
 
本稿は、表記文書所収の拙稿の電子版である。WORD ファイルで提出した原稿をそのまま PDF ファイルに

変換したものである。 
 

＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝ 
 

景観紛争解決法の構築 ― 一つの倫理学的考察 ― 
安彦一恵（滋賀大学） 

 
 
１. はじめに 

 或る事柄をめぐって意見対立がある場合、合理的

手法として費用便益分析がよく用いられるが、景観

をめぐっては、そうした手法は経済主義的だとして

退けられて、端的に「よき景観を」と説かれること

が多い。たしかに、景観の「よさ」（そのもの）につ

いては意見が一致していて、開発的な経済的効率性

の主張に対して、その一致した「よさ」の主張が対

置されている場合もある。しかし、等しく景観の「よ

さ」を求めているが、その「よさ」の内容が異なっ

ていて、そこに「よさ」をめぐる意見対立が結果し

ているケースも多く見られる。その場合、単に「よ

さ」を説くだけでは当然、解決にならない。しかる

に、このケースにおいては ― ほとんどの場合がそ

うだと言って過言でないが ― それぞれ「よさ」を

主張する者は、異なった（内容の）「よさ」の主張に

対しては「間違った見解だ」として退けて、あくま

でも自説の正しさを説く。だが、その多くは自らの

美感が直観的に断言されるに留まっている。その意

味で独断のぶつかり合いがあるだけである。この事

態に対して我々は、景観の「よさ」に関わる意見対

立の事態に対しても合理的解決法の構築を主張した

い。それは同時に、当の独断的主張が出てくる“原

因”の解明と、それへの対処方法の提示とを併せて

行なうものでなければならない。これについては、

特に独断性の程度の強い伝統主義的景観観に焦点を

併せて分析する。* 

 

２. どのようなかたちで主観的なものが「正しい」

として主張されるのか 

 現在の倫理学では、「よさ」（価値）は主観的であ

るというのが多数派の見解である。論を省くために

いま単純化して述べるが、かつては、「よさ」も、重

さや長さなどと同じように、対象自身の属性として

実在的なものと考えられていた。それが近代になる

と大勢としては、実在的な「第一性質」に対して、

色などは主観に（も）依存する主観的なものとして

「第二性質」とされ、そして「よさ」は、さらに主

観的なものとして「第三性質」とされるようになる。

[04a] これが価値理論的にはなかば学問的常識であ

るのだが、しかし日常的には、「よさ」について自分

と異なった意見に対するとき、それは対象の「よさ」

を見損なった誤った意見であるとして退けられるこ

とがしばしば生じる。たとえば、 

 

 琵琶湖畔で、ヤシの木の植樹をめぐって景観論争が起き

ている。（記事） 

  Ａ１：「ちょっと不自然」 

  Ｂ１：「南国風でステキ」 

   （『朝日新聞』（大阪版）1992 年 6 月 27 日付夕刊） 

 京都・鴨川「パリ風歩道橋」をめぐって（読者投稿） 

  Ａ２：「過去の遺産を傷つける権利はない」。 

  Ｂ２：「古都の印象を損なうものではな」い。 

      （『朝日新聞』（大阪版）1997 年 10 月 25 日付） 

   

