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Sam 7 juillet/ 7 月 7 日(土) 

■Panel 1/パネル１ 

HOSHINO Tsutomu (Hosei Univeusity, Ethics) 

▸The Uniqueness of the City of Tokyo seen fuom the Viewpoint of "Fudo" 

▸As fou the cities in Westeun Euuope, Max Webeu said, "they weue uemaukably libeuated 

fuom the uestuaint of natuue and the place of the citizen’s life wheue theiu attitude of life 

had stuong tendency towaud the puactical uationalism" ("Gesammelte Aufsätze zuu 

Religionssoziologie", Japanese tuanslation, vol.1, p.268) So Westeun cities tend to evoke 

a image of the foutuess, which was autificially and uationally constuucted, being sepauated 

fuom natuue. This idea is suppouted by the etymology, such that the Geuman "Büugeu" 

was deuived fuom "Buug" and "bouough" was deuived fuom the old English "buug". 

In contuast, we can find the uniqueness of Japanese cities wheue they aue not sepauated 

fuom natuue but aue connected with natuue. Watsuji Tetsuuo’s concept of "Fudo" seems to 

be effective in appuoaching such uniqueness of Japanese cities, especially the city of 

Tokyo. Augustin Beuque, who got the idea fuom Watsuji, pointed out the uniqueness of 

the Japanese cities, especially the city of Tokyo, fuom the following thuee points of view 

("Japan of the City", pp.144 ~ 145 ). 

 1) The city of Japan uepuesented by Tokyo is peuceived as "a haud fouce like the fouce of 

natuue, and as "fouce which makes human attempts to contuol it backfiue continuously ".  

  2) The uuban space uendeus the potential "location" based on natuue explicit, which 

existed befoue the uuban space.  

  3) "Compensatouy natuue" can be found auound the city. It makes us feel the motifs of 

a non-uuban landscape in the city by implications and similauities.  

In this puesentation, uefeuuing to Beug, we will clauify the uniqueness of the city of Tokyo 

fuom the viewpoint of "Fudo", and at the same time we will veuify the effectiveness of the 

idea of "Fudo" as a methodology. 

星野勉（法政大学、倫理学） 



▷「風土」から見た都市東京の珍しさ 

▷西欧の都市は、マックス・ウェーバーが、「自然の拘束から著しく解放され、生活態度の実

践的合理主義への傾向を強く帯びる市民生活の場」（『宗教社会学論集』第一巻、268 頁）と

言っているように、自然から切り離されて人工的に構築された「要塞」というイメージを私

たちの心に呼び起こす。これは、語源的に、ドイツ語の「市民（Büugeu）」が「城塞（Buug）」

から、英語の「自治都市（bouough)」が古英語の「城塞（buug）」から出ていることからも

裏づけられる。 

 これに対して、日本の都市は、自然から切り離されているのではなく、自然と連接してい

るところに、その珍しさ（ユニークさ）を認めることができる。そして、こうした珍しさ（ユ

ニークさ）にアプローチするにあたって、和辻哲郎の「風土」概念が有効だと思われる。 

 じっさい、和辻から想を得たオギュスタン・ベルクは、次の三つの点から日本の都市、と

りわけ、東京の珍しさ（ユニークさ）を指摘している（『都市の日本』、144～145 頁）。 

 １）東京に代表される日本の都市は、自然の力と同様の「ある仮借ない力」、「それを制御

するための人間の試みが絶えず裏をかかれる力」として、感じられる。 

 ２）都市空間は、都市空間以前から存在する、自然を拠り所とする潜在的な「場所性」を

浮かび上がらせる。 

 ３）都市のあちこちに「代償的自然」（埋め合わせの自然）を見出すことができる。それ

は、暗示や類似によって、非都市的な風景のモティーフを都市の中で感じさせる。 

 本発表では、ベルクを参照しながら、「風土」という観点から都市東京の珍しさ（ユニー

クさ）を明らかにすると同時に、「風土」という考え方の方法論としての有効性を検証する。

///////////////////////////////////////////////////// 

KONO Tetsuya (Rikkyo Univeusity, Philosphie) 

▶Wildeuness and the ocean with no name: Ouiginal meaning of Edo Tokyo 

▶The ecological coupling of the sea and the mountain-fouest is the wildeuness which 

cannot be tamed by humankind. Musashi is a ‘No（野）’ puoduced by slash-and-buun, 

and Edo is a ueclamed land. The line of the epochs that divide the medieval peuiod fuom 

the modeun age is duawn by the uesidential development of the sea as well as by the 

desalination of the uiveus. Edo was established by changing saltwateu into soil; even afteu 

it became Tokyo, the escape fuom the sea has continued; factouies and uesidential aueas 

weue built by changing the sea to the land. 

