聖ト

マス学院 

 トマス・アクィナス『存在と本質について』服部英次郎訳 前掲書 

 山田 晶『在りて在る者』創文社 

（11）頁 ～大海の水のごとくおびただしい文献を目前にして,私たちは特定の価値関

心と志向態度にもとづいて解釈を施し,明確な主題に導かれた取捨選択を行なわねば

ならない． 

（75）頁 宗教の哲学 間瀬啓允 

 「この人による以外に救いはない．この名を他にしては天下の何ものにも救いは与

えられていない」という主張,No other name！―これは激しい排他主義である． 

 これに対して,他宗教の人々でもその熱心な真理の探究のゆえに,<無名のキリスト

教徒>anonymous Christian として神に受け入れられ,神の救いの道に就いているもの

と認められうる,と言うならば,これは宗教的に寛容な包括主義であるが,しかしそれ

は,たとえば熱心な仏教徒は,根がキリスト教の,いわゆる「無名のキリスト教徒」であ

った,というだけの,要するに穏やかな排他主義にほかならない．そこで,包括主義をも

越えて,遂には宗教の多元主義に行き着かねばならないのである． 

（76）頁 <自我中心から実在中心への人間存在の変革>the transformation of human 

existence from serf-centredness to Reality-centredness がすべての偉大な宗教

的伝統内においてさまざまに異なるしかたで生じつつあることを認めるということ―,

これが<宗教多元主義>religious pluralism なのである．この強い主張は,次の文献に

見ることができる． 

 John Hick,God Has Many Names,Macmillan,1980/U.S.edn,1982.（拙訳『神は多く

の名前を持つ』岩波書店,とくに邦訳第 3 章と第 4 章）;John Hick,The Second 

Christianity,London:SCM,1983（『もうひとつのキリスト教』日本基督教出版局,前出,

とくに邦訳 第 4 章）；John Hick,Problems of Religious Pluralism, London: 

Macmillan,1985（拙訳『宗教多元主義』法蔵館）；John Hick,Interpretation of 
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Religion: 

Human Responses to the Transcendent, London: Macmillan,1989. 

（80）頁 倫理学の基本文献 池上明哉 小松光彦 樽井正義 谷寿美 西村義人 

 ○28ティヤール・ド・シャルダン『宇宙のなかの神の場』三雲夏生訳 春秋社 1968

年 

（82）頁 ⑦マンハイム『イデオロギーとユートピア』高橋徹/徳永恂訳 中央公論社 

世界の名著 56 1971 年 

 ⑧ブロッホ『希望の原理 第Ⅰ巻第 2 部』山下肇ほか訳 白水社 1982 年 

 ⑨ピヒト『ユートピアへの勇気』河井徳治訳 法政大学出版局 1988 年 

 ⑨は、1960 年代の未来学と 1970 年代前半のローマ・クラブによる未来研究の両者

を視野に収めた上で、ユートピアの意義が考えられている。 

（83）頁 ⑥マルクーゼ『エロス的文明』南博訳 紀伊国屋書店 1981 年 

 ②シェーラー『宇宙における人間の地位』白水社版著作集 13 1977 年 

（84）頁 ①『聖書 新共同訳 旧約聖書続編つき』日本聖書協会 1987 年 

（85）頁 ④佐古純一郎『聖書をどう読むか』大和出版 1978 年 

⑤瀬文晃『イエス・キリストを学ぶ』中央出版社 1986 年 

①聖書はまず旧約と新訳とが一冊になっているものが必要である． 

 聖書の思想内容をイスラエルの歴史に即して叙述したものとしては④がよい．但し、

残念ながら絶版である．⑤はイエスがキリストとして信仰されるようになったプロセ

スを再構成,追体験するアプローチをとっており、最も推奨できる本である． 
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5 関連文献名 

 

（物理学） 

 

John Archibald Wheeler 戎崎俊一訳『時間・空間・重力：相対論的世界への旅』：

東京化学同人、1993 年。 

 

ブライアン・クナップ、ゆり よう子訳『引力のはたらき』写真でわかる科学の世

界<5>、小峰書店、1993 年。 

 

山本義隆『磁力と重力の発見』全 3巻：みすず書房、2003 年。 

 

村山斉『宇宙は何でできているのか』：幻冬舎新書。 

 

小池 康郎『重力の物理学』法政大学出版局。 

 

 

（建築） 

 

S.Giedion 太田實訳『新版 空間 時間 建築』：丸善株式会社、1969 年。 

 

山口祐造『九州の石橋をたずねて』：中編>昭和堂印刷出版事業部、1976 年。 

 