といったかたちで意見対立が生じているのだが、特

にＡの側からＢに対して、「間違った意見だ」として

非難が浴びせられている。そしてその場合、Ｂ側の

意見は景観の「よさ」を犠牲にして開発を進めよう

とする「為にする議論だ」とも、しばしば語られて

いる。 

 では、なぜ、学問的には主観的とされるものにつ

いて正・誤が主張されているのか。相手の相違する

意見を誤りだとする場合であっても、その相手が、



「よい」と感じていないものを「よい」と偽って主

張しているとは見ていない。相手もまた「よい」と

感じていることは認めている。それゆえ、景観の「よ

さ」は、たとえば食べ物の「美味しさ」で例えられ

うるものである。食べ物についてもたしかに、美味

しい・不味いという感じ方＝味覚の相違がある。し

かし、その美味しい・不味いという感覚そのものに

は間違いはない。美味しいと感じているがそれは錯

覚であって本当は不味いのである、ということはな

い。その意味で、感覚は絶対的なものである。だが

景観の場合、その感覚について、自らのものと異な

るとき、それは誤りだとされているのである。 

 何がその根拠となっているのか。そこに、趣味の

良さ・悪さとでもいったものがあるのかもしれない。

「そのようなものをよいと感じるのは悪趣味だ
、、、、、、、、、、

」と

いうかたちで、（良い・悪いの感覚そのものではなく）

そうした感覚の趣味の良さ・悪さとして、景観の「よ

さ」の主張の正しさが想定されているのかもしれな

い。悪しき趣味に基づくときその「よい」という感

覚は誤ったものとなるのだ、と考えられているのか

もしれない。 

 実際、倫理学においても今日では、さすがに第一

性質として価値の実在性を説いて、実在する「よさ」

を捉えているものが正しい主張であり、捉え損なっ

ているのが間違った主張であるとするものはほとん

どなく、多くは、趣味という枠組みに即して、良き

趣味においては正しく良し悪しが感覚されるのだと

説かれている。一つの文化の事柄として考えるなら、

感覚がいわば純生物学・生理学的に形成されるとい

ったことはありえず、必ずなんらかの趣味形成と並

行して良し悪しの感覚が形成されるのだ、と想定さ

れ、そして、その感覚の枠組みとなる趣味について

は良し・悪しの別があるのだ、と説かれる。[99] 

 しかしながら我々は、そのようないわば洗練され

た価値実在論に対しては、事実として趣味そのもの

が複数であって、そこにどの趣味が正しいとできる

のかという問題が成立する、と考える。これは、今

日の実在論も結局、価値の相対性を認めざるをえな

い、というかたちで表れている[99]。我々は、趣味

を持ち出しても事態は当初と同じとなると考える

[04a]。学問のレヴェルではそうであるのだが、おそ

らく通常は意識されていないであろうが、日常的に

は結局ここで、特定の趣味（そのもの）の正しさと

いったものが独断的に想定されてもいる。その独断

のもとで、自らの意見が事実を正しく捉えているの

だとも主張されるのである。「伝統の」といった形容

と共に一定の景観の「よさ」が主張されるときはそ

うである。 

 

３. 問題性としての「伝統」 

 実際、Ａ１では「白砂浜には［ヤシではなく］松

である」、Ａ２では「鴨川には［パリではなく］京風

のものを」というかたちで、それぞれ（歴史的）「伝

統」が前提となっている。そしてそこでは、「伝統」

に忠実な感覚こそが人の自然であるとも説かれてい

る。 

 だが、近年の理論的な「伝統」論においては、「伝

統」というのは創造（発明）されたものであるとい

うのが基本常識である。字義通りには「伝統」とは

「伝えられているもの・伝えられていること」とし

て一つの客観的事実性であるが、「伝統を守れ」「こ

れが我が国の伝統だ」などと語られるときは、そう

語る時点から遡及的に、一つの（伝えることの）流

れが創造＝仮構されているに過ぎない。事実に即し

たものであっても、そこでは選択的に特定のもの（だ

け）が「伝統」とされ ― 肯定的なものとして選択

されてくるもの（だけ）を指示する言葉として「文

化」が用いられる場合もある ― 、そして多くは文

字通り事実とは異なった流れが「伝統」として想定

されている。[97] 

 このような「伝統」主義は、基本的に特殊近代の

事態である。そこには近代国民国家形成という強く

政治的な課題性も原因としてあるが、しかしそれは、

必ずしも為政者による政策的なものだけであるので

はなく、その当の（近代的）「国民」自身の心性にも

原因がある。それは、端的に言うなら、「意味」志向

性である。「国民」とは自らの生を有「意味」化する

という特質をもった人間のことである。[02] 「伝統」

主義とは、この有「意味」化の志向を（たとえばア

イデンティティの確認というかたちで）満たすもの

として出現してくる事態なのである。そして、この

有「意味」化ということであれば、小説の主人公に

同一化して自分の人生に「意味」を与えるときがそ

うであるように、想定される「伝統」は必ずしも事

実でなくて構わないのである。京都で言うなら、た

とえば平安京のイメージとして竹林景観が「伝統」



とされるときがそうである。嵯峨野のものなどで有

名な孟宗竹はたかだが２００年前からのものである。 

 「伝統」とは過去からの伝統であるが、したがっ

て伝統主義は、同様に過去を有意化する保守主義と

は別カテゴリーのものである。ここで言う「保守主

義」はたとえばＨ.セシルが言う知覚上の保守主義の

ことであるが、それは変化しないことを好む心性の

ことである[01]。少年のときの景観に大人になって

（久しぶりに）出会うとき、「懐かしい」というかた

ちで「よさ」が感じられたりするが、それはこの保

守的心性に基づくものである。少しく分析的に言う

なら、懐かしさの根拠は現在の景観知覚と過去の景

観知覚の記憶との近似性にある。これに対して、単

純化して言うなら、そこからの「伝統」として意識

されている（想定された）過去は記憶の事柄ではな

い。我々のタームでいうなら、それは「観念」[01,04a]

