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大学キャンパス計画の前提としての教育観について 

平成 21・2009 年 12 月 2 日(水) 

シビックデザイン及び計画実習Ⅱ第 3課題：「図書館を核とする大学キャンパスの再生計画」 

「環境デザイン教育は、環境デザイン的でなければならない」というメタ条件 

 

０．はじめに 

今から、12 年後、2020 年以降に 18 歳人口の第 2の減少期を迎える。そのことにより、大学教育も従来とは異

なる内容とならざるを得ない。このことを前向きに捉え、先取り的にそのような時代の大学キャンパスのイメージを

空間表現することを試みる。 

大学の機能として、研究・教育・管理という 3 つがあるが、ここでは、教育に重きを置く。教育面から大学の社

会的役割は、①最高学府段階→②最終学府段階→生涯学習学府段階 である。これらの段階は、消滅したの

ではなく、背後に退きながらも現在でも底層で脈打っている。したがって、この課題でも背景的にではあるが前

提とする。 

①最高学府の時代 

大学が帝国大学と呼ばれていた頃、大学生は、8 万人であり、大学生は、同世代のエリートであり、やがて社

会を引っ張る高度な知識と特に西洋諸外国の文献を原書で読む能力を備える知的水準に達する人材であるこ

とが望まれ、社会に出ると、いわゆる出世コースを約束された集団として養成される時代である。（この課題との

関わり：わが国の 2100 年イメージ） 

②最終学府の時代 

第二次世界大戦後、帝国大学制度は、米国式の新制大学制度に切り替えられ、大学生が、200 万人程度に

なり、それと共に、大部分の大学生がエリートでなくなり、逆に小学校から大学に入るまでの教育制度の中での

教育成果が問われ、その仕上げをして社会に送り出す最終教育機関の役割が表面化した時代である。社会が

大学生に期待する能力は、もはや「原書が読める」ではなく、「IT が使える」能力ことである。（オープンな標準：

OpenOffice.org3.0 の使用） 

③生涯学習学府の時代 

帝国大学の時代には、大学は象牙の塔と呼ばれ、また新制大学の時代には大学自治の名の下に、キャンパ

ス内への、国家権力としての警察官の立ち入りが問題視されるという社会と隔絶した機関というイメージであった

が、現今は、地域に開かれた大学が標榜され、地域に如何に貢献するか、如何に産学協同を行うかということに

腐心する時代である。一方、表面的には上述の 18 歳人口の減少に起因し、大学入学試験も選抜力というより資

格を問うことへと変質して来ている。 

このような状況に加え、わが国も高齢社会へ突入し、元気な高齢者層の占める割合が大きくなってきていると

いう状況の中で、大学組織の存続の社会的意義として生涯教育機関にあると見定める。（この課題との関わり：

オープンな大学空間イメージ） 

１．環境デザイン条件群 

ここでは、「環境デザインとは、環境の時代におけるデザイン」と規定する。言い換えれば、この実習課題を遂

行することが、環境デザインに通じるというメタ条件を担保するものとして、環境デザイン条件を以下に定立する。

これは環境デザイン原理ではない。というのは、物事の原理を追求することは、その前提として、物事の存在（厳

密には、実体としての存在）を措定することである。しかし、その前提も疑えば疑える。そこで、ここでは、「原理」

の代わりに「条件」という語句を使用する。 

環境デザイン条件 1：グローバルな視野 



H:\0-0実習ＩＩj2\091201教育観.doc 2／6 
 

近来、「グローバルに考えて、ローカルに行動する」とか「ローカルに考えて、グローバルに行動する」とか、ま

た「グローカルに考え、行動する」ということが言われるが、その前提として広い世界の存在を措定している。しか

し、ここでは、世界は有限であるという認識をもつことをグローバルな視野を持つと考える。つまり、限定し有限と

考えることにより、その外に立つことが出来るし、また対象として操作的に考えることが出来る。 

わが国の人口減少は、資本主義の成熟の結果であると言われ、いわゆる先進国に共通の現象である。逆に、

現在後進国と言われている国々も、先進国に追いつけ追い越せと、資本主義を発達させ、やがて人口減少をも

たらすであろう。 

資本主義が成熟した社会とは、あらゆる物事が「儲かるか否か」という経済的利益という基準で判断される社

会である。そこでは物の論理（あるがままにある）(＝無秩序を無秩序のままに認めること)が無視される、経済的

秩序のみが存在を許される。経済的ビジネスモデルという観点が優先する。子育てに経済的利益を求めること

は困難である。子供は、本来的に自然である。それを社会的に一人前にするには、20～30 年(その半分として

10～15年)の歳月と投資を必要とする。これはビジネスモデルとして割の合わない仕事、儲からない仕事である。

それ故、子育てが放棄され、合計特殊出生率が低下し、人口減小を引き起こしている。 

環境デザイン条件 2：脱システム観 

