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「環境デザイン」とは・・・？

• 「何か」と問うことは、何かあるものが存在し
ていることを前提にしている。

• 環境という「もの」をつくり出すことが出来るの
であろうか。

• もし、出来ないとすると、環境デザイナーは、
一体何をするのであろうか。

• つくり出した「環境」は、環境の模型（モデル）
か標本か。

大阪産業大学 建築・環境デザイン学科 谷口興紀
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テーマ

3

サブテーマ関連図

4

環境の時代のデザイン方法

環境の時代のものの考え方、つまり持続可
能な社会を実現するには、逆投影(バック
キャスティング)によらねばならないと言わ
れている。

それに対して、今までの方法は、順投影
(フォキャスティング)と呼ばれるものである。

逆投影という考え方を環境デザインに適用
するとどうなるか。

5

我が国の人口減少：国レベルの推移

6

持続不可能なくらし

住民・事業者のはい水量
図出典：枚方市小学校配布「わたしたちのくらしと環境」(環境副読本)

1970年と2006年の比較
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環境デザイナー？

環境デザインの経験は、その場限りではないか

ある環境研究者の言「環境について本に書かれてい
ることは、間違ってはいないが、正しくない」がある

環境の多様性：つまり時と場所が異なれば、異なっ
た「環境」と考えるべきではないか

「環境デザイナー」と自負する専門家も、環境デザイ
ンの脈略では、環境デザイナーの「卵」として参加す
るべきではないか
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1970年代の21世紀のイメージ
農漁村計画 愛知川近辺 図出典：21世紀研究会「国民生活と国土の未来像」、鹿島出版会、1972
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1970年代の21世紀のイメージ２
農漁村計画 長浜近辺 図出典：21世紀研究会「国民生活と国土の未来像」、鹿島出版会、1972
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滋賀県2030年図像/03

• 図出典：内藤正明「滋賀をモデルに持続可能な社会を描く」、ビオシティ、
2003, no.33, 42-65
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滋賀県2030年図像/03の裏付け

• 図など出典：内藤正明「滋賀をモデルに持続可能な社会を描く」、ビオシ
ティ、2003, no.33, 63

ライフスタイルにより家庭のエネルギーサービス需要抑制（冷房：10%、暖房：
10%、給湯：10%、厨房：10% （削減率、Ｂａｕ比））
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東京都2050年/05計画

• ひも状空間による東京再編計画

Fiber City/Tokyo 2050

1 最小の介入と最大の効果

2 現状受け入れ：場所の歴史性重視

3 高齢社会に備える

4 再利用・活用

5 価値の交換：密度・モビリティ・境界

出典：大野秀敏、「Fiber City /Tokyo2050」（http://www.fibercity2050.net/jpn/fibercity.html）

http://www.fibercity2050.net/jpn/fibercity.html
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13

東京都2050年図像/05

出典：大野秀敏、「Fiber City /Tokyo2050」（http://www.fibercity2050.net/jpn/fibercity.html） 14

北河内地域の人口推移

15

北河内地域の建物の仮想的推移

• 北河内地域の建物の耐用年数による建物の
減少割合

16

2015年の北河内地域の仮想的状況

17

2035年の北河内地域の仮想的状況

18

2055年の北河内地域の仮想的状況

http://www.fibercity2050.net/jpn/fibercity.html
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2015年北河内地域部分仮想的状況

20

2035年北河内地域部分仮想的状況

21

2055年北河内地域部分仮想的状況

22

2075年北河内地域部分仮想的状況

放置しておくと、いわば都市粗鬆症（？）を呈する恐れがある

23

生活のエコロジカル・フットプリント

エコロジカル・フットプリント(EF)

人間活動により消費される資源量の観点から、人
間1人が持続可能な生活を送るのに必要な生産可

能な土地面積（水産資源の利用を含めて計算する
場合は陸水面積となる）。

我々の生活を維持するために地球の表面積や日
本国土面積がどれくらい必要かをあらわす数値

持続可能な生活スタイル

EF量で表して、地球１個分の生活スタイルである

24

1987年以後の生活スタイルのEF

グラフ出典：http://www.wwf.or.jp/activity/lib/lpr/lpr2004/image/figure2.JPG

横線グラフは、全地球の生物学的生産能力
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弥生時代初期の北河内地域ビジョン

図出典：安田喜憲「環境考古学事始：日本列島２万年」、日本放送出版会、1980

• 地球1個分以下で生活スタイルの北河内地域の風景

26

弥生時代中期の北河内地域ビジョン

• 地球1個分以下で生活スタイルの北河内地域の風景

•図出典：同上

27

名目2100年の北河内地域のビジョン

• 持続可能な生活の展開する地域のビジョン、視覚的で具体的な提示が必要
• 名目2100年の意義

 ①北河内地域の現行の都市計画期間は、10年毎に見直している。しかし、20世紀的
持続不可能な生活スタイルから21世紀的持続可能な生活スタイルへの移行は、文化
変容という観点、つまり生活スタイルの世代を超えた継承を考えると、１世代25～30年
から2世代50～60年を必要とする。