ケネス・クラーク 河野徹訳『芸術と文明』：法政大学出版会、1976 年。 

 

S.Giedion 前川道郎・玉腰芳夫訳『建築、その変遷』：みすず書房、1978 年。 

 

吉阪隆正『吉阪隆正集』：勁草書房、1984 年。 

 

山岸 健『都市構造論』：慶應義塾大学、1984 年。 

 

原 広司『住居に都市を埋蔵する：ことばの発見』住まい学体系<030>、住まいの図

書館出版局：星雲社、1990 年。 

 

伊藤豊雄『シミュレイテド・シティの建築』INAX 出版、1994 年。 
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日本建築学会『空間体験』井上書院、1998 年。 

 

人見春雄、野呂肖生、毛利和夫『図解 文化財の見方 歴史散歩の手引』：山川出版

社、2004 年。 

 

佐々木 睦朗『FLUX STRUCTURE』：TOTO 出版、2005 年。 

 

伊藤哲夫『景観の中の建築』井上書院、2005 年。 

 

吉村靖孝『超合法建築図鑑』彰国社、2006 年。 

 

笠原潔、西村清和『世界の芸術文化政策』：放送大学大学院教材、2008 年。 

 

菊竹清訓『復刻版 か・かた・かたち 代謝建築論』：彰国社、2008 年。 

 

五味文彦、杉森哲也『日本の歴史と社会』：放送大学大学院教材、2009 年。 

 

日経アーキテクチュア『伊藤豊雄』日経 BP 社、2010 年。 

 

『TOTO 通信 特集 藤森輝信、行方知らず』2010 年夏号。 

 

ADAL『A.T.I.C 2006-2007』VOL.4、株式会社アダル。 

 

J.サマーソン、鈴木博之訳『天上の館』：鹿島出版会、SD 選書 066。 

 

武澤秀一『空海 塔のコスモロジー』：春秋社。 

 

クリスチャン・ノルベルグ＝シュルツ『建築における意図』。 

 

クリスチャン・ノルベルグ＝シュルツ『ゲニウス・ロキ』。 

 

クリスチャン・ノルベルグ＝シュルツ『住まいのコンセプト』。 

 

ロラン・バルト『エッフェル塔』。 

 

ルイス・バラガン『バラガン自邸』。 
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矢萩喜従郎『空間 建築 身体』エクスナレッジ。 

 

藤森 照信『建築とは何か 藤森照信の言葉』エクスナレッジ。 

 

浜本 隆志『「窓」の思想史』筑摩選書。 

 

八束 はじめ『思想としての日本近代建築』岩波書店。 

 

 

（美学） 

 

今道 友信編集『講座 美学』：東京大学出版会、1991 年。 

 

青山 昌文『美と芸術の理論－世界再生のミーメーシス美学』放送大学教育振興会、

1995 年。 

 

G・P・ブルネッタ、川本 英明『ヨーロッパ 視覚文化史』東洋書林。 

 

 

（哲学） 

 

ロジェ・カイヨワ、小苅米 けん訳『人間と聖なるもの』せりか書房、1969 年。 

 

玉井 茂『哲学史』（現代哲学全書 4）：青木書店、1973 年。 

 

多摩美術大学美術学部芸術学科『浮遊する P:美術と現実』1996 年。 

 

三島憲一『ニーチェ』：岩波新書。 

 

白取春彦編訳『超訳ニーチェの言葉』ディスカヴァー21。 

 

大澤 真幸『量子の社会哲学 革命は過去を救うと猫が言う』講談社。 

 

アーペル、林 理『天への憧れ』法政大学出版局。 
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リオタール、合田監修、三浦訳『言説、形象』法政大学出版局。 

 

M．ダメット、金子 洋之『思想と実在』春秋社。 

 

 

（その他） 

 

江藤隆介『浮遊世界：文明の構図・都市/肖像 江藤隆介写真集』現代美術社、1983

年。 

 

ジャック・デリダ、若桑毅ほか訳『エクリチュールと差異』上下：法政大学出版局、

1983 年。 

 

練馬区立美術館『浮遊する彫刻』図録、1990 年。 

 

現代彫刻センター『スネルソン展：浮遊するテンション』1992 年。 

 

内山英明写真、吉岡忍文『都市は浮遊する』講談社、1993 年。 

 

大森 隆夫『浮遊』現代詩の前線<5>、土曜美術社出版販売、1994 年。 

ル・クレジオ、豊崎光一訳『物質的恍惚』岩波文庫・ 

 

榎本知郎『性器の進化論』DOJIN 選書、化学同人。 

 

