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グローバリゼーションと文化の一元化

今ご紹介してくださった学芸課長の長谷川さん

とちょっと雑談をしていて、そのときにグローバ

リゼーションという話が出てきました。そのグロ

ーバリゼーションといったとき、長谷川さんは射

程が非常に深くて、今、グローバリゼーションが

起こっている中で、その中における個別の問題が

あり、地域の問題、文化の個別の問題などが、非

常に問題になってきているという話をされていた

のです。僕はうかつにも、あまりそのように深く

考えていませんでした。

私は、グローバリゼーションを非常に単純に、

アメリカ文化、あるいはアメリカ経済、アメリカ

のテクノロジーによる一元化と捉えていたわけで

す。グローバリゼーションという言葉を借りなが

ら、結局アメリカが世界を一元化していく方向が

あり、そういう事態が今広がっているのではない

かと捉えていたのです。

それはおそらく、デザインの中で現在起こって

いることでもあります。それが事態としていいこ

とか悪いことかは考えていかなければいけない。

また、グローバリゼーションが起っている中でこ

そ、それを考えなければいけないな、と実はぼん

やり思っていたのです。その中で起っている地域

性の問題とは、いったい何なのか。

イマニュエル・ウォーラステインというアメリ

カの評論家・歴史家が言っていることですが、文

化の一元化が、歴史的に見ると、あらゆるところ

で引き起こされる。例えばヨーロッパの文化の一

元化が起ころうとする。政治的な力や経済的な力

がせり上がってきたときに、文化が一元化される

動きは必ず出てくるわけです。今では、アメリカ

文化による一元化が、実は起っている。インター

ネットを使って多極化しているように見えながら、

一元化していっている。これは、文化を考えてみ

ると、一つの論理矛盾を引き起こしているわけで

す。

ウォーラステインが言うには、「文化というのは

一元的なものではない」。つまり文化が文化として

存在する前提には、文化の差異があるので、「文化

の一元化」というのは、もうそれ自体で論理矛盾

を引き起こしているではないか、というわけです。

そう考えると、ウォーラステインが言っている

ことが当たっているかどうか、僕にはわかりませ

んが、「1989年、ベルリンの壁が崩壊した時点で、

実は一元化する文化そのものが崩壊し始めている

のだ」と本の中で書いているのです。1989年から

はもう11年たっているのですが、彼が言っていた

ような方向には、どうも向かっていないという感

じがしています。やはり、アメリカ文化が非常に

強く出てきていると感じます。

近代デザインの成立と計画経済

近代デザインが成立するためには、いくつかの

背景があります。その背景の一つは、資本主義の

システムが生み出した矛盾だと思います。資本主

義は当初、放っておいても自然に淘汰されてうま

くいくはずだという一種の自由主義的な考え方が

ありました。これが今、またせり上がってきてい

ます。「レーガノミックス」は、一種の自由主義で

いく、自由競争に任せておけばうまくいくという

考え方を取るわけで、徹底的に自由競争に任せて

しまう。それで、ちょっと能力がなかった人たち

が落ち込んでいく。落ち込んでいくと、経済的に

も悲惨な状況になるわけですが、都市のレベルで

考えると、都市にスラム街が出現してきます。か

つての村社会だと、多少貧しくなっても、周りが

助けたりします。とりあえず村社会が存在してい

ますから、「誰々さんのところは大変だ」と言うと、

皆で助け合ったりして、それで何となく成立して

しまう。

ところが、近代的な都市社会の中で、経済の原

則だけで動いていくような社会や集団が成立して

いくと、落ち込んでいく集団が出てくる。その結

果、都市が壊滅的に壊れていく場所が出てきて、

それを「スラム街」と呼んでいるわけです。スラ

ム街ができあがると、それがどんどん街をだめに

していくという事態が起こるのです。

そこで初めて「どうも経済というのは、計画し

ないとだめなのだ」という考え方が出てくる。す
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ると当然、今度は「都市も計画しないとだめなの

