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環境デザイン的発想の問い

問題

1. 持続不可能とはどういうことか

2. 環境とはどういうことか

3. モデル観とサンプル観の環境デザインへの
適用

4. 人口減少について

5. 将来のイメージ

平成20･2008年度大学院講義「環境デザイン発想論」 2

成長の限界
（ローマクラブ「人類の危機」レポート「成長の限界」1972より）
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全体が成長すること：1万円の複利と
単利の1０年後と１００年後

「成長の限界」の説明図1

\0

\5,000

\10,000

\15,000

\20,000

\25,000

\30,000

\35,000

\40,000

\45,000

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20

年

複利計算

単利計算

「成長の限界」の説明図2
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ブロード街事件(１８48)

2008/9/29

ジョン・スノーの調査結果

コレラによる死者（黒点）の分布から規則的なパター
ンが読み取れる。スノーはコレラの原因がブロード街
の中央にある手押し井戸 (Pump) であると判断した。
手押し井戸のレバーを取り外すことでコレラが収束し
た。後年の調査によると肥料に用いるために備え付
けられていた汚水だめに1854年8月末の最初の患
者 (ブロード街40番地) の糞便が混入したこと、汚水
溜めと問題の井戸が90cmしか離れていなかったこ
とが分かっている。
1883年ロベルト・コッホによるコレラ菌発見

何もない─見ればある 河井寛次郎
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コレラ患者の発生地点と井戸の分布(1848)

2008/9/29
何もない─見ればある 河井寛次郎 6

環境概念の発生１

• 産業革命以後の大量生産活動が、多くの
人々に影響し、悪影響の現れ方が、０人か
全員かではなく、その中間段階を見る必要
性に社会が気づいた。

2008/9/29
何もない─見ればある 河井寛次郎
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環境概念の発生２

• 人々の集団は、大量生産・工業生産の価値
である均質性・同質性に反する多様性・非同
質性をその特性とし、その特性によって人々
の集団の存続が支えられていることにも社
会が気付いた。

2008/9/29
何もない─見ればある 河井寛次郎 8

環境概念の発生3

• 動物や植物などの生物も人間と同様に、その
多様性により存続可能であり、多様な性質を
備える集団の時空的分布形態としての「環
境」という概念が20世紀後半に世界的に認知
された。

2008/9/29
何もない─見ればある 河井寛次郎
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環境概念の発生4

• その多様な集団は、個々の要素(成員)が、独
立に並立する集合ではなく、複雑な生きた関
係の体系の重ね合わせをなしている。

2008/9/29
何もない─見ればある 河井寛次郎 10

全体と「秩序ある全体」
環境問題の発生因

• なぜ環境問題が発生したか。

• 「秩序ある全体」：人の手が加わったもの、人によって考えら
れ、構成されたもの。

• 全体 ：人の手が加わらないもの。「全体」を措定することが
できるならば、それ以前のものがあるはずだ。その「全体」以
前の全体、「秩序ある全体」が取り出されたもの

• 産業革命以後の「もの」の考え方の主流は、科学的な考え
方である。全体を「部分」に分けて、それらの「部分」相互の
関係を明らかにし、「全体」の働きをあらわすモデルを構成し、
「部分」を操作し、最適化することが全体にとって良いとする
ことである。つまり、全体＝「秩序ある全体」と考える。ここに
誤りが入る。

「秩序ある全体」＝全体？

• 問題なのは、「全体」＝全体とする思考段階である。この等
式の正しさが直接に証明できないことである。比較的最近ま
では、科学者の間では、「秩序ある全体」＝全体であることは
無反省的に自明と考えられていた。しかし、科学哲学的反省
により、「秩序ある全体」≠全体とすべきであるということが、

ファン・フラッセン（経験的構成主義者・反実在論者）により提
唱されている。

• 彼によると、構成されたモデルは、そのことに関する実在全
体の存在を証明するものではなく、実在のある一面を代表す
るのみであり、そのことから実在全体の存在へと展開すべき
でないとされる。

• この考え方によると、例えば、天動説と地動説はどちらも間
違いではないことになり、当面の課題にとって都合の良い方
を採用すればよいことになる。
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「秩序ある全体」≠全体の例
• 「全体」≠全体ということの身近な例は、瀬戸内海の汚染、