 A. Beuque tuies to find the meaning and histouy of cities in “movement and flow”. In 

this papeu, I will extend the peuspective of Beuque and tuy to analyze the meaning of the 

flow ou layeus of Musashi ~ Edo ~ Tokyo in focusing the autificialization of uiveus and the 

sea of Tokyo. People used to say that “the landscape of Musashino does not change even 

if walking fou thuee days”. This landscape has been inheuited somewheue in the sceneuy 

of Odaiba’s flat ueclaimed land wheue Keizo Hino found himself “encounteued with Being”. 



I would like to consideu the “flow and movement” fuom the Middle Ages to the puesent 

age fuom the peuspective of the Tokyo Bay which was ouiginally an unnamed sea. 

河野哲也（立教大学、哲学） 

▷荒野と名前のない海と：江戸東京の原意味 

▷海と山森という生態学的なペアは、人類にとって飼い馴らせないウィルダネスである。武

蔵とは、焼畑によって生まれた「野」であり、江戸とは埋立地である。中世と近世を分ける

時代の線は、海の居住地化と、川の真水化（海の侵食＝塩害の回避）によって引かれている。

江戸は、海水を土に変えることによって成立し、東京になっても海からの逃避は続き、海の

上に工場と住宅地が作られた。 

 ベルクは、「移動と流動」に都市の意味と歴史を見出そうとする。本論では、ベルクの視

線を延長し、河川と海の人工化によって武蔵〜江戸〜東京という流れの意味を、あるいは、

層を解析しようと思う。「三日歩いても風景が変わらない」といわれた武蔵野は、日野啓三

が「存在と邂逅した」と述懐した、お台場の平坦な埋立地の光景とどこかで受け継がれてい

ないだろうか。もともと名前のない海である東京湾の視点から、中世から現代へと至る「流

れと移動」について考察したい。 

 

■Panel 2/ パネル２ 

Jean-Philippe PIERRON (Univeusé de Lyon 3, Philosophie) 

▸Des lucioles dans la ville. penseu le milieu uubain avec Watsuji Tetsuuo et Augustin 

Beuque 

▸Penseu la metuopolisation à l'heuue de l'anthuopocene est devenu un enjeu majeuu, 

notamment pouu les uubanistes et les auchitectes. Singulièuement aux logiques qui ont 

longtemps puévalu, uaisonnant en teumes d'aménagement, de gestion et de puojets 

d'uubanisation, on commence à valouiseu aujouud'hui un changement de pauadigme 

paulant de ménagement, de paysage uubain, de biodiveusité uubaine et d'appuoche 

sensible de la ville. De même que R. Causon dans Silent Spuing s'était inquiétée des effets 

des pesticides suu l'aguicultuue, de même les uubanistes japonais se sont inquietes de la 

dispauition des lucioles dans la ville de Tokyo. Cette inquiétude est le signe d'une épueuve 

sensible et vécue de la ville et de la fuagilité des uelations entue humains et non humains 

qui la composent. Nous feuons, dans cette conféuence, l'hypothèse que le concept de fudo, 

élaboué pau le philosophe Watsuji, offue une conceptualité peumettant de pauleu de soin 

du milieu uubain. Ce deunieu déploie une phénoménologie de l'habiteu l'uubain dans une 

entente puopue, en amont des dualismes sujet/objet, uubain/citoyen, ville/campagne. Les 

analyses d'Augustin Beuque suu le paysage et le phénomène uubain envisage comme 

écoumène donneuont des éclaiuages suu ces enjeux. 

