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建築を取り巻く環境の見方・考え方

と

環境を建築する立場について、次回
以後の講義を聴いた後、つまり未来
時点を先取りして述べる。

2009年4月10日（金）

都市創造工学科 建築学概論 第１回

建築と環境
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我々や我々の子どもや子々孫々は、
環境の時代にどう生きるかが問われ
ている。

とこのように、問いを問うことから、建
築思考を始める。

つまり、あるものが与えられ、それを
どのように作るかという技術の問題
として考える前に、このような問いか
ら始める。

建築をめぐって今、何が問題か

（仮称）環境地球器
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何故なら、建築を立てるということは、
生活を建てるということだから。

ここでは、工事施工業者の立場では
なく、建築について「初めから」、つま
り、建築が存在しない以前から考え
ねばならないからである。

建築をめぐって今、何が問題か
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作り方について、環境の時代にふさ
わしいものかどうかが問われる時代
であるという時代認識を持たねばな
らない。

建築をめぐって今、何が問題か
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物事の判断において、持続可能かど
うかを、いつも、常に考えて行わね
ばならない。

環境の時代とはどのようなことか
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ブルントラント委員会の持続可能な開発の定義

「将来の世代のニーズを満たす能力を損なうこ
となく、今日の世代のニーズを満たすような開
発」

Marshall他(Marshall2005、675頁)は、 この定

義は、将来世代のニーズを予測することや将来
世代の技術を予測することが出来ないので、役
に立たないとする。

持続可能性の一つの定義

（仮称）環境地球器
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もし、そのことが

レベル１： もし現在のまま、または予想される割合で続けら
れると、人間の生存を危険にさらす行為

レベル２： 生活の期待や健康指標を過度に縮小する行為

レベル３： 種の絶滅を引き起こしたり、人権を侵害する行為

レベル４： 生活の質を縮小し、または他の価値、信念または
審美的好みと矛盾する行為（Actions that reduce quality of 
life or are inconsistent with other values, beliefs or 
aesthetic preference）

であるなら、それは持続可能ではない(by Marshall他)

なお、彼らは、レベル4の事柄は、多くの重要で価値ある問題
ではあるが、持続可能性の関心の際には考慮されるべきでな
いとしている。理由は、それらは価値と信念（belief）に基づく
が故に、人々の間に不協和を招くからと論じている。

持続可能性の3つの階層
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「環境」とは何でしょう

• 普通には、我々のまわりを取り囲むものが環
境と言われます

• 「取り囲むもの・こと」をもう少し分節して考え
るため、この梅酒のビン中に植えられた植物
（愛称：ぺぺロッチ）を例に取り上げる

• 土・水・植物とそれをいれているビンより成り
立っている

• これで終わりか？
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宇宙に浮かぶ地球の図
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宇宙船地球号と雨
• 地球は宇宙空間に浮かぶ、熱的に開放定常系の船であり、それ
を常温に保つ雨

• 樹木に水をやるのは何故？

光合成で発生する熱を水を蒸散させる－－→雨
つまり、雨は、宇宙船地球号の廃熱というゴミ処理を担当している

光合成：光合成：水と炭酸ガスと日光を利用してブドウ糖を生
産する。

 １２Ｈ2Ｏ＋６ＣＯ2＋日光→Ｃ6Ｈ12Ｏ6＋６Ｈ2Ｏ＋６Ｏ2

この生命活動によって熱が発生する。その熱を自分の外に捨
てないと、熱が自分の中にたまって、体温が上昇する。温度が
ある程度高くなると、酵素が働かないなどの生命活動を行う機
能が破壊される。

• 水を、毎日やらずに、植物を育てることができるか？
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手づくり環境地球器
（ウォードの箱）(Wardian case)

左：封入して400日目 右：封入して40日目

2007年1月10日異変を発見！
122009/4/10

手づくり環境地球器内の気根

右：封入して９0日目、2007年1月10日の気根！
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自然としての身体

十万枚大護摩の前行
食物摂取による身体のリ・デザイン
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７日７晩の断食・断水・不眠・不臥

これらの写真は、

藤田庄市「行とは何か」（新潮社1997）より

108日間の前行日の食物摂取パターンによる身体のリ・デザイン
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光合成の逆反応の利用

