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〈論文要旨〉
　「外部環境と内部環境」「直接的環境と与件的環境」という新たな概念を導入して、主体と環
境が織りなす複雑な重層的構造を明らかにした。さらに生態系と比較して、人間環境系の最大
の特徴は、系の主体が人間集団だけでなく、人為的な管理下にある生産物群＝人工物系として
の人工的自然も含まれる必要があることを明らかにし、人間集団と人工的自然を構成要素とす
る「社会人工系（SOMAS）」を人間環境系の主体として抽出した。このうち、人間集団の内部
環境は諸個人の社会的諸関係によって形成されており、人工的自然の中心は生産技術体系で、
人間集団とその外部環境である直接的自然環境とを媒介している。人工的自然の発達水準は、
人間集団の社会的諸関係のあり方を規定し、逆に、人間集団の社会的諸関係の発展水準が人工
的自然のあり方を規定している。

About the Structure of the Human Environment
 

Toshiyuki Yoshino
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〈Abstract〉
　By introducing a new concept of “external environment and internal environment” and 

“direct environment and given environment”, I revealed the structure multilayered complex 
the subject and environment make. In addition, compared to the ecosystem, I revealed that the 
subject of the human environment system is not only human population, artificial substance 
system is also included, and named this subject “social manmade system”. The internal 
environment of the human population are social relations of various individuals. Then the 
internal environment prescribes the way of the development of production technology system 
in artificial substance system.
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吉 野 敏 行

はじめに
　環境学において未だ整理がついていない問題の一つが人間環境の構造である。これが整理
されてこなかった理由の一つは、環境学自体が未だ発展途上の学問であるということにある。
環境学は古代ギリシャ哲学から近代の人文地理学や人口学、生物生態学等に至るまで長い系
譜を辿ることができるが、科学的研究としての本格的展開は環境問題が社会問題として顕在
化して以後のことであり、レーチェル・カーソンの『沈黙の春』が先鞭を付けて以来、その
歴史はせいぜい長くとっても 50 年程度にすぎない。つまり、「環境」についての定義を曖昧
にしたままに、各分野の研究者たちが目的や方法に合わせてそれを解釈してきたという経緯
がある。もう一つのより本質的な理由は、「環境」は諸科学の学際的領域と言われるように、
環境自体がもつ複雑な構造から、それぞれの研究者の立ち位置によって環境へのアプローチ
や解釈に相当のばらつきがあることである。その結果、環境学の標準テキストは未だ完成さ
れておらず、研究者たちの中には環境学は独自科学としての成立が困難であると考える者も
多い 1）。本稿は人間環境の複雑な構造を「外部環境と内部環境」「直接的環境と与件的環境」
という新たな概念を導入して読み解き、環境学の学問体系の確立に向けた一助となることを
目的としている。

1．対象としての環境
１－１　環境とは

　環境（environment）とは、第一に、主体を取り巻く外界であることは論をまたない。こ
の簡単な定義の中で重要な点は、環境には常に何らかの主体が存在しているということであ
る 2）。主体なき環境一般というものは存在しない。環境と主体とは対概念であって、何らか
の主体があって初めてその外界である環境が存在する。逆に、ある任意の環境には必ずそれ
を外界とする主体が存在する。環境を持たない主体は存在しない 3）。
　このような理解に基づけば、何が主体であるかによってその環境も異なってくる。例えば、
ゾウリムシと象と人間の環境は、同じ地球上の空間を占めながらも、その生存条件としての
環境はそれぞれに異なっている。人間にとって快適な環境も他の生物にとっては生存を脅か
す環境であることが多い。
　厳密に言えば、同じ人間どうしでも、各人を取り巻く環境はそれぞれに異なる。各人は家
庭環境も地域環境も職場環境なども違っているし、居住している地域や国が異なれば自然環