21 世紀型価値観として、次のような考えがある。すなわち、 

 まず個があって、個と個が関係しあっているという発想の向こうには、みんな同じ人間という観念がある。で

も実際は、それぞれに違う。男女でも違うし、時間、空間の配置でも違っている。（甲野） 

 関係性を個に先立つものとして置き、独立した個我という観念を捨てたとき、はじめてそれぞれに無限の

個性が見えてくる。それは永続する個性ではなく、たえず生成され転変しつづける個性である。（甲野） 

個というものを前提にして、そのうちに関係性（谷口注：縁起性、条件法性、レンマ的論理性）があるとする

考え方を超えねばならない。（甲野） 

（甲野善紀・田中聡「身体（からだ）から革命（かくめい）を起（お）こす」、新潮社、2005 208 頁） 

◎ p, q->p ∴q ：p の環境を構成。p を標本と見て、その学生がいる。話を聞けるならば、学生である。 

システム観、構造的身体観・解剖学的身体観とは、要素の集合が存在し、それらの要素の間に関係が規定さ

れるという考えである。初期値を与えるならばそれまでの経過、どのようにそのような初期状態をとるようになった

かということとは無関係に働く組織である。これは、メリットであると同時にデメリットである。 

個が存在し、個と個とが関係しているという発想を脱して、非システム観、言い換えればマルチシステム運動

観により教育環境を組み立てることにより、そのような教育を実現する。初期状態に至る過程をも考慮すること。

これは反大勢的・反体制的価値に基づいて物事を組み立て直すことである。これは、教員個人(私)、教員自体

の力量というより、学生との関係において教員(私)を定義し直すことを意味する。一人の教員を割って、サブ教

員機能に分けて、それぞれの機能で多様な学生に対応することを試みる。同質の授業ではなく、学生それぞれ

の授業である。外から見ると同一のクラス授業であるが、学生個々人にとっては異なった授業内容が展開するこ

とを目指す。評価は、同じ問題による最終試験により行うが、それは、学生一人一人の評価である。したがって、

それらの成績による順位づけはしない。その理由は、順位づけは、学校化された、学歴社会の価値観に基づい

ていることになるから。ただし、クラス平均やその分布はモニターし、あらゆる活動成果の評価をしながら物事を

進める必要がある。 

最近の大阪府橋本知事の学力テストの市町村別公開要求は、この点で、競争原理だけに寄りかかり、秩序観

だけに則っているので、21 世紀の教育的観点ではない。テストをすれば、必ずトップと最下位が生じる。そのこと

は、教育現場に差別化を持ち込むことであり、他と違うことに価値があるという教育的観点から否定される。 

環境デザイン条件 3：絶対的環境観 
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 近来、生態学（エコロジー）的観点から、エコ、エコと言われるが、生態学は、生物的自然界を科学的に追求す

る学問であり、科学的たろうとするが故に、秩序を求めて分析的である。秩序を作ることは、無秩序としての漠然

とした全体から、研究意図に適う物事を取り出すこと（凸）であり、それ故、逆に、無秩序を排除していく営みであ

る。しかし、秩序を取り出すことは、それに伴って熱的無秩序を含んで無秩序が発生するが、その無秩序の存在

は無視されるか隠される。 

 「環境について本に書かれていることは、間違いではないけれど、正しくない」（環境研究者森下郁子）と言わ

れるように、時と場所とが異なれば、異なる環境である（安定同位体）。このことを典型的に示すことが、例えば較

正（calibration）という概念である。すなわち実験や測定に先立って、測定器の狂い・精度を、基準量を用いてた

だす。それは、その測定器を使用する時間・気候・天候・場所などが異なるので製作工場で設定された基準値を

その環境に合わすことを意味する。つまり特定の実験室や工場で製作された測定器は、その環境を離れて別の

環境で使用される場合、その環境に合わせる必要がある。絶対的環境観とは秩序と無秩序の両者を視野に入

れて物事を考え、処理することを意味する。 

秩序と無秩序の関係を示す分かり易い例は、ホワイトノイズと音階との関係である。音階は、あらゆる周波数の

音（ホワイトノイズ）の中から、当面の目的、つまり耳に快いとして取り出された特定の周波数の系列である。しか

し、ここに「耳に快い」という基準が入ることにより、どの時代、どの文化の中で聴くかによって、音階の系列も異な

る。例えば、日本音楽は、1 オクターブを五音に分け、西洋音楽は、七音に分ける。 

ホワイトノイズの効用として、泣き叫ぶ赤子に聞かせると、時に泣きやむと言われている。文化のまっただ中に

生まれたて赤子も、生まれたての頃は、その文化の音階に慣れないが故に、特定の音や暗騒音よりも、あらゆる

周波数含む音、例えば水の流れのような音を聞くことの方が、心理的に安定するのであろう。または、母親の胎

内の血流や羊水の音の世界が、自らの世界の音であったので心理的により安定するのかもしれない。 

 