• 脂質が燃えると二酸化炭素（CO2）と水が生
まれる

• タンパク質を分解すると窒素が出るので、尿
として体外に排出しないと尿毒症になる

• よって、タンパク質を控え、塩分を断ち、五穀
断ちをする

• その代わりに、糖質や植物性脂質、ソバ・野
菜・果物・蜂蜜・ごま油などを摂る
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環境を自然と人工（都市）とに分ける

• 自然を3つに分ける

自然1：山河大地

我々が普通に「自然」と考えているものは、自然のスナップショットで
ある→生態学（エコロジー）における遷移

自然2：身体
身体の肉体部分は、細胞などが自然に入れ替わる→生態系でもあ
る

そうでない部分「私」は変わるのだろうか→脱皮

自然3：食物
饑餓と健康 → 行

これらの3つを「手入れ」によって適性に保つことが必要

172009/4/10

自然と都市（人工）

• 子どもは自然である

• 一方、それを人工化したものが大人である

よって子供は大人が思うようにはならない

人工的にコントロールしようとしても、そうはならない

• 自然の標本

自然の多様さの凝縮物

• 人工の模型（有限の部品、ディテールがない）

多様さを取捨選択して部品化し組み合わせたもの

参考文献：養老孟司、「いちばん大事なこと─養老教授の環境論」、集英社、2003、2004

182009/4/10

建築物と建てること

• 建築物は、人間が考えて作るのであるから、
人工物である

• しかし、考える人間は、第１に自然の産物で
あり、第２に文化の産物（諸種の制度という人
工の産物）であるので、自然の営みに任せる
という側面を必要とする

• どこまで自然の営みに任せることが出来るだ
ろうか
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環境とデザイン

• 環境をつくる（デザインする）とは、自然と人間
とに働きかけることである

• もし人間（私）が考えるだけならば、人工的営
みとなる

• 環境は自然と人工よりなるので、自然の営み
に任せるという側面も必要になる

202009/4/10

農作物

• 今、農業が、バイオエネルギーを作り出す営
みとして見直されつつある

• 例えば、米（稲）を作ることを取り上げる

• 自然農法をみていると、米（稲）を作ることは
出来なくて、米（稲）が自然に実る、山に木が
生えるようにと考えたほうがよいのでは

• 環境地球器に隠された秘密
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自然に任せる農法：田んぼ1

• 例 福岡正信による自然農法

田植え直後の田んぼ（赤いボールペンは、谷口が置く）

参考文献：福岡正信、「自然農法 わら一本の革命」、春秋社、1983、2000

222009/4/10

自然に任せる農法：田んぼ2

• 例 福岡正信による自然農法：刈り入れの日
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自然に任せる農法：牧畜
• 斉藤晶の牧場（北海道旭川市神居町）

参考文献：斉藤晶、「いのちの輝き感じるかい 『牛が拓く牧場』から」、地湧社、2002
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「私」の再発見

• 建築物を建てようとするとき、言うまでもなく私が建
てようとする

• 建てるためには、建てられる物の完成イメージを必
要とする

• 例えば、家を建てようとするとき、家の形だけではな
く、そこで行われる生活形態のイメージも必要になる。

• つまり、家を建てることは、生活を建てることである

• そこには、設計者としての「私」の再構築・再発見ま
でが含まれると考えねばならない

http://www.edd.osaka-sandai.ac.jp/~o-tanig/0006jpg/sn.html


何もない─見ればある 2009/4/10

5

252009/4/10

建築家の卵
architect-to-be

• もちろんそこに住まう人（施主・クライアント）も、自ら
の生活を、新しく建てられる家での生活としてイメー
ジする必要がある

• その際、21世紀型、つまり持続可能な形式の生活
をイメージする必要がある

• それらの相互作用を通じて、20世紀から持ち越した、
環境的問題点の解消に、建築的に寄与する

• そのようにして、良好な環境が実現し、建築家が誕
生する

• それまでは、「建築家」と言えども、いまだ建築家の
卵である
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エコロジカル・フットプリント

環境の時代のくらしはいかにあるべきかを具
体的にイメージアップする方法として、エコ
ロジカル・フットプリントの算出