1 ）武内和彦・住 明正・植田和弘（2002）『環境学序説』岩波書
店 , p38 － 60 

2 ）武内和彦・住 明正・植田和弘 , 前掲書 , p43。

3 ）梅棹忠夫・吉良竜夫（1976）『生態学入門』講談社学術文庫 , 
p27 － p28
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境も異なる。さらに、同じ一人の人間でもさまざまな環境の中に身を置いており、しかも、
その人が身を置く「場」4）に応じて、直面する主要な環境は入れ替わる。家庭に居る時は家
庭環境が、学校に居る時は教育環境が、商店街で買い物をすれば経済環境が、というように
主体が身を置く場に応じて主要な環境も次々と入れ替わる。このように直面する主要な環境
は主体の空間的移動や時間的経過などにともなって刻々と変容する。
１－2　直接的環境と与件的環境

　環境は主体との相互作用のあり方から直接的環境と与件的環境に区分することができる。
１－2－１　直接的環境

　主体を取り巻き、主体と相互作用を及ぼし合う外界を直接的環境と呼ぶこととする 5）。有
効環境と呼んでもよいだろう。つまり、主体の活動によって影響を受け、また逆に主体に影
響を及ぼすフィードバック構造をもった外界である。一般に、環境という場合にはこの直接
的環境をいう。人間の直接的環境は、さまざまな人間活動による意図的及び非意図的な影響
下にある外界であり、その人間活動に対して何らかの反応・応答・反作用を示す外部領域の
ことである。
　なお、主体から何らかの作用を受けながら、主体への影響が未だ顕在化していない環境が
広範囲に存在する。このような環境を潜在的な直接的環境、もしくは単に潜在的環境と呼ぶ
こととする。主体からの作用がある臨界点を超えると潜在的環境から直接的環境へと転化す
る。
１－2－2　与件的環境

　主体からの影響はないが、主体に対して一方的に影響を及ぼしている外界を与件的環境と
呼ぶこととする。人間活動からの影響は受けないが、人間の生存やその活動に一方的に影響
を与えている環境のことである。例えば、太陽や地球のマントル対流などは、現在のところ
人間活動によって影響を受けている痕跡はない。しかし、太陽は気象現象や穀物生産などの
エネルギー源であり、その放射量のわずかな変動でも気候変動や収穫量に影響する。マント
ル対流は承知のとおりプレートを移動させて火山活動や地震を引き起こす。このように、与
件的環境は主体からの影響は受けないが、主体に対して一方的に影響を及ぼしている外界で
ある。
１－2－3　環境と時間

　直接的環境と与件的環境との区分は空間的領域だけでなく、時間的領域についても適用で
きる。人間を取り巻く現在の環境は、過去における人間と環境との相互作用によって形成さ
れてきたものである。しかし、現在の人間が過去の環境に遡って影響を与えることはできな
い。そう言う意味で過ぎ去った歴史的環境は与件的環境に属する。また、人間は現在の環境
との相互作用を通じて意図的及び非意図的に未来環境に影響を及ぼす。そう言う意味で、未
来環境は直接的環境、より正確には潜在的環境に属する。
１－2－4　科学的認識と与件的環境

　人間の科学的認識が深まるにつれ、人間の生存や活動に一方的に影響を与えている与件的

4 ）梅棹忠夫・吉良竜夫 , 前掲書 ,p35 5 ）植田和弘（1996）『環境経済学』岩波書店 , p4
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環境についての知識が急速に拡大している。近年の環境関連のテキストには、人類の誕生に
先行する地球環境や生物進化、更には、太陽や惑星運動、ビックバンなどの宇宙論にまで言
及しているものもある。つまり、人間存在の与件的環境の範囲が時間的・空間的にますます
拡がって認識されるようになってきた。自然科学の諸法則（自然諸法則）も人間の存在とは
独立しているという意味で人間の与件的環境に属し、その認識は環境をより深く洞察するた
めに必須な知識である。与件的環境への関心の高まりと認識の深まりの背景には、環境問題、
特に地球環境問題の広がりと深化がある。そのメカニズムの解明や対策、将来予測のために
は、直接的環境だけでなく、与件的環境についての膨大な知識とデータが必要だからである。
１－2－5　与件的環境の直接的環境への転化