ではないのか」ということで、「近代的な都市計画」

という概念が出てくる。それがまさにデザインな

わけです。

その近代的な都市計画をすると同時に、生活の

場である家をどう作っていくのか。それから家の

中の家具や日用品を、どのように提供していくの

か。どういう心地いい環境を形成していくのか。

それがデザインの大きな役割になっていくわけで

す。ですから、近代デザインは、「計画」というこ

とを背景に持っていたのです。

欲望を喚起するデザイン

もう一つ、1920～30年代に、デザインはある種、

欲望の対象になっていきます。人々の欲望を喚起

するような作業になっていくわけです。「こういう

ものが欲しい」とか「ああいうものが欲しい」と

いうときの一つの欲望のモチベーションを作る、

ということになるわけです。計画もするけれど、

一方であるべき生活への欲望を作っていくわけで

す。「欲望」を作るとなると、これはある種「価値」

の問題とかかわっています。

例えばここにマイクロフォンがあります。その

マイクロフォンの「価値」と、例えばメガネケー

スの「価値」を、「これがいくらで、これがいくら

だ」と通約することが、なぜできるのでしょうか。

ある特定の価値規準をそこに導入しないと、比較

検討ができないはずです。これとこれとの価格に

なぜ差があるのか。あるいは同一なのか。あるい

はどちらが高いのか。そこに何かの規準があるは

ずだということです。

一つは、古典的にはリカードからマルクスに至

るまで出てくる「労働価値説」があります。ある

原料があって、それに対してどれだけ労働を投入

したか、という考え方です。それで一瞬解決した

かのように思えます。ところが、どうして職業に

よって、ある労働した時間に対して支払われる賃

金が違うのか。これは「労働価値説」では、説明

がつかなくなってしまいます。そうすると、いわ

ゆる「限界効用説」に跳びつくわけです。需要と

供給とのバランスの関係で、ある価値が決定され、

価格が決定されるという考え方です。

そうすると、少ないから皆が欲しがるという

「希少価値」が生まれます。さらには、「人工的希

少性」を作り始める人たちが出てきます。例えば、

デザインがいいのか悪いのかわかりませんが、そ

のデザインだとわかるように、ルイ・ヴィトンや

プラダのバッグを作ります。それによって人工的

希少性が出てくるわけです。人工的希少性が出て

くると、希少価値にどうも惹かれる。そこで「惹

かれる」のは、我々の中にある「欲望」がどうも

作動しているということになります。

そうすると、経済学で説明できないことが最終

的には出てきてしまいます。経済学で説明できな

いと投げ出された瞬間、面白いもので、時代の偶

然だと思いますが、フロイトが出てきます。まさ

に深層の、わかっていなかった我々の心の中の無

意識の問題を、扱い始めることになるわけです。

ですからその問題と、デザインが我々の欲望の対

象になっているという問題は、どうも関連してい

るのではないかと思います。

日常生活の中のテクノロジー

ですから、デザインには、マーケットを活性化

させるという面があると同時に、計画して貧しさ

から解放させていく、という面があります。これ

は19世紀の終わりごろから始まるのですが、例え

ばウィリアム・モリスなどもそうです。非常に特

有な社会主義的な発想をもって、デザインをやっ

ていくことを考えます。あるいは1919～33年、十

数年しか活動がありませんが、近代の芸術・建

築・デザインに、非常に大きな影響を与えたドイ

ツのバウハウスの運動もそうです。これもきわめ

て計画的に、私たちの生活環境を作っていこうと

していたのです。1920～30年代にかけて、とりわ

けそういうかたちで近代デザインが、アメリカで

もドイツでも日本でも、各国でせり上がってくる

わけです。そして近代デザインは、「誰もが豊かで

幸福で、健康な生活をしていけるような状況を作

っていこうではないか」と盛んに主張し始めます。



3

1920～30年代は、テクノロジーが日常生活の中

にどんどん入り込んできた時代です。現在、電子

テクノロジーが日常生活にどんどん入り込んでく

るのと、同じような状況が引き起こされていた。

機械テクノロジーが日常生活の中に入り込んでき

て、生活が機械化されていく時代であったわけで

す。もちろん、それは18～19世紀における産業革

命でせり上がってくるわけですが、それは産業の

中で進展していったわけです。それが20世紀にな

ると、日常生活の中に入り込んでくるわけです。

アメリカの場合、家電製品などが入りこんでくる。

ですから、ちょうど1920～30年代にかけて、たく

さんのSFが書かれています。「未来はこうなる」

と、アメリカなどではパルプ・マガジンに、スペ

ース・オペラみたいなものがたくさん描かれてい

ます。

これは余談ですが、イギリスにもSFがあります。

イギリスのSFとアメリカのSFが大いに違うのは、

アメリカのSFは非常にガジェット的であることで

す。いろいろな面白い道具をどんどん考案して、

これから楽しくなるぞというSFの方向なのです。

イギリスの場合は非常にペシミスティック（悲観

的）になっていて、将来多分だめになってしまう

ぞという方向に行くわけです。そうしますと、イ

ギリスのSFは大体、社会科学の方に結びつき、社

会批判に結びついていくという方向になるのです。

ところがアメリカの方は明るい未来、楽しい未来

というかたちで、SFが書かれていく。そういうSF

が書かれた背景には、新しい技術・テクノロジー

が入り込んできたということがあると思います。

1980～90年代にかけて、映画でSFがたくさん出

てきました。「ロボコップ」や、有名な「ブレード

ランナー」、最近は「マトリックス」など、SF映

画がたくさん作られました。これは新しいテクノ

ロジーが出てきて、私たちの生活を変えるかもし

れないという感覚を喚起したからだと言えると思

うのです。1930年代も、やはりSFを書くと同時に、

新しい環境を作っていこうという意識が非常に強

く働いた時代であったわけです。

イデオロギー闘争の1930年代

1930年代は一方で、イデオロギー闘争の時代で

した。一方に資本主義、一方にファシズム、一方

に社会主義・共産主義があるというかたちで、三

つどもえのイデオロギー闘争が起こってきました。

「私の社会こそが、すばらしい未来になるはずだ」

と、どこもが主張したわけです。「このファシズム

こそがすばらしい未来を実現してくれる」と信じ

たわけです。あるいは「この社会主義こそが、す

ばらしい未来を」、「この資本主義こそがすばらし

い未来を」と、それぞれが自分たちの未来を主張

したわけです。

それでは、実際にどんな未来を描くことができ

るかということで、そのとき動員されたのがデザ

イナーや建築家だったのです。例えば1939年、

ちょうど第二次大戦がヨーロッパで始まる時期、

ニューヨークで博覧会が行われています。そこに

ソヴィエトやいろいろな国が出すわけです。

「World of Tomorrow」（明日の世界）というのが

タイトルでした。つまり、社会主義やファシズム

やいろいろな国々が集まって、自分たちの未来を

見せることをやったわけです。いかに我々の世界

がすばらしいものになるかを具体的に見せるには、

結局はそのデザイナーや建築家の力を借りざるを

得なかったのです。

当時のニュースフィルムが何本も残っています。

1939年のニュースフィルムを見ていると、「ロシ

アもすごい」とアメリカが誉めています。「ロシア

もすごいけれど、ロシアには明るさがない」と言

っているのです。「明るさがない」というのは、す

ごくおかしいのですが、もっと面白いのは、「何

といっても、アメリカにはホットドッグデーとい

うのがあるよ」というのを、ニュースで流してい

るのです。「ホットドッグデーというのがアメリカ

にはあって、これはすばらしいことだ」というの

です。「ルーズヴェルト大統領だって、そのときに

はホットドッグを皆と一緒に食べるのだ」。それで、

ルーズヴェルトがホットドッグを食べるシーンが

出てくるのです。これはすごく面白いな、と思っ

て見ました。

後の1960年代、アンディ・ウォーホルが、「ア
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メリカが最も早い時期に大衆社会を実現したのだ」

