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Abstract: The purpose of this paper is to identify some aspects of architectural "sensibility" that have been carried over into the 21st 
century. In conclusion, it was considered that "sensibility" functions in "postmodernity" in terms of generating meaning in space, place, 
and in between. Therefore, it was found that "postmodern" may be positioned as the source of "sensibility" in the 21st century, when a 
variety of places are in demand. 

In addition, in exploring the sensibility indicated by "postmodern," it was found that "modern" and "postmodern" do not exist as a 
dichotomy, but that the significance of "postmodern" is to overcome the Western-centeredness and rationalistic ideology of "modern" 
with the universality of "modern. 
 
１． はじめに 
「モダン」と「モダンから逸脱する構想・美意識」に

ついて考察するうえで，1980年代に着目した理由は下
記の 2つである． 

1 つ目は，1980 年代が「戦後の転換点」として位置
づけられるからである．1980年代は，「ポストモダン」，
「サブカルチャー」，「ニュー・アカデミズム」等とい

った旧来の戦後思想のひとつともなる「モダン」とは

一線を画した時代であると認められる．つまり，文化

や言論などの社会の担い手が，限られた知識人から広

義の大衆に移り変わったという点で，1980年代を象徴
するひとつのキーワードとして「感性」が挙げられる． 

2つ目は，1980年代が 21世紀の源流として捉えられ
るからである．具体的には，戦後 77年である 2022年
から遡ると，1980年代はちょうどその折り返し地点に
当たる．つまり，「戦後」や「近代」の転換点に生まれ

た構想・美意識は，現在に定着する「感性」に少なから

ず影響を与えていると認識できる．［１］ 
よって，1980年代に着目することは，20世紀以降に
見られる建築への感性の変歴を研究する有効な手立て

として意義があると考えられる． 
 
２． 「モダン」と「ポストモダン」 
まずはじめに，1980年代の建築の主な議論のひとつ
とも言える「モダン」と「ポストモダン」とは何か，さ

らには，両者の関係性とは何かについて触れようと思

う．具体的には，浅田彰と黒川紀章による「現代建築

の変容」と題した対談［２］をもとに，21 世紀にも受け
継がれる建築の「感性」の一端を明らかにすることを

目的とする．結論から述べると，黒川は「モダン」と

「ポストモダン」を二項対立的に考える姿勢に疑問を

投げかけている．その考えに至る前提として，黒川は

「ポストモダン」の意義を下記の 2つと定義している．
1 つ目は，西欧中心主義をどう乗り越えるかという問
題．2つ目は，合理主義的な考えをどう乗り越えるかと
いう問題である． 
また，浅田も「ポストモダン」は異なる 2 つの意で
使われていると指摘する．具体的に，「ポストモダン」

の本質は，「モダン」主流に対する反発であるという．

対して，消費社会の表層的なコラージュといった狭義

的な意でも使われているという．  

Figure1.	Portland	Public	Service	Building	

日大理工・院(前)・建築 
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これらの定義に当てはめて考えると，マイケル・グ

レイヴス（「ポートランド・ビル」（Figure.1））等が目指
した「ポストモダン」な建築は黒川が指す「ポストモ

ダン」と異なることがわかる．何故ならば，グレイヴ

スは，機能主義的な建築に対して，ヨーロッパ建築の

歴史様式を取り込むことによって，機能主義建築，「モ

ダン」建築を乗り越えたと評価されているからである． 
また，グレイヴスは，西欧中心主義である「モダン」

な建築を崩したのではなく，西欧中心主義的な建築の

改良を行ったと評価される点で狭義的ではない「ポス

トモダン」と認識されないことが考察できる． 

 
３． 「ポストモダン」が指し示す「感性」とは 
つぎに，現在の「感性」と通ずる「ポストモダン」の

感性とは何かについて，引き続き，前章の対談［２］を中

心に考察しようと思う．黒川は，国際様式という普遍

的な概念を持つ「モダン」に対して，「ポストモダン」

は「差を読む感受性」が求められている［2］と述べてい

る．これを体現している建築として，黒川は自身が設

計した「広島市現代美術館（Figure.2）」を例として挙げ

ている．具体的に，この建築は，真ん中に広場を据え，

ヨーロッパの広場を共示しているが，広場の中心に噴

水や彫刻を置かないことで，原爆で消えた街を暗示し，

意味をずらしている．このことから，抽象的な引用を

用いるのではなく，共示や関係が生み出される意味の

場を構成することが「ポストモダン」には必要不可欠

であると読み取れる．言い換えると，「ポストモダン」

は，空間や場，間に意味を生成させるといった点で「感

性」が必然的に求められていると考察できる． 

Figure2.	Hiroshima City Museum of Contemporary Art 
また，黒川の言う「感性」とは，表層の差異や記号，

表現が横断するものだと言う［３］．さらには，意味を生

成，つくり出す建築を生み出すにあたって，黒川は，

存在者（もの）そのものを追求するのではなく，関係

を重要視すると述べている．言い換えると，狭義的な

意味での「ポストモダン」とは，「モダン」な建築に装

飾を用いて変化させたものであり，思想を転換させる

意図はないため，狭義的ではない「ポストモダン」と

区別できることが読み取れる．よって，「モダン」建築

のつくり手が唯一無二である作為を強制・強要する姿

勢とは異なり，「ポストモダン」では，読み手である利

用者が状況によって本来とは別な意味を読み取れる多

義的な感性が重要視されていると言える． 
 しかし，多義的な建築を立ち現れるためには，ひと

つの強いインパクトを持った差異の主張がなければな

らないと，黒川は述べる［４］．加えて，その主張のなか

にも，その方向に対して異和を唱える方向が含まれて

いる必要がある．つまり，建築が多義的なものとして

機能するためには，差異や矛盾を持ち合わせなければ

ならないことが分かった．このことより，「ポストモダ

ン」のなかにも，「モダン」なる普遍性を孕んだものは

存在していることが読み取れる． 
すなわち，「ポストモダン」は，「モダン」なものあり

きで存在するため，「モダン」と「ポストモダン」を二

項対立として捉えることが難しいことが分かった． 
 
４． まとめ 

1980年代に着目することは，20世紀以降に見られる
建築への感性の変歴を研究するにあたり，有効な手立

てであることが分かった．また，「ポストモダン」にお

いて，空間や場，間に意味を生成させるといった点で

「感性」が機能していることが考察された．よって，

多様な場が求められる 21世紀において，「ポストモダ

ン」が「感性」の源流として位置づけられる可能性が

あることが分かった． 
加えて，「ポストモダン」が指し示す感性を探るにあ

たって，「モダン」と「ポストモダン」が二項対立とし

て存在するのではなく，「モダン」の普遍性ありきで，

「モダン」の西欧中心主義や合理主義的な思想を乗り

越えることが「ポストモダン」の意義であることが分

かった． 
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