　自然諸法則を合目的的に応用した生産技術は人間の直接的環境に属する。自然諸法則の生
産技術への応用は、したがって、与件的環境の直接的環境への転化であり、人間活動の増大
の源である。人間活動の増大に伴って、それまでの与件的環境がますます人間の直接的環境
に組み込まれるようになる。人間活動が小規模な時代には、地球上の大気も海洋も森林も大
半は与件的環境であったが、今日では、その大半が人間活動の直接的環境になっている。人
類史の 99% 以上を占める狩猟採集時代では、移動生活する人間の血縁的小集団にとって、
大地は果てしない無限のフロンティアであったに違いない。中世の農耕社会においても、太
平洋上の無人島やアマゾン川奥地の大半は直接的環境に組み込まれていなかった。今日では、
人間活動が大規模な気候変動まで引き起こしており、人間にとっての直接的環境は、地球規
模、より正確に言えば地球表層面の全域にまで拡大している 6）。
１－2－6　環境問題と直接的環境

　「環境問題」として解決が求められている環境は、人間活動の影響下にある領域、すなわ
ち直接的環境の領域である。例えば、大気中の温室効果ガス濃度が上昇しつつある対流圏、
人工化学物質であるフロン類の放出によってオゾン濃度が低下しているオゾン層、汚染され
た河川や海洋などは、人間活動と相互作用がある直接的環境の領域である。しかし、太陽の
フレア（solar flare）による電波障害やプレート移動による地震災害は一般に「環境問題」
とは言わない。これらは人間活動と相互作用のない制御不能な与件的環境だからである。た
だし、制御不能ではあっても、その活動を予測し、影響の軽減や防止に努めることは可能で
ある。このような観点から与件的環境による負の影響に対しても広義の環境問題としてとら
える場合がある。また、犯罪、貧困、暴動、失業、戦争などの社会問題も一般に「環境問題」
とは言わない。しかし、これらの諸現象も諸個人を取り巻く社会的・経済的環境の一部であ
り、諸個人間及び人間集団どうしの相互作用から生じた直接的環境であることから、広義の

「環境問題」としてとらえることができる。
１－3　外部環境と内部環境

１－3－１　内部環境とは

　環境とは一般に主体を取り巻く外界を言っているが、生理学やシステム工学などの発展に
伴って、環境を主体の外部だけでなく、主体の内部にも認めるようになってきた。主体の外

6 ）宮本憲一（2002）『環境問題と社会経済システム』「環境の経済理論」第１巻 , 岩波書店 , p10 － p11
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部に存在する環境を外部環境、内部に存在する環境を内部環境という 7）。内部環境は主体の
内部系であり、主体を構成する諸要素とその諸要素の諸関係の総体をいう。例えば、生物体
の内部環境とは、細胞や器官、血液、神経系統などさまざまな組織や体液、さらに体温・血
圧・pH・免疫などの全状態をいう 8）。ある企業の内部環境は、人材や保有機器などの内部
資源、組織体制、財務体質、社風などであり、電気冷蔵庫の内部環境は、冷却装置（冷媒・
コンプレッサ・コンデンサ・膨張弁・気化器）やサーモスタット、保管庫の温度状態などで
ある。
１－3－2　主体と内部環境の相互作用