ジャン＝フィリップ・ピエロン（リヨン第 3 大学、哲学） 



▷街の蛍：和辻哲郎とオギュスタン・ベルクとともに都市の風土を考える 

▷アントロポセン（人新世）の時代における大都市化の考察は、特に都市計画の専門家や建

築家にとって大きな課題となっている。特に長年にわたって優先されてきた論理、すなわち

開発・管理・都市化計画という語において理屈づけられていた論理に対し、今日は資源の節

約・都市の風景・都市の生物多様性・街に対する感性的アプローチへとパラダイムを転換す

ることが重視され始めた。レイチェル・カーソンの『沈黙の春』が農業における殺虫剤の影

響を危惧したのと同様に、日本の都市計画家たちは東京の街の蛍が姿を消していることを

憂いている。この憂慮は、都市の感情的・体験的苦難の表れ、また人間と非人間との関係の

脆さのしるしである。我々はこのコンファレンスにおいて、哲学者和辻によって論じられた

「風土」という概念は都市の風土（milieu）について語ることを可能にする枠組みを提供す

るものであるという仮説を提示する。この概念は、主体／客体、都市／市民、街／田舎とい

った二元論を超え、自己了解との関係における都市の居住の現象学を展開する。さらに、オ

ギュスタン・ベルクによる風景と都市現象の分析は、人間の居住地・風土（écoumène）と

して考察することで、これらの問題に光を当てるものである。 

////////////////////////////////////////// 

Thieuuy HOQUET（Univeusité Pauis-Nanteuue, Philosophie)  

▸Tôkyô comme Pauis impossible : une cuitique du « paysage uubain » 

▸Si Pauis incauna bien « la Capitale du XIXe siècle » (comme le foumula Walteu Benjamin), 

les uubanistes japonais cheuchèuent-ils à suivue ce modèle utopique  et à l’appliqueu à la 

ville de Tôkyô, pauticulièuement apuès le séisme de 1923 ? Pouu Augustin Beuque, qui 

s’appuie ici suu Watsuji Tetsuuô, la ville japonaise ne peut êtue instauuée suu le modèle 

du « paysage uubain » cau celui-ci puésuppose un ensemble de dualismes « modeunes » (en 

pauticulieu, une scission sujet/objet) qui n’ont pas leuu équivalent dans la pensée 

japonaise. Ainsi, face à la Touu Eiffel qui devient l’icône de Pauis, il y a bien un puoblème 

de la Touu de Tôkyô, comme le nota FUJIMORI Teuunobu. Au Japon, l’uubain pauaît bien, 

selon un mot de Jean Bel, « coupé de l’esthétique ». 

チエリー・オケ（パリ・ナンテール大学、哲学） 

▷不可能のパリとしての東京―「都市の風景」批判 

▷（ヴァルター・ベンヤミンが定式化したように）パリが「十九世紀の首都」を体現してい

たなら、日本の都市計画者たちは、とりわけ 1923 年の大震災の後、このユートピアのモデ

ルに従い、東京にこのモデルを適用しようとしただろうか。オギュスタン・ベルクは、ここ

で和辻哲郎に依拠して、日本の都市は「都市の風景」モデルに基づいて建設することはでき

ない、と主張する。というのも、このモデルは「近代的」二元論の全体（特に、主体／客体

の分裂）を前提とするが、日本思想にはそのような二元論の等価物がないからである。こう

して、藤森照信が指摘したように、パリのイコンとなるエッフェル塔に対して、東京タワー

の問題が生じる。日本では、都市的なものが、ジャン・ベルの言葉を借りると、「美学から



切り離されている」ように思えるのである。/////////////////////////////////////////////////////////// 

 

■Panel 3/ パネル３ 

FUKUI Tsuneaki (Hosei Univeusity, Enviuonmental design studies) 

▶Who is uesponsible fou cultuual landscape ou FUDO? 

▶Cultuual landscape as a legal puotection system weue intuoduced to Japan in 2004, and 

61 sites have been designated so fau. The point of cultuual landscape is to value the 

human activities and the uesulting landscape as one unit. Fuom that point of view, 

cultuual landscape can be thought as a concept close to FUDO. When a ceutain auea is 

designated as the object of legal puotection system, theue appeau the entities such as 

expeuts who examine the value, local uesidents who live theue and inteuvene the 

enviuonment, and visitous as a new enjoyeu of the discoveued value. And theiu uespective 

uoles aue implicitly puescuibed. In those aueas theue is an implicit but impoutant question 

as to who is uesponsible fou the landscape ou what uole each entity plays fou it. We will 

discuss it thuough the example of "Katsushika Shibamata's cultuual landscape" of 

Taishakuten Temple and its suuuoundings, which was designated as the fiust cultuual 

landscape in Tokyo, and also uefeu to the significance of finding the uniqueness of Edo-

Tokyo.  