と言っています。ある本の中で、「テレビのスイッ

チを入れるとコカ・コーラのコマーシャルが流れ

る。それを見ているとコカ・コーラを飲みたくな

る。アメリカがすごいところは、高いコカ・コー

ラもないし、安いコカ・コーラもない。コカ・コ

ーラの価格は全部同じだ。だから大統領が飲むコ

カ・コーラも、エリザベス・テーラーが飲むコ

カ・コーラも、ニューヨークのホームレスが飲む

コカ・コーラも全部同じだ。こういう社会をアメ

リカは実現したのだ」と言っているわけです。で

すから、ものすごい金持ちが「一千万円のコカ・

コーラが欲しい」と言っても、そういうコカ・コ

ーラはない。貧乏人が飲むコカ・コーラも、金持

ちが飲むコカ・コーラも、全部同じだとアンデ

ィ・ウォーホルは言って、コカ・コーラのシルク

スクリーンの作品をダーッと作るわけです。

それ以前に、1939年のニューヨーク博の中では、

「大統領でもホットドッグを皆と一緒に食べるのだ

よ」と。つまり、そこがソヴィエトとアメリカの

違うところだよ、という事例として見せているの

です。

ニューヨーク万博のフューチュラマ

この博覧会ではテーマ館として、アメリカが

「デモクラシティ」（デモクラシーの街）という、

未来を見せるパヴィリオンを作っています。それ

はあまり人気がなくて、「フューチュラマ」という

パヴィリオンができて、それに大変、人気が集ま

りました（図1）。これはゼネラルモータースが

作ったパヴィリオンで、1960年のアメリカを描い

たものです。そこには高速道路ができあがり、工

場群があり、それから学校都市や住宅街があり、

巨大なメトロポリスがある。それを全部、道路で

ネットワークしてつないでいくという提案でした。

その巨大なメトロポリスには、ビルが建ち並んで、

空港ができていて、確か時速50マイルで走って

いても、右に曲がろうが左に曲がろうが、非常に

自由に曲がれる。自動車の安全距離は、ラジオ電

波でコントロールしている。当時、ラジオ電波と

いうのは、かなり夢がありました。

このジオラマには、ムーヴィングチェアという

椅子があって、その椅子に座ると、ガタガタと動

いていきます。その椅子に座ってじっと見て、ジ

オラマをめぐって大体15分ぐらいで出てきます。

これと全く同じ装置を使って、後にウォルト・デ

ィズニーがディズニーランドを作ります。ですか

ら、ディズニーランドは、初めてディズニーが作

ったものではなくて、フューチュラマを引用して

いるのです。

フューチュラマは、ノーマン・ベル・ゲディー

ズというデザイナーが、デザインしたものです。

彼は一種の天才デザイナーなのですが、不思議な

人で、第一次大戦が起こると、もう喜んでその情

報を集めるのです。こういう兵器があったら勝つ、

などと言って自分で兵器を作ったり、兵器のデザ

インをしたりしています。

このジオラマは、ものすごく精密にできていま

す。日本と戦争になったとき、このジオラマを作

ったスタッフが、日本の都市のジオラマを作りま

した。空爆のシミュレーションのための装置を、

このスタッフが全員で作ったわけです。ですから、

日本の都市がどうなっていたかも、全部わかって

いたのです。パイロットが上をダーッと行って爆

弾を落とすのを練習する装置に使っていました。

図1 ゼネラル・モーターズ「フューチュラマ」
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カラーフィルムと情報戦

さらに、この1939年の博覧会は、このジオラマ

も含めて、カラーのドキュメントがたくさん作ら

れています。同じころ、非常に高精度なカラーフ

ィルムがアメリカで開発され、「風とともに去りぬ」

という映画になり、世界中に配給されました。そ

して同じフィルムを使って、このニューヨーク博

も撮っており、その記録がたくさん残っています。

ポール・ヴィリリオという人が、戦争と映画に

ついてたくさん評論を書いており、その中のエピ

ソードとしても使っています。「風とともに去りぬ」

がドイツで公開されると、ゲッベルスという宣伝

大臣が、これを見て驚きます。「これはまずい」と。

フィルムは情報産業にかかわっています。今ラン

ドサットを使っていますが、飛行機でモノクロで

撮るよりは、カラーで撮った方がはるかに情報を

得る力が強いですから、いいカラーフィルムを開

発するのは、死活問題だったわけです。それでゲ

ッベルスはアグファに、カラーフィルムを開発し

ろと命令します。それでアグファは、カラーフィ

ルムを作ります。ところが、戦争が始まってソ連

軍が進攻してきて、アグファが作ったカラーフィ

ルムを全部押さえて、持っていってしまうのです。

この持っていったフィルムがどうなったかとい

うと、また面白いのです。エイゼンシュタインと

いう非常に有名なロシアの映画監督が作った「イ

ワン雷帝」という歴史的な名画があります。僕は

確か中学の終わりごろか高校1年生ぐらいのとき

に、これをアートシアターで見て「奇妙な映画だ

な」と思ったのですが、これは前編・後編に分か

れていて、後編がいきなりカラーに変わるのです。

つまりパートカラーということですが、そのカラ

ーの部分がアグファカラーだったのです。これが

ソ連軍が持っていったドイツのフィルムだったの

です。

まさに情報の世界でも、アメリカがあり、ドイツ

のファシズムがあり、ソヴィエトの社会主義がある

という、三つどもえの争いを続けていたわけです。

「情報」としてのデザイン

実は1930年代、アメリカは不況でものすごくあ

えいでいて、貧困が蔓延していました。その貧困

からどうやって救われていくかということで、都

市計画局が作った、一種のデモンストレーション

用のフィルムもあります。「今、現在でも計画すれ

ばこれぐらい豊かになって、皆が楽しく暮らせる

ぞ」というイメージを、アメリカは作ったわけで

す。これは一つのモダンデザインの考え方でした。

ドイツなど、あらゆる国で「豊かな未来を」と

いうイメージを確かに持っていました。ですから、

デザインは、どのような社会を作るのか、どのよ

うな生活を作るのかを、考えていました。

面白いのは、そういう「物質」が一つの「情報」

になり得る、ということです。モノにはデザイン

がつきまとっていて、それが情報になっていく。

そういう「情報」を、世界に広げていこうという

意識が強いのです。これはファシズムにしても、

社会主義にしても資本主義にしても、皆そうでし

た。

アメリカの場合、同じ博覧会のときに、ウェス

ティングハウスという家電メーカーがタイムカプ

セルを作って埋めました。2万ページぐらいの情報

を、マイクロフィルムにして入れたり、皆からの

メッセージを書いて入れたり、トーマス・マンと

か、アインシュタインのメッセージを入れたりし

ています。また、ちょっとした日用品の本物を入

れています。電話の受話器や帽子、たばこのキャ

メルのパッケージを入れる。アメリカの技術や機

械に関する情報を詰め込んだマイクロフィルムを

入れ、これを5千年後に開けることにしたのです。

たぶん、世界で最初のタイムカプセルだと思うの

ですが、「情報」を残すわけです。

その理由は、ウェンズという人だったと思うの

ですが、当時の科学技術のディレクターが、「社会

主義、資本主義、ファシズムなどがいろいろ戦っ

ているけれど、そのうち地球規模で文明が崩壊し

てしまう。文明が崩壊してしまったときに、この

タイムカプセルを引き上げてもらいたい。そうす

ると、アメリカの文化が世界を被う」と言うので

す。もうほとんどSF的なのですが、本気で考えて

いたようです。それで、埋めた場所を忘れるとい
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けないので、確か記録によると三千何百冊かの本