山折哲雄『愛欲の精神史 1 性愛のインド 2 密教的エロス 3 王朝のエロス』角川

ソフィア文庫。 

 

メニングハウス、竹峰義和他訳：『吐き気 ある強烈な感覚の理論と歴史』、法政大

学出版局。（18～20 世紀の美学・哲学・芸術理論における「吐き気」の形象の変遷を

包括的に検証）。 

 

國弘暁子『ヒンドゥー 女神の帰依者 ヒジュラ』風響社。 

 

R・オールドリッチ、田中英史・田口孝夫訳『同性愛の歴史』東洋書林。 

 

立川武蔵『ヨーガと浄土』ブッディスト・セオロジーⅤ、講談社選書メチエ。 
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井上章一『性欲の文化史１ ２』 講談社選書メチエ。 

 

菊池章太『儒教・仏教・道教』講談社選書メチエ。 

 

津田幸雄『無重力の文化誌：落下浮遊する身体』青弓社、1999 年。 

 

永田守弘『官能小説「絶頂」表現用語用例辞典』河出書房新社、2008 年。 

 

マクノートン、駒田 曜訳『錯視芸術』創元社アルケミスト双書。 

 

ロベール・ミュッシャンブレ、山本 規雄訳『オルガスムの歴史』作品社。 
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Ⅲ 付録 

 

後記 

 

浮遊感のある事例に対する現象分析的研究があった。 

しかし、浮遊感の意味について研究したものは、管見にして無いように思わ

れる。 

但し、建築については、増田友也は、森田慶一を受けて、「住まうこと Wohnen

と建築すること Bauen について思惟すること Denken を試みようとするのであ

るが、～そこに取りかえして、それを追求しようとするのである、という

Heidegger に倣いたいと思う。」と述べた。 

又、ノルベルグ・シュルツ『実存・空間・建築』の中では、「ハイデガーの示

唆に従って、『死にゆく人間として』の建築論が重要な研究領野として未開拓で

ある」とされていた。 

当論は、死にゆく人間にとっての建築について、浮遊感を表象した実例を手

掛かりにして、考えたものである。 
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生石神社（おうしこじんじゃ） 唐古（からこ）・鍵（かぎ）遺跡 

 

 浮遊感を抱かせる事例を収集する中で、事例についての形態が、事例を知る

者から不思議がられている下記の事例があった。 

① 生石神社（おうしこじんじゃ）（石の宝殿） 

② 唐古（からこ）・鍵（かぎ）遺跡の楼閣 

 上記の 2 件は、それぞれ、どのように不思議がられているのか。それら不思

議がられている件について、当研究による考察を手がかりとして、一つの回答

を示してみようと考える。 

 

 

① 生石神社（おうしこじんじゃ）（石の宝殿）について 

 

 生石神社は、兵庫県高砂市にあり、そのご神体は巨石であり、水に浮かんで

いる、という神社である（注 1）。 

 そのご神体については、各種メディアで紹介されている。 

例えば、『兵庫県建築士会会報つどい 2010 年 12 月号（№390）』には、以下の

ように紹介されている。 

 

    岩山から造り出されたご神体は見上げるように大きい。周囲を巡り、手で触 

   ることは出来るが、水に浮く巨大な石室は何を現すのか、未だに謎のまま。 

    ご神体は、幅 6.4m、高さ 5.7m、奥行き 7.2m、総重量 500 トンといわれ、裏側

に四角錐の突起があり、家を横倒しにしたような形状をしている。三方を岩に

囲まれ、池に浮かんでいるように見えるため、「浮石」とも呼ばれる。岩山は宝

殿石（竜山石たつやまいしともいう）と呼ばれる凝灰岩で出来ている。かつて

は建築物の基礎石として重用された。（写真と解説  澤 良雄） 

 

 又、朝日新聞 2013 年 8 月 14 日には、以下のように紹介されている。 

 

    謎 ストーンと解いて 石の宝殿（ほうでん） 

    誰が何のために作ったのか、「さっぱり分からない」と考古学者を嘆かせ、「だ 

   から面白い」と魅了し続けて来た。 

    大正時代に過去の文献を整理して論点を整えたり、1965（昭和 40）年には実 

   測調査を行ったり、多くの考古学者が謎に挑んできた。 
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    倉敷考古館（岡山県倉敷市）の学術顧問、間壁忠彦さん（81）もその一人。妻