２．大学キャンパスの脱学校化 

教育は、その時代の社会の価値観の再生産であると言われる。この課題では、大学キャンパスのイメージを変

えることにより、逆に、まちのイメージが変わり、社会のイメージが変わることを狙う。（現在のまちのイメージ、社会

のイメージはどんなものか） 

「脱学校化(deschooled)」という語は、イヴァン・イリチ(Ivan Illich)が、その著書「脱学校の社会()The 

Deschooling Society」」(1971)で、はじめて使用した。この語によって、単に学校だけでなく、近現代社会全体の

在り方を批判する。 

学校という制度は、国連加盟国のアフガニスタン（Afganistan）からザンビァ（Zambia）まで、あらゆる国に於いて

以下のような「根本的な隠れたカリキュラム」に基づいていると、イリチは言う。すなわち、 

①学生は一定の年齢 

②30 人程度のグループ 

③先生という権威の存在者 

④一カ所に集まる 

⑤年間 500～1000 回の出席 

という規定をもつが、これらを、否定して、 

①学生は一定の年齢 → 多様な年齢 

②30 人程度のグループ → 個々人 

③先生という権威の存在者 → 学生と先生の役割転換が常態 

④一カ所に集まる 
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 → てんでんバラバラ 

⑤年間 500～1000 回の出席 → 必要な回数 

また、 

①何を学ぶかは学生が決める 

②好きなことを学ぶ 

③学生と先生との役割の流動性 

ということが保証されるような制度的配置を脱学校化と考える。 

その後、イリチは、「コンヴィヴィアリティのための道具」(Tools for Conviviality)という著書で「自立共生性」

(conviviality)を鍵語として脱学校化している社会の様相を言い表そうとしている。自立共生性とは、「みんなで、

ワイワイ、ガヤガヤやりながら、物事を進めて行こう」というイメージであり、その具体的な道具の一つの社会的実

現型がインターネットであると言われる。 

現行の大学の中で、脱学校的な活動が展開する場所を探すと、図書館活動である。そこで、図書館活動を核

として大学キャンパスの再構成を行う。つまり、大学キャンパス全体を図書館に見立てた空間構成を狙う。そのた

めには、現行図書館の調査、最近建てられた図書館の調査などがヒントになろう。 → 図書館見学 

①都市デザイン・建築・インテリア・クラフトなどの世界を割って、且つそれぞれが元の世界の写し・映しである

という総合的な運動を展開し、21 世紀型社会（持続可能な社会）の生活環境を創出する感覚を培う。 

②工学とデザインのコラボレーションをはかり、身（からだ）に心地よく、自然に接続しつつ、感覚を働かせて環

境を創造する技術を習得する。 

③ＣＡＤやＣＧ、模型制作、デザイン制作などの知識とスキルを身につけるためのクリエイティブワーク。 

④人間がもともと秘めている、生きている身体という自然を見つめ直し、世代にわたる倫理観を涵養し、社会

人としての責任を遂行できる能力を養う。 

注：「アート」の代わりに「デザイン」と言うのは、アート性に閉じこもらず、秘することを意味する（秘すれば

花）。アート性に逃げ込まないことにより「デザイン」の中身がより濃くなる効果があると観ずる。 

 
３．現行綜合図書館(機能と建物など)の調査 

 多様・多彩な学生を受け入れ、そのニーズを処理する組織。 

全学部全学科の学生が、卒業までの４年間に平均 100 回出入りする施設。 

好きな本を選択して読みたいときに読むことが出来る。また、好きなときに中断し、再開できる。これは自己学習

を行うことを担保する施設である。 

イ 書架の並びは、①ねじらない教育の実現型 

ロ 好きなときに読めることは、②ためない教育の実現型 

ハ 好きなときに中断することは、③うねらない教育の実現型 

このような働きをする図書館施設を、大学キャンパス全体に拡張し、空間構成的に展開し、さらに 21 世紀型のま

ちのイメージは、「このようであるか」と、人々に思わせることが、この課題のテーマである。 

 

図書館を構成する要素 

1. 閲覧室 

個別閲覧室 

グループ閲覧室 

研究閲覧室 
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検索 

2. カウンター 

貸借カウンター 

リファレンスカウンター 

購入希望 

他図書館との貸借 

複写依頼 

3. 購入・収集 

注文・受領 

書誌データ作成 

整理 

4. ブラウジングスペース 

新聞・雑誌 

オーディオ 

ビデオ 

 

４．大学キャンパスを構成する要素 

1. 講義 

2. 演習 

3. 実験 

4. 実習 

5. 会議 

6. ゼミ 

7. 研究 

8. 事務 

9. 食堂 

10. トイレ 

11. 休憩・談話 

12. クラブ・同好会・グループ活動 

13. そして、研究施設、事務管理施設 

14. その他 

 

５．環境の時代におけるデザイン要素 

1. 自転車通路 

2. 自転車駐輪場 

3. 雨天でも傘無しで歩ける歩行路 

4. 昼間の天空光による照度確保(小学校の教室なみの窓面積) 

5. 防音林(阪奈道路上り線側と外環道路側) 

6. 屋上緑化(配布日経アーキテクチァ参照) 

7. 芝生の代わりに不耕起栽培の田んぼ(参照：http://www.tanbohakase.com/) 
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8. コンセプトは、手書きで 