を作り、世界中の寺院や教会、ラマ僧院や図書館

などに、埋めたことの記録を綴った本を贈ってい

ます。ひょっとすると東京にもあるかもしれません。

ラジオ番組や雑誌も入れています。

こういうかたちで、広い意味でのデザイン、情

報の遺伝子というか、アメリカの情報を残しまし

た。アメリカの文明を世界化するという、SF的な

奇妙な夢の産物として、こういうことをやったわ

けです。

モートラマと豊かな未来像

その後、第二次大戦があって、基本的にはファ

シズムが倒れて、冷戦構造が残りました。しかし

1956年にもう一度、アメリカはGMが、テック研

究所を作りました。そこで病気の研究から自動車

のデザインまで、全部やっています。そのときに、

運転しなくても乗っていけるような、全自動自動

車みたいな計画までやっています。今、メルセデ

スやBMWが一緒になってやっていたり、日本の自

動車会社でもやっていますが、すでに1956年ごろ

にもうやっているのです。

この年に、モートラマという自動車ショーをや

りました。そして、アメリカがもう一度、未来を

描くのです。エレクトロニクス・ハイウェイを作

るという計画をし、単に自動車作りだけではなく

て、日常生活をどれぐらい豊かにするか、例えば

エレクトロニクスを使ったキッチンを作るなど、

そんなところまでアイディアとして出しています。

このように描かれたユートピアのイメージには、

労働がありません。消費しかないという世界を、

1950年代の半ばにGMは、自分たちの夢の世界と

して作り出すわけです。この時代から1960年代の

ベトナム戦争に引っかかっていくあたりまでが、

アメリカの最もすばらしく豊かだった時代だった

のです。

実はモートラマの映像は、最近も使われました。

今、クリントンが2期目の大統領を終わろうとして

いるわけですが、1期目のブッシュとの選挙戦が

あったとき、ロサンゼルス現代美術館で、「ハン

ドペインテッド・ポップ」という展覧会がありま

した。これはちょうど選挙戦の最中にあった展覧

会です。1950年代半ばから1960年代半ばぐらいま

での、アメリカの最も豊かで楽しい、明るい時代

に生まれてきた、ちょうど抽象表現主義が終わっ

て、ポップ・アートが出始めてきたあたりの時代

のアートを見せる展覧会でした。会場では、ジョ

ン・F・ケネディの演説が、やたらとヴィデオで

流れているのです。その合間に、モートラマのヴ

ィデオがじゃんじゃん流れているのです。これは

ものすごく意図的な感じがしました。

クリントンは、「高校時代にジョン・F・ケネ

ディと握手をした」というシーンを、盛んに流し

ています。つまり、美術館の中でジョン・F・ケネ

ディの演説を流して、最も豊かだったアメリカの

時代を強調する。モートラマでは「エレクトロニ

クス・ハイウェイ」を提案したわけですが、副大

統領のゴアが「インフォメーション・スーパーハ

イウェイ」という構想を出すわけです。そこに引

っかかっていくかたちで奇妙に政治的に流されて

いて、非常にしたたかだなと思ってその展覧会を

見た記憶があります。

モートラマの映像はアメリカ人にとっては、戦

後の原イメージとしてあったと思います。それは

言ってみると、「労働がなくなっていく。消費だけ

の楽しい社会が広がっていく」というイメージで

す。

この影響を、日本はものすごく強く受けたと思

います。つまり近代デザインはある面で、「誰もが

豊かで平等に、健康で幸福な生活を送るような条

件を作る」ことを目的にしたわけですが、一方で

消費社会へ突き進んでいきます。その消費社会へ

突き進んでいくイメージを、最も先鋭的なかたち

でアメリカが示してみせた。その影響を、日本は

非常に強く受けた。日本だけではなく、世界中が

この豊かさというイメージを、受け入れたのでは

ないかと思います。これは今日、「グローバリゼー

ション」といったとき、かたちを変えながら、ア

メリカ文化の影響をものすごく世界が受けてしま

ったことと、かかわっているのではないかと思い

ます。
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普遍的なデザイン

近代デザインは、インターナショナルなスタイ

ルを作ろうとしました。「インターナショナル・ス

タイル」という言い方もしますし、「ユニヴァーサ

ル・スタイル」という言い方もします。近代デザ

インの巨匠であるミース・ファン・デル・ローエ

は、「ユニヴァーサル・スペース」という言い方を

しています。彼はドイツの造形学校バウハウスに

いて、ナチスが台頭してくるとアメリカに亡命し

て、アメリカで建物を作りました。その弟子がフ

ィリップ・ジョンソンで、表面がガラスで被われ

ていて、構造材が中に入っているカーテンウォー

ルの建物を作りました。ですからガラスの建物の

ようなイメージになります。今日、日本でもたく

さんこういう建物が見られますが、その原型にな

るようなガラスの建物を、ミースは作りました。

ミースの「ユニヴァーサル・スペース」という

概念とは、「縦に積んでいっても、横に積んでいっ

ても、均質化した空間ができる」というもので、

「普遍的な空間」「普遍空間」と言っています。そ

の普遍的な空間のデザインは、プロダクト・デザ

インでもグラフィック・デザインにおいても、同

じことが言えます。

例えば印刷物を刷るときに、活字でモダン・ロ

ーマン体には「セリフ」というひげ飾りがつきま

す。ちょうど日本の明朝体に、うろこのようなも

のがつくのと同じです。そのモダン・ローマン体

の字で、ボドニーさんが作った「ボドニー」とい

う字があり、これは大変美しい字です。しかし、

フランス料理を出すレストランが、ボドニーの書

体でメニューを書くとおかしいと、ヨーロッパ人

は感じるのです。なぜかというと、ボドニーはイ

タリア人です。どうしてもイタリア的な感じがす

るというのです。イタリア的な字なのに、フラン

スのレストランではおかしいというわけです。

漢字文化圏にいる僕らには漢字の書体がわかり

ます。中国の新聞を見ると、日本の書体との違い

が目立つわけです。つまり、そこにデザインの差

異が見えてしまうわけです。そういう差異を取り

払って、ユニヴァーサルなデザインにできないだ

ろうかと言うことで、「セリフ」を取ってしまおう

と考え、「サン・セリフ」という字を作りました。

バウハウスが盛んに、この「サン・セリフ体」を

作り、それで印刷物を作っていきました。

同じように、屋根のかたちで地域性が出てしま

うので、屋根を切ってフラットな屋根、陸屋根に

しました。そうすると、アメリカであれヨーロッ

パであれ、アジアであれアフリカであれ、皆同じ

になります。誰もが同じで、差がつかない、地域

性がないデザインを目指しました。

つまり、「誰もが」というところが、近代デザイ

ンの一つの特徴でした。それには、食器から家具、

インテリア、住宅、建築、都市に至るまで、一定

のシステムで作っていくことによって、差異をな

くしていってインターナショナル化しようという、

インターナショナリズムやユニヴァーサリズムが

働いていました。それは、悪いことではないので

す。

それを広めるためには、大量生産を前提にせざ

るを得ません。10年ほど前、バウハウスの初代の

校長であったヴァルター・グロピウスの展覧会が

ドイツでありました。展覧会のカタログを見てい

たら、グロピウスは、「ハウジングの領域における

フォードになりたかった」と書かれています。つ

まり、大量に作ってそれを安く、廉価で普及させ

ていくことを考えていました。それは、アメリカ

の消費社会が、どこか頭の中にあったのだと思い

ます。大量に作るやり方でしか、インターナショ

ナル化できないだろう、「誰もが」というかたちに

はならないだろう、ということが、頭の中にあっ

たのだと思います。

近代デザインの矛盾とポストモダンの出現

ところが、これにはやはり矛盾があります。最

近の「ユニヴァーサル・デザイン」という言葉は、

違う意味合いで、ノースカロライナ大学で言い始

めて、日本でも盛んに通産省あたりが、「ユニヴ

ァーサル・デザイン」という言葉を流通させるよ

うにしています。ちょっと違ったところがありま
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すが、問題点はおそらく共通していると思います。