　主体の内部環境は外部環境と同様に主体の活動と相互作用する。生物体の活動が活発にな
ると、心拍数とともに血流が速くなり、体温も上昇する。逆に、血流の速度を速め、細胞へ
の酸素供給量を増やして生物体の活動を活発にすることができる。企業も生産・販売活動が
活発になると、人員や設備投資が増え、資金繰りも活発になる。逆に、人材を教育し、技術
を革新し、経営戦略を刷新することによって企業活動を活発にすることができる。同様に社
会も経済活動が活発になると、資金の流動性が高まり、雇用や設備投資が増え、賃金が上昇
して消費も盛んとなる。逆に、それらを政策的に誘導して経済を活性化することもできる。
このように、内部環境は主体との間で相互作用し、主体の行動を規制・調整している。
１－3－3　内部環境の自律性・恒常性

　主体の内部環境は、外部環境に対してある程度の自律性をもっている。この自律性は、特
に生物体の特性によく表れており、内部環境という概念もその特性を表わすために使われる
ようになった。1859 年、フランスの生理学者クロード・ベナールは、生物体には血液の循
環等の働きによって外部環境から自律した内部環境があると提唱した。この発見は 1930 年
代に、アメリカの生理学者ウォルター・Ｂ・キャノン（W.B.Cannon）によって、ギリシャ
語の「同一」に由来する「ホメオスタシス」（恒常性）と命名されるようになる。生物体の
内部環境は、細胞や器官、血液・組織液、骨格・神経系統などさまざまな組織や体液、及び
体温・血圧・pH・免疫機構などの有機的な統合体であり、生体の外部環境から一定の自律
した恒常的機能をもっている。人類も含めて陸上生物は、海洋生物から進化してきたことか
ら、その内部環境の一部であり、細胞にとっては外部環境である体液は比較的海水に近い組
成・pH が保持されている。外部環境に対する内部環境の自律性・恒常性により、外部環境
に多少の変動があっても生物体はその生命を維持することができる。
　この外部環境に対する内部環境の自律性・恒常性は、生物体だけではなく、生態系や地球
の気候システム、企業、社会といったさまざまな主体に認められる。この自律性・恒常性が
どの程度の外部環境の変化に耐えられるかは、さまざまな主体によって相当に幅がある。変
温動物が耐えられる低温外界も恒温動物には致命的となる。

7 ）鷲田豊明（1999）『環境評価入門』勁草書房 , p7 － p12「自然
環境も含めて一般に、物質や機能に社会的評価が与えられて
いない場合、それは社会経済システムの外側のものであり、
社会的評価が与えられていれば、社会経済システムの内側の
ものである。」

8 ）生物学で使われる内部環境とは、個体をつくっている細胞に
とっての環境で、一般に体液のことをいう。本稿では外部環
境と内部環境の使い方を論理的に統一して、体液は個体に
とっての内部環境であり、細胞にとっては外部環境としてと
らえる。
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１－3－4　適応・共進化・開発

　外部環境の年率変化がきわめて小さく、変化が数万年以上の単位でゆっくり進行する場合
には、生物種は突然変異と自然淘汰の原理を基礎に、遺伝形質を徐々に変化させ、形態や内
部環境、行動パターンなどを変化させてこれに対応していく 9）。このように外部環境の変化
に対して、主体が形態や内部環境などを変化させて対応する場合を適応、順応という。さら
に主体の適応行動が外部環境を変化させ、その変化に対して主体がさらに適応していく、環
境変化と適応との長期的な循環的相互作用を主体と環境との共進化という。また、外部環境
に対して、主体が自ら変更を加え、変化を緩和し、変化の方向を変える場合もある。砂漠地
域の白アリの営巣やビーバーのダムなどは、主体が外部環境を加工し、自ら好適な生存環境、
繁殖環境を作っている好例であるが、このような行動に対する生物学的な用語はない。主体
の内部環境に合わせて外部環境を変化させる行為は人間に顕著な行動である。そこで、この
ような行動を開発（development）と呼ぶことにする。外部環境に対する開発行為は、人間
環境の特質を考察する上での核心である。
１－4　環境の重層的構造