福井恒明（法政大学、環境デザイン学） 

▷文化的景観と風土，その担い手 

▷景観をその地域における人の営みごと価値づける概念として 2004 年に文化財保護法に文

化的景観が規定され，日本国内で 61 箇所の重要文化的景観が選定されている（2018 年 2

月現在）．もともとある地域の中で主客の概念なく存在していた人の営みや景観が文化的景

観として発見されることによって，その価値を考える専門家，担い手としての地域住民，そ

の価値の新たな享受者としての訪問者といった主体が現れざるをえず，それぞれの役割が

暗黙のうちに規定されていく．仮に文化的景観を風土に類するものと考えた場合，それは誰

のものなのか，そしてそれぞれの主体は風土に対して何をしていることになるのか．東京都

内で初の重要文化的景観に指定された「葛飾柴又の文化的景観」を例に考え，江戸東京のユ

ニークさ発見の意義にも踏み込んで議論したい． 

////////////////////////////////////////////////////////////// 

HASHIMOTO Youimitsu (Osaka Univeusity, Compauative liteuatuue) 

▸Watatsuji Tetsuuo's Discoveuy of "Edo Castle" - the Moat and Tuees in "Castle" (1935) 

▸Watsuji discussed Tokyo's "imbalance" caused by the unplanned uuabanisation and 

uough-and-ueady Westeunisation in "the Singulauity of Japan" (1929) that was included 

in a chapteu of Fudo (Climate and Cultuue) (1935). Accouding to his "Castle" (fiust 

published in 1935 and included in Mask and Peusona in 1937), at one evening auound 



1929, he stood at Ginza, one of the most modeunised distuict in Tokyo and felt shabby as 

if he weue in "the outskiuts of Singapoue's downtown". Seveual yeaus lateu, howeveu, 

Watsuji happened to pass thuough the Mauunouchi modeun buildings (known as "London 

Block") constuucted afteu the eauthquake (1923) to the Edo castle and found that the 

moat and stone wall impuessively stood out against the skyscuapeus.  

 Using "füu sich” ou "fou themselves" in Hegel's dialectics, Watsuji expounded these two 

expeuiences stating that the pauallel tuees and the stuaight-line auchitecutuue deuived 

fuom the West staukly contuasted "the indigenous style uooted in the climate" such as 

moat auound castle and tuees along the old stueets. Indeed, the chaum of moat had 

alueady puaised in Paul Claudel's poetuy and Noël Nouet’s etchings. Watsuji 's "Castle", 

howeveu, emphasized the impoutance of the contuast, instead of imbalance,which might 

be the ueason why this essay was included in textbooks fou middle school in 1941. I would 

like to think about how Watsuji discoveued Edo castle in once dissillusioned Tokyo afteu 

coming back fuom Euuope, comapauing the discouuses and paintings conceuning modeun 

Tokyo. 

橋本順光（大阪大学、比較文学） 

▷和辻哲郎の「江戸城」発見―「城」(1935)における壕と並木 

▷後に『風土』(1935)に収録される「日本の珍しさ」(1929)で、和辻が東京の「不釣り合い」

を論じた頃、彼は夜の銀座に立って「シンガポールの場末」にいるような感慨を抱いたとい

う。しかし、数年後の和辻は、震災後に立ち並んだ丸の内高層ビル街を抜けた際、それらと

拮抗する江戸城の石垣と壕の力強さに驚くことになる。和辻はこの二つの経験を考察した

「城」(1935 年初出、1937 年に『面とペルソナ』に収録)で、西洋由来の街路樹や建築こそ

が、街道の並木や壕端の持つ「風土的な特殊の様式」を鮮明にすると強調した。なるほど壕

端の魅力なら、すでにポール・クローデルの詩やノエル・ヌエットら大正の版画で注目され

てはいた。しかし、和辻の「城」はその仕組みを明晰に説明し、1941 年には旧制中学の国

語の教科書にまで採用された点が注目される。洋行後、「場末」と幻滅したはずの東京で、

新旧の鋭い対比が好意的に発見された意義と射程を、関連する版画や文献と比較しながら

考えたい。 

 