すなわち、「これが普遍だ」と言ってしまうと、

その「普遍性」に入らない人間は、「自分は普遍的

な人間ではない」「普遍的文化から外れた人間だ」

となる。つまり、差別の構造が生まれてしまうわ

けです。

それはバウハウスでなくても同じです。例えば

標準家具が、最も早い時期に浸透するところは、

日本では学校です。明治期に学校で、児童用の机

と椅子が供給されます。すると、こいつは小さい

とか大きいとか、逆に体型の違いが明白になって

しまうのです。つまり「これが標準だ、これが規

準だ」と言われたとき、規準から外れる人間が排

除される。モダンデザインの中には、この問題が

非常に避け難い矛盾として根本的にあったと思い

ます。

それをどうするのかと言ったとき、「脱近代」を

目指そうということが出てきました。そして流行

語になったタームとして、「ポストモダン」という

言い方があったわけです。『ポストモダンの条件』

という本をジャン=フランソワ・リオタールという

人が書いています。その中で、これはエレクトロ

ニクスの技術、テクノロジーが浸透してきたこと

と非常に深くかかわっていると述べています。お

そらくそうだと思います。

つまり、これまで非常に汎用性の高いモノ作り

だったものが、コンピュータを使うことによって、

一つずつ個別に、違いのあるものを無数に作るこ

とが可能になってしまいました。

例えば、かつてボルトは、ボタンホールと同じ

ように、ちょっとゆらぎを作っておき、どれでも

合うようにしていました。ですから、ぐるぐると

締めるけれども、ちょっとアジャスト部分をつけ

ておいて、このパーツはこっちにも使えるという

ふうにして、汎用性を高めていたのです。

ところが、エレクトロニクスが入り込むことに

よって、一つのラインでいろいろな車や、いろい

ろな製品を作ってしまうことが可能になりました。

ですから、違いをどんどん作っていくことができ

るようになりました。

ポストモダンの問題点

ところが、その「違い」はなぜ作らなければい

けなかったのか、という理念が迂回されてしまい

ました。本来、近代デザインが作り出した均質化

した社会からはみ出され、排除されてしまった人

間、あるいは排除された社会に対してどう考える

か、ということが「ポストモダン」のテーマにな

るはずだったのです。ところがそれを迂回して、

デザインの世界では、ただただ次々に差異を作れ

ばいい、ということになってしまいました。そし

て、かたちや色が、ものすごく自在になり始めま

した。

1980～90年代の頭にかけて、日本のデザインが

とりわけそうでした。先程の1950年代のアメリカ

の豊かな社会のイメージを実現しようとして、日

本は頑張ったわけです。そして、おそらく1970～

80年代にかけて、それを実現してしまった中で

「ポストモダン」という言い方をして、いわゆるエ

レクトロニクス・テクノロジーを背景に、様々な

形状、様々な色合いを持ったものを、無数に出し

てきた。

だから僕らは当時例えばヘッドフォン・ステレ

オを買おうとすると、何十種類と店先に並んでい

て、どれを選んでいいのかわからないという状況

があったわけです。

これは均質化した世界から外れた人間を、どう

考えるかということではなくて、デザインそのも

のが目新しければいい、差異さえ作ればいい、と

いう考え方に基づいて作られたのです。つまり差

異を作れば、そこにマーケットが広がる。そのマ

ーケットの原理だけで作られていってしまったわ

けです。

こういうデザインは、形状が優先しているから、

使いにくさはおびただしい。とても使えないはさ

みなどもありました。

例えばこれは、ロン・アラッドの、ブリキを曲

げただけの椅子で、1980年代にはやりました（図

2）。今は、彼は悔い改めて、普通のデザインをや

っています。デザイナーというのは、軽薄なとこ

ろもあり、自分の立場が危なくなると、ひょろひ
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ょろと行ってしまう。僕は不思議だなと思ってい

るのですが、戦争中に思想犯で捕まったデザイナ

ーなどはいません。ここは文学者と違う点だと思

っています。

またこれは、キャノンのカメラです（図3）。四

角いものから、非常にアールのついたデザインが

出てくるようになりました。それまで曲面設計は、

特殊な技術を持った人でないとデザインできなか

ったのですが、CADを使うことによって、曲面設

計が非常にしやすくなったのです。自由自在とい

う時代が訪れるのです。これは1990年代になって

もやはりそうです。

さらに1980年代～90年代にかけて、ソニーは

「編集デザイン」という言い方をするのですが、例

えばある一部だけを去年のモデルを使って、今年

はここだけを変えようというと、その変える部分

だけをデザインするのです。そして、それをCAD

で全部合成するのです。CADで出てきた図面を、

そのまま切削機にかけてモデルをすぐに作ってし

まいます。それまではレンダリングやって図面を

描いて、製作図を描く人に渡します。そうすると、

アールはこれくらいか、あれぐらいかと相談しな

がら作っていました。ところがCADを使うと、一

気に図面からCADで起こしていくことができま

す。ですから、モデルチェンジも非常に早くなる

わけです。

1980年代後半から1990年ぐらいまでの期間の5

～6年間、非常に細かく調べている自動車評論家に、

「自動車の買い換えは何年ぐらいですか」と聞いた

ら、3年半だというのです。デザインがどんどん変

わると、簡単に買い換えてしまう。大衆車で大体

150万円ぐらいですから、150万円のものを3年半

使って下取りに出すと、ほとんどただという状態

です。ですが、150万円でダイニングセットを買

ったら、3年半で捨てるでしょうか。まさにそうい

うデザインが、もう過剰消費をあおるようなかた

ちで広がっていきました。

インフォメーション・テクノロジーによる

デザインの問題点

ポストモダンが終わり、それが比較的忘れられ

た中で、電子テクノロジーを使って、どのように

デザインするかということは、真剣に考えられる

ようになりました。

しかし、かつてのポストモダンの状況が、深化

されたような状況が生まれてきてしまっています。

かつては、私たちの豊かで幸福で健康な社会を、

デザインは作っていこうとしていました。その前

提として、近代的な社会を作ろうとしていた人た

ちがいた、ということだと思うのです。

つまり、近代的な社会を作っていく中で、その

社会、社会環境、生活環境を近代デザインが作ろ

うとしていたわけです。それはあるときは機械テ

クノロジーによって、また今やインフォメーショ

ン・テクノロジー、電子的なテクノロジーを背景

にしながら、デザインを作っているわけです。

インフォメーション・テクノロジーは、今やデ

ザインの現場では、編集デザインのようなかたち

図2 ロン・アラッドの椅子

図3 キャノンT90
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で使われています。CADはものを設計するだけで