　主体を取り巻く環境は、構造と機能、組成と性質などが異なる幾つもの環境が空間的に並
列し、重なり合って存在し、さらに、自立した環境が複数集まってより大きな環境を形成す
るなど並存と重層の複雑な構造を形成している。例えば、人間を主体とする地球表層面の環
境は多数の種類の生態系の集合である。森林、湖沼、河川、山岳、砂漠、里山など気候・土
地形相・すみわけ等によってそれぞれ独特な生態系を形成し、相互に作用しながらも自立し
た系として空間的に並存して地球表層全体の生態環境を形成している。他方、この生態系を
含め多くの諸環境は一般に重層的な構造を形成している。重層的構造とは二つの意味で使わ
れる。一つは、異なる組成や構造、運動、性質をもった諸環境が、重力作用やすみわけ等に
よって同心円的に幾重にも重なっている場合で、例えば、地圏（地核・マントル・地殻）や
大気圏（対流圏・成層圏・中間圏・熱圏）、森林（高木層・亜高木層・低木層・草本層・コ
ケ層）などが好例である。二つは、Ａ . ケストラー（A. O. Koestler）が述べたかの有名な「よ
り大なる全体の中の一つの全体」、つまり、ある系はその要素にとっての全体であり、より
大なる系の要素でもある、という系と要素との入れ子関係で表わされる重層的構造である。
ホロン的構造ともいう。例えば、生物体は細胞が集まって組織をつくり、組織が集まって器
官をつくり、幾つもの器官から生物体は形成されている。企業組織は複数の社員から係がつ
くられ、幾つかの係から課が成り立ち、その課が集まって部が組織され、幾つかの部から企
業が成り立っている。組織は一定の自立性を保ちつつ、下部組織にとっては全体であり、上
部組織にとっては要素・部分である。このように、主体の環境は重層的な構造を形成し、さ
らにこの重層構造のうち同一層に属する諸系は相互作用をしながらそれぞれに自立して並存
している。並存と重層の複合的な構造を並重構造と呼ぶ。このうち環境の構造として際立っ
た特徴は重層的構造である。

9 ）細菌やウイルスのように単位時間当たりの増殖率が非常に高
い生物種・半生物種ほど突然変異の出現率も高く、環境変化

（抗生物質等）に対する適応までの期間は短い。
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2．人間環境の分類
2－１　人間環境の分類

　環境の重層的構造から、主体をどのレベルに置くかによってその外部環境と内部環境の範
囲が異なる。人間環境の主体の最小単位は一人の人間個体である。この人間個体を主体に据
えた場合には外部環境の範囲は最も広くなる。逆に、人間集団、すなわち共同体や国家、社
会など主体の規模を拡張するにつれ内部環境の範囲は広くなり、人類を主体に据えた場合に
内部環境の範囲は最も広くなる。前者を方法的個人主義、後者を方法的集団主義と呼ぶ。ま
た、人間環境を人類史のどの時点でとらえるかによって、直接的環境と与件的環境の範囲が
異なる。狩猟採集社会の直接的環境は狭く、農耕社会、産業社会へと人口規模と生産諸力が
高まるにつれ、直接的環境は拡大し、今日のそれは地球表層の全域にまで拡大している。
　人間環境の分類は、主体レベルや対象時点だけでなく、その切り口や方法によって幾通り
にも分類できる。例えば、人間個体を中心に空間的な視点から分類すると、最も身近な家庭
環境から地域環境、職場環境、都市環境、農村環境、自然環境など環境の空間的要素の数だ
け細分化することができる。また、これを機能的な視点から横断的に分類すると、言語環境、
文化環境、法制環境、政治環境、経済環境、情報環境、エネルギー環境など、環境の機能的
要素の数だけ細分化することもできる。ここでは、環境要素を整理する視点から外部環境の
範囲が最も広い方法的個人主義に基づき、主に直接的環境について機能的な視点から、おお
むね産業社会を前提に分類する。また、環境の重層的構造を踏まえて、同レベルとして蓋然
性の高い環境要素は同じ層に繰り入れて、最も一般的で基礎的な環境カテゴリーにより分類
を試みた 10）。