と「石宝殿、古代史の謎を解く」を著し、各地の古墳にある石棺を納める石の箱、

石槨（せっかく）との類似性から「巨大な家形をした横口式石槨」と推定した。

作家の松本清張も 73～74 年、朝日新聞の連載小説「火の回路」（後に「火の路み

ち」に改題）で謎解きに参加。考古学者のヒロインが雑誌に投稿したという体裁

で「ゾロアスター教の拝火壇」「土木事業を好んだ斉明天皇がかかわっている」

など大胆な推理を展開した。 

    幕末の医師シーボルトも訪れた。精巧な図入りの手記から驚きが伝わる 

 

 他、「県民だより ひょうご平成 25 年 11 月号」に下記の記事が載っている。 

 

    巨大な石が池に浮かんでいるように見えます。その威容に「何のために造っ

たの？」と思わず顔を見合わせました。 

    「神代の昔、大穴牟遅（おおあなむち）と少毘古那（すくなひこな）の 2 神

が荒れていた世を鎮めるために造った石の宮殿だという伝説があります」と宮

司の東久祠さん。拝殿からは平らそうに見える側壁ですが、裏側の一面には三

角形の突起が出ています。「これが宮殿の屋根の部分で、拝殿側に 90 度起こす

はずが、悪い神の妨害によって中断してしまったといいます」との説明に、2 人

そろって「えッ！？」と驚きの声。その時代に推定 500 トンもの岩を起こすと

いう発想がどこから生まれたのか、ますます謎が深まります。 

 

 以上の謎だとされている点について、浮遊感という観点から、以下のように 

考える事が出来る。 

 神代の昔、万物に八百万の神々を見る事が出来た人々は、巨石に神を見、山 

に神を感じていた。その為、恐れ多くも竜山石（たつやまいし）として切り出 

している事に対して、岩山の神への慰霊と、感謝の気持を奉納する為、祭るべ 

き表徴としての社を奉る事に成った。それには、岩山の神の霊験あらたかな権 

化を掘り出して現わそう、と、人々は考えたのであろう。 

その為に、岩山の神の御威力を視覚化し、神聖なる視覚化は神の力を示す表 

徴で無ければ成らない。 

神の表徴とは、例えば、巨大な岩の御姿として宙に浮かんだ御本尊である（建 

築図版の続石つづきいし、月の桂の庭を参照）。水面、或いは極楽の阿字池（あ 

じいけ）に浮かぶ御本尊である（建築図版の厳島神社、金閣寺浮御堂、平等院阿

弥陀堂を参照、岩はこれら建物と同等である）。 

 水の上に浮かんだ岩は、御神体となる。御神体は、魔から人々を守る力を持 
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たなければならない。魔を打ち破るために、そのための武器としての戈（ほこ） 

（注 2）が、ご神体の背後に納められている。つまり、背面の突起物は、破魔弓 

と同じ、魔を打ち破る力を持つ戈である、と言える。 

 水上に浮かぶ、という事は、本論で考察した通り、落下しないで空中に浮か 

ぶ事ができる、と言う力の所持を示している事である。空中に浮かぶ、即ち、 

浮遊できる、という力の所持は、落下しない力、重力に反する力、重力をコン 

トロールできる力の所持を示す。重力をコントロールできる力を持つ、と言う 

事は、地上界の上にある天上界へと通じる事が出来る力を有する事を示す。即 

ち、水上に浮かぶご神体は、天上界へと通じている事、天上界の表徴を表わし 

ている。 

 天上界とは、“一寸先が闇の、船底板一枚下が地獄の、苦しみの多い、死に行 

くべき、無に帰す事の避けられない浮世”が解放された、永遠の世界である。 

古代から、全ての民は、無への不安から、無を克服する力を求め、力の最高潮 

である浮遊と、浮遊の先にある天上界の永遠性を希求して来た。 

 天上界の永遠性への希求は、竜山石を産する地では浮き石とも呼ばれるご神 

体として表現され、他の地、他の物では、人による多様な浮遊感の表現として、 

表徴されている（注 3）（注 4）。（注 3）の釈迦如来坐像、及び（注 4）の十一面観 

音は、共に空中に浮かんだ御姿として在られる。同様に、石の御神体も、空中 

に浮かんでおられる者である。 

空中に浮かぶ形象は、石の御神体の場合、人の立つ地面から浮遊するよりも、 

地面より低い水面の池に浮かんだ形とする方が、人の視点から見た時に、視覚

的により劇的な効果を生むと判断される。その様な効果を生み出すための池の

形状が綿密に考えられたものと思われる（断面的に見ると、池面が地面より低

い事により、逆説的に人に浮遊感を覚えさせる）。 

 又、浮遊した御神体の例としては、浮遊していると見る事ができる仏像（注 3 

）（注 4）があり、これらも御神体の浮遊するイメージとしてあったろうと思われ 

る。 

 資料「飛べない設計ⅩⅣ 東大寺」の四天王立像持国天は、注意深く観察す 

ると、足下の邪鬼を拘束するのに、自らの体重で押さえつけるのではなく、空 

中に浮かびながら、持国天の足の力で邪気を拘束している事が見える。斯様に、 

天上人は浮遊しているのである。 

 