はないのです。こちら側に「5ミリのボルトを入れ

る」と指示をすると、裏側の図面もすぐ出てくる

のです。つまり、それはデザインのデータベース

になっているのです。そのデータベースを膨大に、

ソニーならソニーで持っています。それを企業ご

とに作っていたりするわけです。ですから、それ

の組み合わせで、ある部分は新しくしてつけ加え

て、編集してデザインしています。そうすると、

CADに載らないデザインは、作れなくなってしま

うということがあるのです。

「インフォメーション・リッチ」と「インフォ

メーション・プア」という言葉があります。つま

り、情報を使える企業と使えない企業、使える社

会と使えない社会、それから使える国家と使えな

い国家と、人から国に至るまで、情報の貧富の差

がどんどん激しくなっていく。この情報の貧富の

差は、そのまま経済の貧富の差にかかわっている

わけです。第三世界に行って、パーソナル・コン

ピュータを持っている人は、ものすごく少ない。

第三世界で、CADを使ってデザインをしているこ

となど、ほとんどないわけです。それだけ差がつ

いていっているわけです。

つまり、情報を使ってデザインはどんどん行わ

れており、デザインが情報化されて、データベー

ス化されてしまっている状況があります。「機械時

代」があり、「情報テクノロジー時代」があって、

それを背景にしながらデザインができている。そ

ういうものを背景にしながら、1980年代というの

は自由自在に差異を作った。しかしそれは人、生

活、文化、あるいは性や年齢の差異を、そこに反

映していたわけでは全くない。ただ、「違い」を作

ればいいということをやったにすぎなかったわけ

です。ですからその「違い」は、市場の活性化が

できるのではないかという、一種のマーケティン

グでやっていたのだと思います。

そういうものが終わって、今、それでは電子テ

クノロジーを使った、新しい機能を持ったデザイ

ンはどうあるべきかということを、わりとまじめ

に考え始めています。しかし、もう少し大きく捉

えると、問題は非常に大きなところにあるのです。

それは、社会の問題です。

契約による市民社会の崩壊

市民社会は、契約によって成立しています。確

かに、国家があって、国家の強制力によって社会

が成立するという、ヘーゲル的な考え方もありま

す。社会は闘争の場だから、国家が調停して、社

会というものが成立しているのだという考え方で

す。しかし僕らが考えている社会とは、おそらく

市民社会であって、歴史的に見れば契約社会です。

それは、例えばルソーが社会契約論という言い

方をしていますが、契約によって成り立っている

ということです。もちろん、ルソー以前にも社会

契約という問題は語られていますが、ルソーは

『社会契約論』の中で、「父親は子どもを育てる義

務がある。子どもは父親に従う義務がある。しか

し、子どもが成長して自立できるようになったと

きに、父親は子どもの面倒を見る義務から開放さ

れる。子どもは父親に従う義務から開放される。

しかし、ともにそこでまだ生活したいのであれば、

そこに約束事が必要だ。これが契約なのだ」と言

うわけです。もしその契約がないのであれば、支

配と従属がやってくる。家族というのが社会の最

小限の単位だと言っているのです。

ところがこの契約概念による市民社会の概念が、

今や非常に希薄になっています。そういう状況と

あいまって、社会そのものが成立しなくなってき

ているように思うのです。「社会をより良くしよう」

といっても、その「社会」がない。「社会改革をし

よう」などといっても、改革すべき「社会」がな

い。これはもうどうすることもできず、あらがい

ようがないことかもしれないのです。

ローレンス・バーキンという人が、『性科学の誕

生』を書いていますが、これはなかなか興味深い

本です。「20世紀になって、ますます明確になって

いくのは、民主主義のモデルなのだ。民主主義が

どんどん広がっていくことは何を意味するかとい

うと、全体主義がなくなっていく。全体主義がど

んどんなくなっていくと、しだいに個人化・個体

化していく。個体化していく社会に、もうあらが
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いようがないのではないか」というのが、バーキ