図－ １　人間環境の分類（方法的個人主義に基づく）

10）この分類は、われわれの蓋然性に基づく一般的な分類である。
持続可能な文明の構築という現代的課題の要請からは、物質
の三側面、すなわち素材・エネルギー・情報の視点から人間

環境の分類を横断的に再構成することが重要である。しかし、
この横断的分類も一般的分類を踏まえたうえで展開されるこ
とになり、字数の限られたこの論稿では割愛する。
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　人間環境は、図－1 に示すように、一般に精神的環境（mental environment）と物質的環
境（physical environment）に大別される。精神的環境とは、宗教・哲学・芸術・規範・制
度など発達した人間の脳の思考的・情緒的活動から生み出された様々な観念上の所産物及び
社会的諸関係のことである。生物群集においても順位やリーダー、テリトリー、コミュニケー
ションなど物質・エネルギーの代謝効率だけからでは説明できない、しかも学習によって特
定群集に継承されている「類カルチュア」と呼ばれる生態行動が広範囲に確認されている。
しかし、人間の精神的環境は飛躍的に高度で顕著かつ特有な環境であり、主に人文・社会科
学系の原理・法則などが支配する環境である。人は生まれると、すぐに、その時代や地域の
支配的な言語・心理・思想・思考方法（パラダイム）・慣習・規範などに取り巻かれ、その
影響を受けることになる。次に、物質的環境とは、人間の意識から独立して客観的に実在し
ている外界のことであり、いわゆる衣食住など生存に必要な物資やエネルギー、さらに、大
気・水・土壌・生態系のような生命維持環境（life support environment）などを言う。主に、
物理・化学・生物学など自然科学系の原理・法則などが支配する環境である。
　この精神的環境と物質的環境は、さらに、最も一般的と思われる 3 つの分類、文化的環境、
社会的環境、自然的環境に分類される。この 3 つの環境分野には、それぞれ概念上、蓋然性
の高いと思われる環境諸要素を横に配列している。このうち、社会的環境は上位概念である
精神的環境と物質的環境の両方から分類枝が伸びている。また、3 分野に配列された環境諸
要素にも、上位概念である文化的環境・社会的環境・自然的環境から分類枝が重複して伸び
ている。これはそれぞれの環境要素がわれわれの観念上、つまり、われわれの脳裏に浮かぶ
表象において相互に浸透し合っており、明確に境界線を引くことが難しいからである。一つ
の環境カテゴリーから人々が表象する内容には相当の幅がある。例えば、「慣習」はある人
は社会的環境に含め、別の人は文化的環境に括ることがある。都市のインフラストラクチャー
のような人工の「構築物」や農村の「農耕地」を社会的環境に含める者も自然的環境に括る
者もいる。そこで、このような概念上相互浸透し合うような環境要素については、上位概念
から下位概念へ伸びる分類枝を重複して描いているのである。概念上の相互浸透性は定義の
問題というよりは、客観的な環境それ自体が多面性と相互浸透性をもっており、それが概念
に反映しているためと考えられる。
　歴史的環境は、一般に文化的環境の中に含めることが多い。歴史と言えば人文科学の歴史
学をイメージするからであろう。しかし、それぞれの環境分野はすべて歴史的時間をもって
おり、したがって、歴史的環境は、どの環境分野にもまたがる横断的なものと位置づけられ
る。
2－2 自然的環境