である。 

 しかし事柄は複雑であって、この「観念」 ― 私

見によるなら、これ自身近代特有の存在様態である

のだが[02] ― は、一つの疑似
、、

記憶性をもつ。であ

るから、たとえば初めて（古都）京都を訪れて（も）、

その（イメージとしての）観念的京都と実際の京都

との近似性によって、そこで懐かしさを感じるとい

ったこともありえる[02]。「伝統」的景観を評価する

ことの自然性が説かれることの根拠もここにある。 

 このことは逆に見るなら、実際の京都が観念上の

伝統的京都と近似していなくてはならない、という

ことである。意見Ａ２では、その観念上の京都と齟

齬するものとして「パリ風」が否定されるのである。

我々は、このような美感を「歴史主義的美感」とし

て概念化したが、Ｂ２はこれに対する「モダニズム

的美感」の意見である。そこでは、「観念」から独立

に見たままの京都に即して、その見たまま
、、、、

（「印象」）

としては「パリ風」（と呼ばれる形状）のものでも別

に違和感がないと語られている。ちなみにＡ１も歴

史主義的美感のものだが、実はＢ１もそうである。

前者がその過去主義的ヴァージョンであるとするな

ら後者はそのいわば未来主義的ヴァージョンであっ

て、（日本から見て「未来」とも言いうる）「南国」

の「観念」が琵琶湖にイメージ的に重ねられている。

Ｂ２は、この後者とも ― 混同されがちなのだが ― 

別である。我々は、景観の「よさ」をめぐる基本対

立は、この歴史主義的美感とモダニズム的美感の間

にあると見ている。[02,04a] 

 

４. 対立の合理的解決 

 景観の「よさ」をめぐる対立の解決について我々

が提案したい方法は、基本的には単純なものである。

一言でいうなら、民主主義を原則として、関係者す

べての意見を等しい比重で尊重し、そこに相違する

意見の間の調整を図ることである。「よさ」の主観性

の確認は、これに対して一つの根拠づけを与えるも

のである。 

 ３.では伝統主義あるいは歴史主義的美感につい

ていわば脱構築的に批判的に見てきたが、民主主義

からするなら、これにも等しい権利が与えられるべ

きである。しかしながら、伝統主義はこの解決方法

にとって阻害的である。それは、「伝統」を単なる趣

味としてではなく一つの正当性をもつものとして主

張するからである。その正当性の主張が、意見の調

整を図ることと不整合なのである。この不整合を解

消するために、伝統主義にも一つの単なる趣味へと

いわば減価してもらうのでなければならない。換言

するなら、「伝統」も規範ではなく一つの好き嫌いの

事柄とされるのでなければならない。[02,04a] 