 ②地域の多数の利害対立者間の合意形成のためには、目先の利害から脱する必要
がある。しかし、短期的な計画では、例えば事業者にとっては、今年度決算がどうなる
か、来年度にどう影響するかという「現状」延長的にしか物事を評価する。100年後は、
現在生きている人の大部分は、老いも若きも生存している可能性は低いという点では、
共通しており、同じ立場であり、そのことが「目先の利害」を脱する契機となる。

 ③持続可能とは、今とは全く異なる生活スタイルとものの考え方や社会構造を必要と
いうことになれば、現在的に良いことでも、それは現在の社会・政治という枠組みの中
で良いことに過ぎないかも知れない。例えば、太陽光発電が、現在経済的に成り立つ
のは、補助金でカバーされるからであり、それは、太陽光発電を社会的に普及させると
いう政策があってのことである。

 ④持続可能という観点から地域社会の未来像を考えるには、持続可能な状態を考え
て、そこから今ここに帰って来ること（バックキャスティング）により、今から何をすべき
かと考えるという方法は、③の欠点をカバーする。

 ④地球全体の石油埋蔵量から計算すると、石油は70年程度で枯渇すると言われる。
これが正しいとすると、2100年までに、脱石油文明を構築する必要があり、2100年は、
名目的ではなく、規範的となる。

28

エコロジカル・フットプリント・クイズ
生活スタイル 選択

1 無し(菜食主義) 0

2
めったに (肉、卵の無摂食／乳製品は、週に数度)

(厳密な菜食主義者)

3
ときどき (肉の無摂食またはときには摂食、卵摂食
／乳製品はほとんど毎日)

4 しばしば (肉：週に一度か二度)

5 非常にしばしば (肉は毎日)

6 ほとんど常に (肉と卵／乳製品は毎食)

7
私の食べるものの大部分は、調理され、パッケージ
され、遠くから運ばれてきます

8 3/4

9 1/2

10 1/4

11
非常に少ない。私が食べるもの大部分は、未調理、
パッケージ化されていなくて、地元で取れるもの.

0

12 少ない 0

13 同じくらい

14 多い

15 1人

16 2人 0

17 3 人

18 4人

19 5 人

20 6 人

21 7 人以上

22 200 ㎡以上

23 150-200 ㎡

24 100-150 ㎡

25 60-100 ㎡

26 30-60 ㎡

27 30 ㎡ 0

28 水道付きの独立一軒家

29 多層階のアパート 0

30 2-3軒長屋

31 エコハウス

32 いいえ 0

33 はい。省エネ型で、効率の良いもの

7. 家に電気がき

ていますか?

食物
のフッ
トプリ
ント

1.あなたの動物

性食品(牛肉、豚
肉、鶏肉、魚、
卵、乳製品)の摂

食頻度は?

2. あなたが食べ
ている食物は、ど
の程度調理・パッ
ケージ化・輸入さ
れていますか?

3. 近所の人と比
べて、あなたが出
すゴミはどの程度
ですか?

住居
のフッ
トプリ
ント

4. あなたの世帯

は、何人ですか?

5. あなたの家の

広さは?

6. あなたの家の

造りは?

日用
品の
フット
プリン

ト

29

北河内地域名目2100年図像/07

30

北河内地域名目2055年図像/07
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環境の保全のための意欲の増進及び環境教育の推進に関する法律
（平成15年7月）

環境保全の意欲の増進及び環境教育の推進に関する基本的な方針
（平成16年9月）

この法律の「環境保全」の中には、良好な環境の
創出が含まれる。このことはデザインと大いに関係し
てくる

しかし、結論的には、環境をデザインするとは、私が
考えるだけでなく、自然の営みに任せることも必要

環境の理解

32

「環境」の一般的イメージ

• 普通には、我々のまわりを取り囲むものと考
える

• 例えば、水槽に熱帯魚を飼っているとします

• その熱帯魚を取り囲むものは、水であり、そ
の水の入っている水槽です

• その中の熱帯魚の一匹が、「僕は環境をデザ
インする」と宣言したとする

• 彼は、何を、どこを、どうデザインするのでしょ
うか

33

「環境」の空間的拡大と入れ子構造

• 水槽は、机の上にある

• 机は床の上にある

• 床はこの建物にある

• この建物は大地（地球）の上にある

• この地球は太陽系にある

• 太陽系は銀河にある

• 銀河は宇宙にある

• 宇宙はどこ？

34

宇宙に浮かぶ地球の像

図出典：グーグルアース

35

環境の時間的な拡大

昔は南十字星が日本で見えた

天文ソフトによる検証 （http://www.stellatheater.com/）

36

日本の南の空の南十字星
直近の日AD 673.4.24. 21:9 飛鳥浄御原宮

天武天皇五年（676年）「畿内の山野を焼き折ることを禁ず（日本書紀巻29）

http://www.stellatheater.com/
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日本の空の南十字星（拡大図）
直近の日AD 673.4.24. 21:9 飛鳥浄御原宮
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日本の空の南十字星（超拡大図）
直近の日AD 673.4.24. 21:9 飛鳥浄御原宮

39

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？

40

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！
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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！

42

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

44

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

45

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

46

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
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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

48

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
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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

50

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