　自然的環境の分類についてもう少し掘り下げて考察してみたい。第一に、環境分類表の最
下段にある原生的自然についてである。一般的に原生的自然とは原生林や深海底などこれま
で人為的影響を受けたことのない自然のことで、人間の与件的環境に属する。しかし、今日
では、原生林や極地など地球表層域の原生的自然は、温暖化や大気汚染、海洋汚染など人間
活動の間接的な影響を何らか受けている場合が多い。つまり、この分類表の原生的自然とは、
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他の環境要素の変容を通じて間接的に人間活動からの影響を受けているが、人間活動への影
響が未だ顕在化していない潜在的環境のことである。
　第二に、二次的自然についてである。二次的自然とは人為的な影響を受け、人間活動に影
響を及ぼしている直接的環境としての自然のことである。これはさらに次のように細分類す
ることができる。①人為的な利用と管理が現在進行中の管理型二次的自然である。例えば、
農耕地、植林地、放牧地、魚介養殖場、遊水地、里山などで「自然資本」「自然資源」11）と
も呼ばれる。一般に二次的自然という場合は、この管理型二次的自然をいう。②人為的な管
理が行われていない、もしくは事実上困難であり、収奪的な利用が現在進行中の利用型二次
的自然である。例えば、公海上の漁場、枯渇性資源の鉱山や油田などである。③現在は管理・
利用されていないが、過去に人為的な利用が行われ、その影響が今日まで何らか続いている
現在完了型の二次的自然である。例えば、過去に植林され、現在は放置されているが、その
植生や生態系に影響を残しているような二次林や、過去に森林であった地域が過伐採や過放
牧などによって現在は植生が失われてしまった乾燥地域や砂漠地帯などである。④非意図的
な人為的影響により変容した副次的自然である。例えば、汚染された大気や河川、土壌、沿
岸、さらには温室効果ガスの濃度が高まりつつある対流圏などである。上述の潜在的環境と
しての原生的自然はこの副次的自然から影響を受けている。しかし、副次的自然と原生的自
然とは相互浸透性が強く、明瞭に区分することは難しい。この副次的自然は人為的影響を環
境容量の範囲内で制御することによって原生的自然に近い状態にまで復元できる可能性があ
る。
　第三に、人工的自然についてである。人工的自然は、人為的・意図的に加工・合成され、
再編成された自然のことで、これもさらに細分類することができる。①相当な規模で再編成
された不動産レベルの人工的自然である。その多くは「社会的共通資本」とも呼ばれる。例
えば、工場やビル、住居、工業団地や住宅団地、学校や病院、道路や公園、ガス・水道・電
気などの都市インフラストラクチャーなどの都市環境がそれである。さらに都市郊外のダム
や港湾、空港、発電所なども含まれる。この中には施設の照明・室温・湿度など管理された
空間の環境要素も含まれる。②動産レベルの生産手段。つまり、道具や機械、プラント、原
材料などである。③動産レベルの消費手段。つまり、食糧や衣料、家具や家電品などである。
　人為的影響の大小から見て、原生的自然、二次的自然、人工的自然の順に自然度は低く、
生物圏に限って見れば、生物多様性は原生的自然が最も高く、人工的自然が最も低い。
　なお、環境分類表では、人工的自然や二次的自然には、「社会的環境」からも分類枝が伸
びている。都市の構築物は物質的には自然的環境であるが、機能的には社会的環境だからで
ある。農耕地や里山は自然環境に近いが、人為的に管理され、社会的機能を担っているとい
う点で社会的環境の側面を併せもっている。
　 ま た、 自 然 的 環 境（natural environment） と は 区 別 さ れ て「 自 然 環 境 」（the  
environment）という表現が使われることがある。自然環境は原生的自然や人為的影響の少
ない二次的自然などを言っているが、具体的に表象されているのは、一般に一つのまとまっ

11）寺西俊一・石田信隆（2010 年）『自然資源経済論Ⅰ』中央経済社 , pi － pii
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た生態系であることが多い。例えば、陸域であれば熱帯雨林、森林、草原（サバンナ）など、
場合によっては里山も含める場合がある。陸水域であれば、湖沼や河川、湿地など、場合に
よっては遊水地なども含める場合がある。また、海域であれば珊瑚礁や干潟、藻場などであ
る。「自然環境の破壊」「自然の喪失」という場合は、開発行為などの意図的及び非意図的な
影響により、熱帯林や干潟などの一つのまとまった生態系が破壊され、もしくは自然度が低
下し、野生生物の生息域が狭まり、種の生存環境の悪化を意味している。