 松本清張のゾロアスター教の拝火壇という説は、着眼点が火という点で、浮 

遊感の“力”の表現説と軌を一にする点がある。浮遊感を表現する実例として 

挙げた東大寺二月堂の籠松明とは、火という点で共通点がある。 
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つまり、拝火壇の火はエネルギーの一形態であるという点で、エネルギーの 

一形態である力の見える物としての浮遊とは、エネルギーの見える物として、

軌を一にする共通点があると言える。 

火と浮遊とは、天上界の永遠性への希求としての力の表現という点で、同じ

志向を持った物であると言える。 

そして、人類は、現在もなお、無を克服するべく力を求め、あらゆる分野で力 

の表現を行なっていると言える。 
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注 1）別紙資料「①生石神社」。 

注 2）別紙資料「戈」：大修館書店『新漢和辞典』昭和 48 年。 

   掲載されている〔玉戈〕の写真について、180 度回転させて見ると、ほこがご 

神体の本体に、枝が背面の突起物に見える。 

注 3）別紙資料「釈迦如来坐像」：東福寺塔頭永明院（ようめいいん）、京都市東山区、 

朝日新聞 2013/11/1。 

坐像は、空中に浮かんだ形象として表現されている。 

注 4）別紙資料「十一面観音」：道明寺（どうみょうじ）、大阪府藤井寺市、朝日新聞 

2013/11/1。 

立像は、空中に浮かんだ形象として表現されている。 
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② 唐古（からこ）・鍵（かぎ）遺跡の楼閣について 

 

唐古・鍵遺跡の楼閣について、以下の記事が掲載されていた。 

 

    唐古・鍵考古学ミュージアム 

    奈良盆地の真ん中にある国史跡の集落跡、唐古・鍵遺跡は弥生時代前期に登 

場した。 

 とりわけ学界を驚かせたのは 1992 年に発見された楼閣土器（1 世紀ごろ）だ 

った。2 階建て以上とわかる建物と階段が、同じ土器のものと見られる二つの 

破片に描かれていた。 

 楼閣の復元模型（注 5。ワラビのような屋根飾りは権威の象徴か） 

 

 楼閣の復元模型の「ワラビのような屋根飾り」について、その意味について

考えてみる。 

 楼閣は、集落で最も高い建物であり、従って集落の中心的な建物であったと

考えられる。集落の中心的な建物であるという事は、人々の精神的な中心をな

す物であった。人々の精神的な中心をなす物は、地上界を制する事を示す表現

が求められた。 

地上界を制する事は、天上界を表現する事で示される。 

 地上界を制する事を示す為の、天上界の表現とは、地上界を支配する重力を

制する事を表現する造形であっただろう（注 6）。重力を制する表現とは、鳥の

ように空中へ飛び立つ印象を喚起させる表現である。空中へ飛び立つ印象であ

る鳥の表現とは、鳥が羽を広げた姿である。この表現は、本文で、「浮き上がろ

うとする形状」として挙げた景福宮、姫路城の屋根の先端の反り上がった形状

を思い起こさせる。 

 天上界への希求としての浮遊感の表現が、屋根の先端の造形に表れていると

言える。 

 「ワラビのような屋根飾り」は、天空の天上界へ飛翔する為の“鳥が羽を広

げた姿”のイメージの形象である。 

 「ワラビのような屋根飾り」は、神輿（みこし）、天皇即位儀式での高御座（た

かみぐら）に現在も継承されている。 
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 メモ： 

 ワラビの形は、ゼンマイ形であり、エネルギーを貯めた形である。 

 「ワラビのような」形は、波の形にも似ている。 

 

 

 

 

 

注 5）小滝ちひろ編集委員「楼閣の復元模型写真」：朝日新聞 2013/11/18。 

注 6）図版資料⑥「浮き上がろうとする形状」：景福宮。姫路城。 
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注1）生石神社 2010/12/29　　　撮影：谷守　正康   

1
ご神体。
水の上に浮かんでいる。

2
ご神体背後から。
ご神体背後に突起物がある。

Ⅲ付録　後記　注1
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3
ご神体側面。

4
ご神体背後。突起物には更に突起物がある。

Ⅲ付録　後記　注1
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