工場排水の流し方そして総量規制の三者の関係である。

• 何十年か前に、工場からの排水を如何に早く希釈するかと
いう研究が精力的に行われ、研究成果としての排水管の構
造が提案され、工場排水口付近の海の汚染が目に見えなく
なった。

• しかし、排水が迅速に希釈されても、その累積により、やが
て瀬戸内海全体の汚染が目に見えるようになり、総量規制
を行わねばならなくなった。

• この排水管の構造の科学的・水理工学的研究においては、
その排水管の置かれる場所が瀬戸内海全体へと拡大され
ず、排水口付近だけが視野にあり、排水の時間的累積によ
る汚染物質の総量全体のイメージが欠如している。つまり、
「秩序ある全体」：ローカルな非汚染のイメージ＝全体の非汚
染のイメージとされている。 12
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室田明「水理工学・河川工学の四十年」
平成2・1990年、14頁より
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全体視からの研究テーマの変更

• この失敗は、観察可能な「海がきれいに見える」「汚染が目
に見えない」というローカルな観察的事実を、瀬戸内海全体
のあり方へと飛躍させたことによる。ファン・フラッセン的立場
（科学の第２の立場）に反している。

• かといってフラッセン的立場で、排水の水理工学的研究を遂
行することはできない。研究テーマが成り立たないと言わざ
るをえない。

• 排水の汚染物質の存在をそのままに認め、その後のあり方
に取り組むのではなく、新たに排水の汚染物質そのものの
無害化・除去・消去ということが研究テーマとして措定されね
ばならない。

• これは、工場を取り巻く全体、排水口から、その上流に遡る
ことであり、または、汚染物質（「無明」）の発生源に遡ること
である。

14

全体＝秩序＋無秩序

• 発生源にたどり着いて、汚染物質の無害化処理を行うことが、
また新たに汚染を発生させる。

• この認識を持つことが、環境の時代を生きているか否かの
「踏み絵」となる。

• ここでの汚染は、もはや物質的汚染の元に戻って、熱汚染、
つまりエントロピー（Ｑ／Ｔ）の発生または増大である。

• そのエントロピーをシステムから排出するため水の確保が必
要となる。

• 養老孟司は、その「エコの壁」(下)において以下のように言う。

先ほど、文明は秩序を維持するということだと話した。ところが、もともと
地球全体で考えた場合、文明社会は秩序を一方的に維持することはでき
ない。少しややこしい話になるが、熱力学の第2法則、つまり、「エントロ
ピーは増大する」という法則通り、「秩序は同量の無秩序をどこかに作る」
ことになってしまうのだ。
http://eco.nikkei.co.jp/interview/article.aspx?id=MMECp1022029052007
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モデルとサンプルの差異と環境デザイン

• モデル：「ああすればこうなる」式の思考は、限られた条件の
実験室のなかでのみ成り立つ（養老）。一元論。農業のモデ
ルについては次回で。

• サンプル：自然を相手にした複雑系の世界には当てはまらな
い。「あちらを立てれば、こちらが立たない」ということばかり
（養老）。多元論。自然農法：不耕起農業について次回。

• 総合的・全体的に考えることとしての「くらしのイメージ」として、
エコロジカルフットプリントに基づく「地球ひとつのくらし」また
は「地球1年のくらし」

• 自分と同じ生活を、世界の人がするには、地球は何個必要
か。

• 診断クイズ：http://www.ecofoot.jp/quiz/index.html

16
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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

18

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

http://www.ecofoot.jp/quiz/index.html
http://www.ecofoot.jp/quiz/index.html
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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

人口の減少問題

• 人口問題研究所

• http://www.ipss.go.jp/syoushika/tohkei/Sho

u/S_Jouken.asp
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院生の将来のイメージ

1. 環境デザイン的仕事、社会に貢献

2. 今を生きる

3. 地球が無くなる

4. 普通のサラリーマンと家庭

これらに対して、

働かずに食うことが出来るという人生の意味が果たさ
れた後の人生の意味とは、環境のために自分は共
同体、周りの人に何が出来るか、ということもまた人
生の意味であるはずなのです（養老孟司「バカの
壁」）。112
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http://www.ipss.go.jp/syoushika/tohkei/Shou/S_Jouken.asp
http://www.ipss.go.jp/syoushika/tohkei/Shou/S_Jouken.asp
http://www.ipss.go.jp/syoushika/tohkei/Shou/S_Jouken.asp