ンの意見なのです。おそらく個体化していく社会

と、今日の情報化社会は、どうも一致しているよ

うに思われます。

つまりインターネットを使って、情報をやり取

りする。情報を得る・送ることが平気で行われる

ようになる。何も大新聞や雑誌、テレビから情報

を得る必要はない。確かに「国民国家」が最近、

アンダーソン以来、あちこちで盛んに問題になっ

ています。新聞というものが近代的な国家意識を

作ったと言うわけですが、その国家意識がどんど

んと崩壊していっている。その国家意識が崩壊し

ていくことと、市民社会の社会意識が崩壊してい

ることは、どうも僕は結びついているような気が

するのです。そして皆が個体化していっている。

個体化する中での合意形成

個体化していく事態の中で、どのような「社会」

を作ればいいのか、どのような生活環境、生活の

スタイルを作っていけばいいのか、ということが

デザインのテーマになりにくくなってきたのです。

でも、デザイナーたちは、日々暮らさなければな

らない。企業も日々暮らしていかざるを得ない。

そうした中で、ルーティン化したデザインワーク

をやっているわけです。「しょうがない、前と違う

デザインをやろう」と言って、やっているわけで

す。かつてバウハウスがやったように、ある世界

を構想することができるのでしょうか。あるいは、

先ほどのジオラマのように、「20年先はこれぐらい

豊かになっていたい」という夢を描くことができ

るのでしょうか。このことが、どうもできなくな

っているように思います。

確かに1956年に作られた消費社会の映像には問

題があります。しかし、そこでは「労働のない社

会というのが幸せだ」という、一つのイメージを

持っていたわけです。「労働のない社会がいかに変

な社会か」は、今考えてみればわかるわけですが、

ある種の提案は行われていたわけです。しかし今、

「どのような社会、生活を」というのが、どうも成

り立ちにくくなっている。

これは、「社会」が成り立ちにくいのと同じよう

に、例えば「公共性」、あるいは「公共圏」（公共

の領域・空間）、「公共の場」、あるいは「合意形成」

が成り立ちにくい。「お前はそうだけれど、僕はこ

うだよ」という事態に、どんどん突き進んでいる

状態があるわけです。「それはあなたの意見だ。あ

なたの意見はわかったけれども、私はこうだ。そ

れでおしまい」という事態になっているわけです。

もう一度、ある種の合意形成みたいなものを目指

してやっていけるのかどうか、本当のところ、全

くわからない事態になっています。

要するに、皆が同じ権利しか持たない、徹底し

た平準化、徹底したアトム化が起こる中で、「多数

決をとりましょう」ということもできないわけで

す。そうした中では合意形成は成り立たない。

そうすると、瞬間瞬間に敵対したり論争が起っ

たりして、瞬間瞬間にかりそめの合意形成が起こ

って、それが壊れていくことの連続がある。そう

いう事態になっているわけです。

今日のデザインの課題

そういう事態の中で、デザインに何ができるの

だろうか。「こんなライフスタイルがとてもいいの

ではないか」とは、なかなか言い難いという事態

が今、起っているわけです。その中で、今デザイ

ナーの現場そのものでは、ルーティンワークをこ

なしている。非常に辛いところに、デザイナーは

追い込まれているはずです。「とりあえず提案して

みました」「とりあえず前のとは違います」という

かたちで、デザインを提示せざるを得ない。我々

は確固たるライフスタイルがもう作れなかった、

ということだと思うのです。

近代社会は、過去のライフスタイル、過去の支

配と従属による社会を捨てたのです。そして人工

的に、契約によって成り立つ社会、市民社会を作

ろうとしたわけです。そこに新しいライフスタイ

ルを、デザイナーは作ろうとした。しかし、その

ライフスタイルは定着しなかったわけです。悲し

いことに、常にマーケットを活性化させるために、

今年の理想のライフスタイルを、来年は陳腐化さ
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せてしまう。自分の提案したライフスタイルを自

己否定する。この連続でやってきてしまったとこ

ろがあり、これが近代社会の持っていた、もう一

つの矛盾だと思うのです。

そして普遍的なデザインといったとき、普遍に

入らない人間はどうするのかという問題も、解決

がついていない。それから合意形成はどうするの

か。これも解決がついていない。そういった状況

の中に今、デザインは差し掛かっている。その背

景には、おそらく情報社会が大きく動いています。

つまり、個人で情報を得られる。個人で何でもで

きてしまうという状況が、情報社会なわけです。

今、とりわけ日本などと第三世界などで、格差が

どんどん開いていることも事実です。そういう事

態がある中でデザインはやっているけれど、どう

も成り立ちにくいということがあるのではないか

と思います。

そこで、現在のインフォーメーション・テクノ

ロジーを背景にしたデザインの話とは、直接結び

つかないかもしれないのですが、非常におかしな

現象が一方で起こっている。例えば幸田文とか青

木玉の特集を雑誌でやると、とてもよく売れるの

です。なぜ売れるのか。これは幸田露伴が、生活

のスタイルを変えないということをやって、子ど

もに「生活のしつけ」を徹底して教えるわけです。

「親子の関係というのは、愛ではない」と言うわけ

です。父親が愛したなどというのは、死んで10年

もたてば忘れてしまう。ところが、ライフスタイ

ルというのはずっと残ってしまうということです。

それを文はずっと自分で綴るわけで、玉に伝える。

また、そのドイツ帰りのお孫さんが出てきて、「そ

んなの知らないわ」というので評判になりました

が（笑）。

その魅力は、そこに安定したライフスタイルが

ほの見えるからです。僕らは安定したスタイルを

持てなくなってしまっています。近代デザインは

安定した、普遍的な、ユニヴァーサルなスタイル

を作ろうとして、あるいはインターナショナルな

スタイルを作ろうとして、矛盾を抱えてしまった。

一方で、市場の活性化ということで、モデルチ

ェンジを繰り返す中で矛盾を抱えてしまった。そ

れが今、極限状況にやってきているわけです。機

械テクノロジーを背景にしたモダンデザインが、

電子テクノロジーを背景にして、それを高速度化

させてしまった。そこの矛盾を、ものすごく肥大

化させてしまったところに来ていると思います。

ではどうすればいいのか、とても僕には言えな

いのですが、もう後戻りはできない。個体化して

いる状態は、どうにもできない。だから、瞬間瞬

間で合意形成していく。あるいは論争を続ける。

このことしか今、残されていないという事態にあ

るのではないかと思います。

【質疑応答】

Question1

一人一人アトムになっていって、共同体がなくなり、

共通した一つのライフスタイルや志向がないといっ

たとき、それに追いつけないという範囲で、「手仕

事」というのが一つ出てくると思うのです。逆に言

うと、ハンドクラフトは一つ一つ全く違うことにな

ります。今、複雑系やカオス、アルゴリズムなど、

コンピュータがそれについていこうとしています。

しかし、どうしても最終的な、手の一種の狂いのよ

うな雰囲気は、もう分析できない、デジタル化でき

ないわけです。そういうことに回帰していく可能性

は、ありますでしょうか。

それがメインストリームになるかどうかは、わか

りません。しかし、大きな価値が残されているも

のとして、せり上がってくるような気がするので

す。露伴が残したものを特集するとパッと売れて

しまうというのは、どうも僕らの気持ちとして、

近代の中で解決がつかなかったものが注目されて

いることと、ちょっと似たところがあるかもしれ

ません。

エレクトロニクスを使って、どんどん細かいとこ

ろまで、ハンディクラフトに近いところまで作ろ

うとしても、最終的にはハンディクラフトを追い

越すことができないところがある。それは、追い

越すことができないからこそ一つの価値として公
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認される、という面があると思います。ですから、