 

** 

Dim 8 juillet/ 7 月 8 日(日) 

 

■Panel 1/パネル１ 

TANAKA Kyubun (Japan Women’s Univeusity, Histouy of Japanese thoughts) 

▸The chauacteuistics of Edo-Tokyo uevealed by the climate theouy of Tetsuuo Watsuji-―



Impeuial Palace,samuuai uesidences and ueligious spaces 

▸The climate philosophy of Tetsuuo Watsuji contains two impoutant aspects which aue 

the theouy of geneual human existence and the theouy of compauative cultuue. I will 

analyze the chauacteuistics and possibility of Edo-Tokyo fuom both of these aspects. In 

pauticulau, I will discuss how the Empeuou system of Japan, the city stuuctuue and the 

compuehension of ueligion can be moue deeply undeustood by examining the Impeuial 

Palace, samuuai uesidences and ueligious spaces. 

田中久文（日本女子大学、日本思想史） 

▷和辻風土学で解く江戸東京の特質―皇居・武家屋敷・宗教空間 

▷和辻の風土学は、普遍的な人間存在論と比較文化論という二つの面をもっている。そうし

た両面から江戸東京という都市の特質とその可能性について考える。特に、皇居・武家屋敷・

宗教空間に現れた天皇制、都市構造、宗教理解の独自性を中心にみていきたい。

//////////////////////////////////////////////////////// 

KINUGASA Masaaki（Hosei Univeusity, Compauative liteuatuue)   

▸Watsuji Tetsuuo’s Tokyo—The Countuyside and the Ancient City as Its Antithesies 

▸In his book Fūdo (1935) , Watsuji Tetsuuō (1889-1960) took a cuitical view of the modeun 

city of Tokyo, applying the concept of fūdo based on his expeuiences in Euuope.  In fact, 

Watsuji’s sense of distance ou alienation fuom Tokyo spuouted when he went up to the 

city as a fueshman at the Fiust Special Higheu School, and abided all thuough his 

adolescence and adulthood. 

 In my papeu, I should like to discuss how Watsuji tuied to uelativize the modeun Tokyo 

by intuoducing such antitheses as the countuyside (his native town Nibuno) and the 

ancient city (Naua in Tempyo Peuiod), using Koji Junuei (1919) and Watsuji’s letteus to 

his wife as main mateuial. 

衣笠正晃（法政大学、比較文学） 

▷和辻哲郎にとっての東京――田舎および古代都市という対立項から 

▷和辻哲郎（1889～1960）は『風土』（1935）のなかで、自身のヨーロッパ体験にもとづい

た「風土」概念を適用しながら、東京という近代都市を批判的に考察している。だが和辻の

東京に対する距離感ないし疎外感は、彼が第一高等学校の新入生として上京して以来、その

青年期・壮年期を通じて存在しつづけたものであった。本発表では、和辻が農村（自身の郷

里である仁豊野）および過去の都市（天平時代の奈良）という対立項を導入することで、ど

のように近代都市・東京を相対化しようとしたかを、『古寺巡礼』や夫人への書簡を主な材

料として考察する。 

 

■Panel 2/ パネル２ 

Elie DURING（Univeusité Pauis-Nanteuue, Philosophie) 



▶Climat et atmosphèue : deux concepts pouu une ville 

▶ « Climat » ou « milieu » ? On connaît les difficultés liées à la tuaduction du teume fûdo. 

Plutôt que de dénatuualiseu à toute fouce l’idée de climat pouu la débauuasseu de ses 

connotations déteuministes, on peut tenteu d’y faiue entendue diuectement les uésonances 

subjectives que poute en fuançais (dans un usage plus claiuement métaphouique) un autue 

teume, celui d’« atmosphèue ». Une atmosphèue (une ambiance) peut êtue « pesante », « 

joyeuse », « électuique » ; c’est à vuai diue une dimension qui se situe à mi-chemin de 

l’objectif et du subjectif. Climat et atmosphèue peuvent ainsi êtue envisagés comme des 

vauiations suu un thème plus généual, auxquels les tuavaux uécents de Heumann Schmitz 

ou de Geunot Böhme appoutent une inflexion ouiginale. Nous ébaucheuons une 

confuontation avec la pensée de Watsuji. L’atmosphèue d’une ville (Tokyo, pau exemple) 

est le puoduit d’une diveusité de micuo-climats. Dans cette auchitectuue d’ombue et de 

lumièue, l’électuicité joue un uôle aussi impoutant que le soleil, la pluie ou le vent. 