 伝統主義が伴う「観念」は、一つの抽象者であっ

て、たとえば（伝統の古都）京都という「観念」だ

けでは（具体）像(Bild)を結ばない。これに対して

実際の景観は一つの像である。したがって、先の、

実際の京都と京都という「観念」との近似は、厳密

には、その「観念」によっていわば統制されるので

はあるがなんらかのものを機縁に成立してくる第三

のものとの近似である。であるから、たとえ等しく

古都・京都という「観念」をもっていても、実際の

景観については相互に見解が分かれてくることもあ

る。或る人は、中世・近世の神社・仏閣が「よい」、

別の或る人は幕末に新撰組が走り廻った先斗町辺り

が「よい」、また別の或る人は、明治以降の近代都市・

京都の遺産（たとえば南禅寺境内の水路閣）が「よ

い」、と（相互対立性を含みつつ）意見が分かれてく

るといったことも結構生じている。同じく伝統主義

の枠内にあっても、各人の好みが作動してこざるを

えないからである。これは、観光案内書で知って、

その後実際にその地を訪れて「なにか物足りない」

と感じたりするときと同じ機制である。旅に出ての

「伝統の再確認
、、、

」といったことも、この、「観念」か



ら好み
、、

への限定化に因るものであろう。単に「観念」

的な「伝統を守るか変革か」というレヴェルでは、

そうした意見の分化は生じないところである。その

場合、具体的景観に対する判断がなされるとき、伝

統主義はいわば機会論的に一種主意主義として発現

することになる。端的にはどのような景観を創出す

るかという場合に、この好みを引き出すため、模擬

的にであってもシミュレーションによって景観を像

的(bildhaft)に提示することが有効である。 

 実は伝統主義は多くの人において「建前」なのだ

が、その建前的主張を関与させないで、人の実際の

（本音の）趣味を忠実に意見表明させるためにも、

シミュレーションは有効である。伝統主義が建前と

して説かれる場合、端的には政治的に、同一の伝統

を支持することによって人々の（国民的）統一性が

確保される、と考えられている場合もある。しかし

これは、景観の「よさ」という美的事柄を政治的目

的の手段とすることであり、それは美としては貧し

いものである。美は本質的に自己目的であるからで

ある。建前を排除することは、この点からも求めら

れるところである。 

 このように建前的部分を排除してその人の実際の

感性だけを前面化させる場合、多くの部分において

それは（前述の）保守主義と重なってくることにな

る、と我々は見ている。しかし、それでも、純粋伝

統主義の残余は存在するであろう。では次に、それ

をも含んで、様々な美感に起因する意見の対立はど

う調整されるべきなのか。我々はここで、費用便益

分析的手法の導入を提案したい。これは、通常は経

済的開発の是非について用いられるものであるが、

我々はこれを修正・拡大するかたちで「景観」問題

にも適用すべきであると説きたい。実際、費用便益

分析と同じ発想内にあるＣＶＭが環境問題にはすで

に適用されているが、こうしたものを景観問題にも

適用すべきであると考えているのである。 

 しかし、そのためには、「便益」概念の検討が必要

である。それは、「効用性」概念とも同義のものであ

って、本来は決していわゆる経済的
、、、

便益に限定され

るものではない。そこには、端的には精神的なもの 

― 伝統主義が求める有「意味」性もここに包摂可能

である ― 、「景観」の場合は美の享受といった便益

をも含みうるものである。「景観」について人がそれ

ぞれそこから得る（であろう）美的享受の、端的に

量ということは不可能であるとしても、それへの選

好（の順序）を確定し、それをデータとして人々の

意向を等しく考慮することを、景観紛争解決の方法

として提示したい、と我々は考えるのである。

[03,04] 

 しかしながらこのことは、厳密に言うなら、民主

主義に加えて「自由主義」をも採用することを意味

する。いま「選好」で言うとして、民主主義だけで

あるなら、「正しい
、、、

選好」というものを前提して、そ

の上でその正しい
、、、

選好の充足を全員において等しく

配慮するということも可能である。これに対して自

由主義は、選好そのものの次元で正誤を語ることを

退ける[04a]。（「伝統」の正当性をなお主張するので

あれば、この「自由主義」に相当する次元で、その

“主義”を前面化するのでなければならない。その

端的な候補として「共同体主義」があるが、“自然性”

が語られるだけで、自らがいかなる“主義”に立脚

しているのかを問わないという傾向が強い。）自由主

義の前提の上で民主主義的であるとは、各人のそれ

ぞれの直接的選好に同じ比重を与えてその調整を図

るということである。先の食べ物そのもので言うな

ら、人々も、正しいものを全員で（平等に）食べる

べきだ、とは考えていない。技術的に一度の食事に

は同じメニューしか供しえないのであれば、好まれ

る食事内容の比率に応じてどの内容にするかの回数

を決めるのが妥当だと考えるであろう。景観をめぐ

って意見対立がある場合も、そのようなかたちで調

整すべきだ、と我々は考えるのである[04a]。 

 

* 本稿では、テーマについてもっぱらテーゼ的に述べ、

論証の部分はかなり省略している。その欠を補うものと

して、以下何箇所かで、本文中の[  ]に挿入するかたち

で、出版年の数字（下２桁）で拙稿への参照を行なう。

96,97,01,03,04 および 99 の詳細版は私の webpage 

( www.sue.shiga-u.ac.jp/~abiko/ )でも公開している。 
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