ハンディクラフトが僕らの生活を埋め尽くして、

それだけの世界になってしまうとはなかなか言い

きれない。けれども、ハンディクラフトがおそら

く大きな価値として、公認されていくだろうとい

うことは何となく感じますし、そのように思いま

す。

Question2

グローバリズムの問題として、大都市から、文化の

中心、デザインの中心が出てきて、それが今、それ

ぞれどこまで情報を持っているか、技術が進んでい

るかによって、随分格差が出てきてしまうというお

話だったと思いますが、ある一定の小さい規模のコ

ミュニティ、いわゆるトポス（一定の非常に特殊な

伝統や文化を持った場所）から、何か別の状況が生

まれてくる可能性もある。それは、巨大化して、ど

うしようもなくなったところと、ちょっと状況が違

う部分があるのではないかと思うのですが、いかが

でしょうか。

それも、ちょうどハンディクラフトと似たところ

があって、アトム化しなかったあるエリアが残さ

れていって、それがある種の力を持ち始める状況

は、あるのではないかという感じがします。

音楽に関してもそうなのですが、実は2年ほど前、

「ブエナ・ヴィスタ・ソシアル・クラブ・バンド」

というのがCD化されました。ライ・クーダーが2

年前にやって、これはいいなと思ってシンガポー

ルで買ったのです。そうしたら、その年にグラミ

ー賞を取ったのです。すると、今や映画化されて、

見る雑誌、見る雑誌、ブエナ・ヴィスタだらけに

なってしまっているわけです。キューバに残され

ていた老人バンドで、平均年齢80歳とかいうすご

いものです。そこにライ・クーダーという、かな

りとんでもないミュージシャンが加わってやった

というので、評判になったわけです。

2年前に実は僕はCDを買って、朝日新聞のちょっと

したコラムで紹介したのです。しかし、ブエナ・

ヴィスタは誰も知らなくて、ほとんどマイナーな記

事で終わってしまった。それで、2年たってみたら、

今やどの雑誌を見てもブエナ・ヴィスタが出てい

る状況です。つまり、取り残された集団が、ふと

クローズアップされることはあると思うのです。

Question3

インターネットが普及して、マスメディアに載った

からではなくて、個人がそのまま自分の判断で選択

できるという自由度が、逆に今まで埋もれていた価

値を発見させることを促進させているのではないか

とも思うのですが。

僕はちょっと情報化社会のネガティブな面を強調

しすぎたのかもしれません。今、指摘されたよう

に、もう少しプラスの面というか、積極的な面を

認める必要も、絶対にあると思います。

Question4

「無印良品」に興味があるのですが、いろいろな種

類がたくさんある品物から選ぶのに疲れた人や、

モードのテンポの速さに、一緒に追いついていくの

に疲れた人などが、結構「無印良品」の品物を買っ

ているように思います。柏木先生から見た場合、消

費者がどういう目的で「無印良品」の品物を買って

いると思われるかを、お聞きしたいのですが。

「無印良品」は、あるスタイルを消したような、も

う一つのスタイルを作っているのだと思います。

それは非常にチープなかたちだけれど、実はかつ

てあったバウハウスなどのモダンデザインです。

バウハウスでやろうとしたことを、ものすごくチ

ープにしてしまったようなところがあると思いま

す。それはある種のインターナショナリズムや、

ユニヴァーサリズムに近いところがあると思いま

す。それで規格化し、装飾性を排除している。誉

めて言えば「チープシック」だけれど、けなして

言えば「安物」だと思います。

しかし、できるだけ装飾性を排除したデザインと

いう意味では、モダンデザインの手法を非常にう

まく引用しているのだと思います。ですから、そ

の部分が例えばイギリスなどでも、人気になって

いるのだと思うのです。もう何年か前に、イギリ
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スの「デザイン」という、デザイン・カウンシル

から出している雑誌を見ていましたら、「無印」の

店のことが書かれていて、「ムジ」と呼んでいるら

しいです。その雑誌では、「ムジフィケーション」

という造語を作っていました。つまり、そういう

言い方が出てくるということは、「無印」の商品が

一つのスタイルになっているということです。「ム

ジフィケーション」化してしまう、そういうスタ

イルとして受け取られている、ということだと思

います。

Question5

「合意形成が難しい」という言葉が、とても個人的

に気になりました。例えば、こういう金沢のような

街にいると、幸か不幸か、かなり意識的にかと思い

ますが、いろいろな風景が残されていたり、まだま

だ自然が残されていたりします。たまたま手をつけ

なかっただけかもしれないし、偶然残っただけかも

しれないのですが、そこに、もともと眠っている空

気のようなものを、外から来ても感じることはでき

るわけです。それこそ無意識だろうとは思うのです

が、何かそこの街の中に残っていた文化や、人々の

思い込みなどが、感じられる気がするのです。例え

ば街に来て大きなイヴェントに参加して、皆で

ワーッと行って「よかった、よかった」ということ

がなくても、どこかでその街の雰囲気の中から「合

意」に似たものをくみ取ることは、相変わらずでき

ているのではないか。そういうことは、今後とも大

切にできることではないかと思えるのですが、いか

がでしょうか。

近代社会には、なぜかわからないのだけれど、「場

所性」を排除する特性があります。フォードのシ

ステムが典型的ですが、「どこの工場で作ろうが、

全部同じ」というようにしないといけないわけで

す。デトロイトで作ろうが、サンフランシスコで

作ろうが全部同じで、アッセンブリーの工場に持

ち込まれたら、全部それが組み上がって、同じも

のが出てくる。つまり地域性を問わない、地域性

を消していく、場所性を問わない。だから、トポ

スがないということだと思うのです。

つまり、場所によっての何らかの共通性を消し去

っていくところが特徴的だったと思います。です

から、近代社会が目指したものの極限は、「場所は

もう問わない」というところに、論理的には行っ

てしまうので、合意形成もへったくれもない、と

いうかたちにならざるを得ないと思うのです。し

かし、今おっしゃったことは、「むしろ場所性は残

っているぞ」という言い方だと思うのです。場所

性が残っているとなると、やはりそこにはある種、

場所を通しての何か共通の基盤が残される可能性

はあると思うのです。

東京では、例えば郊外住宅が典型です。郊外住宅

の生活が、いかにとんでもなく何もないかという

のは、例えば島田雅彦のここ数年の小説を読んで

いると、非常によくわかるわけです。Aという場

所であっても、Bという場所であってもいい、と

いう事態が起こっているわけです。そういうとこ

ろでは、合意形成が成り立たなくなってしまうわ

けです。

場所性でもう一つ言うなら、例えばダムを建設す

るときに、ある村を水に沈めてしまうことがあり

ます。水に沈めてしまうから、代換地をあげるわ

けです。「代換地をあげるから、ここに家を建てな

さい」と場所を決めるわけです。そこに、さて家

を建てようと村人たちが思ったとき、まず第一に

「どうしてここに俺が住まなくてはいけないのか」

と言い始めるのです。「住む理由はない」と言うの

です。「僕は、俺は、私は、あっちにも土地を持っ

ているし、こっちにも土地を持っているし」と、

皆言い始めるわけです。つまり、住む場所性とい

うことを失った瞬間に、なぜここを選んで、ここ

に住まなくてはいけないのかという、理由がない

というわけです。

しかし、東京などの大都市に住んでいるときは、

理由がなくても住めるのです。それは、経済に還

元してしまうからです。「勤め先から何分、値段が

いくら」というのがあるから助かるのです。それ

がなかったら、選べないのです。「広さがどれだけ

で、家族が何人」という条件だけで選んでいるの

です。場所性で選んでいるように見えながら、実

は勤め先からの時間や価格・広さの問題だけで選



んでいる。それはまさに「場所性」「トポス」を、

失っているのだと思います。

しかし、場所性がまだ残されているところがある

とすれば、それは消さない方がいいだろうと思い

ます。それは議論をするときの土台になるだろう

と思います。
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