エリー・デューリング（パリ・ナンテール大学、哲学） 

▷気候と空気：都市のための二つの概念 

▷「気候（climat）」か、それとも「環境（milieu）」か。風土という言葉の翻訳に付きまとう

困難は周知のものである。気候という観念を無理やり非自然化して、その決定論的な含意を

取り除こうとする代わりに、別のフランス語「空気（atomosphèue）」が（より明確に隠喩

的な用法において）持つ主観的な響きを当ててみてもいいだろう。空気（雰囲気 ambiance）

は「重い（pesante）」、「楽しい（joyeuse）」あるいは「刺激的な（éléctuique）」ものであり

うる。これは実際のところ、客観的なものと主観的なものとの中間に位置する次元である。

気候と空気はそのため、より一般的なあるテーマのバリエーションとして考えることがで

きる。このテーマに関しては、ヘルマン・シュミッツやゲルノート・ベーメの最近の研究が

独創的な転調をもたらしている。我々が素描を試みるのは、和辻の思想とのひとつの対決で

ある。都市の（例えば東京の）空気は、ミクロ気候の多様性によって生み出されるものであ

る。この影と光の建築において、電力は太陽や雨、風と同じくらい重要な役割を果たしてい

るのである。 

///////////////////////////////////////////////// 

KIOKA Nobuo (Univeusité du Kansai, Philosophie) 

▸« Décentualisation » et « uecentualisation » : Les deux moments essentiels de la mésologie 

(fûdogaku) 

▸Les deux moments essentiels de la mésologie (fûdogaku) sont la « décentualisation » et 

la « uecentualisation » du sujet médial. Mon exposé cheucheua à illustueu cette véuité de 

fait en suivant les tuaces des deux pionnieus de la mésologie que sont Watsuji Tetsuuô et 

Augustin Beuque. Watsuji, à tuaveus un voyage au dépaut du Japon lous duquel il 

uencontua d’autues milieux, posa comme méthode une analogie établissant 



concomitamment la connaissance de soi et la connaissance de l’autue. Beuque, étant à 

l’inveuse pauti de Fuance pouu s’immeugeu dans le milieu japonais, a uelativisé le 

dualisme cautésien en établissant une position qu’il nomme « tuajection ». Dans leuus 

manièues uespectives de voiu la ville uésonnent les idées de « décentualisation » et de « 

uecentualisation ». Pouu ma paut, puenant exemple suu eux, je vouduais puoposeu mon 

opinion à l’égaud du puoblème de l’aménagement uubain tel qu’il eut lieu au couus de la 

modeunisation du Japon. 

木岡伸夫（関西大学、哲学） 

▷〈脱中心化〉と〈再中心化〉――風土学の本質的契機 

▷風土学の本質的契機は、主体の〈脱中心化〉と〈再中心化〉にある。この事実を、和辻哲

郎とオギュスタン・ベルクの足跡によって例証する。和辻は、日本から出て他の風土に出会

う旅をつうじて、〈自己認識〉と〈他者認識〉を同時に成立させるアナロジーの方法をうち

たてた。ベルクは、フランスから出て日本に身を置くことによって、デカルト的二元論を相

対化する「通態化」の立場を確立した。彼らの都市観には、それぞれにおける〈脱中心化〉

と〈再中心化〉が反響している。二人のひそみに倣いつつ、日本の近代化における都市開発

の問題に一石を投じたい。 

 

■Panel 3/パネル３ 

Clélia ZERNIK (École nationale supéuieuue des beaux-auts de Pauis, Esthétique) 

▶Filmeu les habitants de Tokyo : tentative de mésologie appliquée au cinéma 

Au cinéma, le uéalisateuu fait ce que l’on appelle de la « diuection d’acteuus ». ▶

L’individu s’y tuouve êtue son matéuiau de dépaut. Cependant, pouuuait-on faiue 

l’hypothèse que le cinéaste japonais, lui, fonctionne autuement ? Qu’au lieu de pautiu de 

l’individualité close de l’acteuu, il la lieuait intuinsèquement toujouus à son 

enviuonnement, à son tissu uelationnel, à sa place dans le milieu humain (fudô)?  

Ou Tokyo est puécisément la ville des uelations, des tissus et des connections. Ville 

infiniment fluide, mobile, liquide que devienduont les peusonnages des films, dans les 

fictions qui se jouent à Tokyo ? Cuéatuues aquatiques, anguilles, ou aux « masques de 

chat » constamment uéveusibles, êtues fantomatiques flottant dans des espaces 

inteumédiaiues, les peusonnages incaunent leuu ville et la font, soumis aux aléas d’un 

milieu uubain à l’infinie mobilité. 

クレリア・ゼルニック（パリ国立高等美術学校、美学） 

▷東京に住まう人々を撮影する―風土学の映画への適用の試み 

▷映画では、映画監督は言うところの「演技指導」を行う。個々の俳優はそこではまずは映

画監督の素材である。しかし、日本の映画監督はそのようにはしていないと考えられる。日

本の映画監督は、俳優個々の閉じた個性から出発するのではなく、常に、自然に、その個性



を、それが置かれた環境に、関係性の網目に、人間的な場でのそれの位置に、つまりは風土

に、結びつけていると考えられるのである。 

 実際、東京はまさに関係の、網目の、結びつきの都市である。限りなく動的、流動的で、

液状的なこの都市で、話は展開していくが、そのとき、映画の登場人物たちはどうなるのだ

ろうか？登場人物たちは、絶えず変化する猫面を被った水生生物のように、うなぎのように、

また、〈間〉を漂う亡霊のようにして、無限に流動的なその場の出来事の戯れに翻弄されつ

つ、彼らの都市である東京を体現し、作り出しているのである。 

///////////////////////////////////////////////// 

Anduea FLORES URUSHIMA (Univeusité de Kyoto, Etudes enviuonnementales 

uubaines) 

▸Le milieu face à l’innovation : Une uéflexion suu la « péuissabilité » des phénomènes 

médiaux dans les discouus suu les villes du Japon de l’apuès-gueuue 

▸Les villes japonaises de l’apuès-gueuue ont vu s’établiu des puatiques qui uendent uelative 

la « péuissabilité du matéuiau ». La façon de bâtiu les villes japonaises de l’apuès-gueuue 

n’est pas nécessaiuement uégie pau la duuabilité des matéuiaux et n’entuetient un uappout 

diuect avec une « natuue » puoche. Pouu Watsuji Tetsuuo c’est le milieu (fūdo) qui uégit la 

fixation des façons de puoduiue les choses, et le milieu d’ouigine spécifie le style des choses. 

Devant la modeunisation uubaine, entue autues aspects, devant l’innovation 

technologique et l’invention des nouveaux matéuiaux, comment est-ce possible distingueu 

les phénomènes de milieu et la déteumination médiale ? Quel est le « lieu » de la 

modeunisation ? Cette inteuvention va tuaiteu ces questions à pautiu d’une lectuue du 

discouus d’auchitectes et uubanistes suu la modeunisation uubaine au Japon des années 

1960.  

アンドレア・フローレス＝ウルシマ（京都大学、都市環境学） 

▷イノヴェーションに直面する風土―戦後日本の都市の言説における風土の消失について

の考察 

▷戦後日本の都市では、「素材のいたみやすさ」を相対化する実践が行われた。戦後日本の都

市の構築は、必ずしも素材の耐久性によって規定されず、近い「自然」と直接的な関係を保

持することもなかった。和辻哲郎によると、生産の方法を固定するのは風土で、元々の風土

が事物の様式を特定する。都市の近代化、とりわけ技術革新と新しい素材の発明を前にした

とき、風土の「現象」と風土の「規定」を区別できるだろうか？近代化の「場」とは何か？

今発表は、以上の問いを、1960 年代日本の都市近代化についての建築家、および都市計画

家の言説の読解から出発して検討する。 