3．人間環境系の構造と特性
3－１　生態系と人間環境系

　外部環境と内部環境とを隔てるものは、一般に主体を包み込む「膜」である。細胞であれ
ば細胞膜、生物体であれば皮膚であり、冷蔵庫であれば金属性の鋼板である。しかし、人間
集団としての社会には外部環境と内部環境とを隔てる膜がない。人間社会を構成している実
体は人間諸個人であり、その諸個人は直接太陽光を浴び、空気を呼吸し、土壌と接触し、さ
らに、道具や機械、作物や家畜など人工的自然や二次的自然と相互作用を行っている。つま
り、人間社会では自然的環境が諸個人にまで深く浸透しており、このことが人間環境の構造
分析を難しくしている。
　これと類似の系が生態系（ecosystem）である。生態系は一般に一つのまとまった景観を
形成しているが、生態系とその外部環境とを隔てるような膜はない。生態系の場合、その主
要な構成要素は食物連鎖によって栄養段階を形成している生物群集と、その生物群集との間
で物質・エネルギーの代謝・循環を行っている非生物的環境（無機物・有機化合物など）で
ある 12）。つまり、観察対象となる生態系は、それ自体の中に主体としての生物群集とその
直接的環境である非生物的環境が存在している。したがって、生態系の内部環境は、生物群
集（主体）と非生物的環境（直接的環境）によって構成され、生態系の外部環境は、太陽光
や気象、風水等によって系に出入する外部のエネルギー源や栄養源、他の生態系などであっ
て、観察方法としてはこれを与件的環境として扱う。生態系の空間的な範囲は、生物群集の
直接的環境である非生物的環境の範囲によって決まるが、小池のような閉鎖水域や砂漠のオ
アシスの場合を除き、その範囲の取り方は観察者によって多少のばらつきが生じる。それだ
け生態系の外部環境と内部環境は相互浸透性が強い。
　外部環境と内部環境との間に「膜」をもたないという類似性から、人間環境の構造の特性
を生態系のそれと比較しながら検討してみよう。
　第一に、構成要素についてである。生態系の基本的構成要素は生物群集とそれと相互作用
する非生物的環境である。ところが、人間環境学には、生態系に相当するような系、すなわ
ち、人間集団とそれと相互作用する直接的環境を内包する（内部環境とする）ような系を表
現する学術用語がない。パーク（R. E. Park）らのシカゴ学派の「人間生態学」においても
統合概念としての用語は生み出していない。人間生態系という用語もあるが、人間環境は生

12）Odum, E. P.（1971） Fundamental of Ecology 3rd ed, W.
B.Saunders Company, Philadelphia. （E.P. オダム『生態学の

基礎』上 , 培風館 ,1974, p.10 － p.11）
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態学的カテゴリーからの類推だけでは対応できない、より高度な構造と運動形態を創発させ
ていることから、生態系とは区別して「人間環境系」（human environmental system：
HES）と呼ぶことにする。
　人間環境系の構成要素は、したがって人間集団とその直接的環境である。ここで人間集団
とは、諸個人の一時的な寄り集まりである群衆ではなく、血縁・地縁・規範・経済などのさ
まざまなレベルの諸関係を長期に取り結んでいる定常的な集団をいう。そこには、テンニー
ス（F.Tönnies）のゲマインシャフトとゲゼルシャフト、マッキーバー（R. M. Maclver）の
コミュニティとアソシエーションなど、人間集団を特徴づける様々なカテゴリーを内包して
おり、したがって、現代の企業（法人）も人間集団の一員である。われわれはこれらさまざ
まな社会的諸関係の総体を一般に「社会」と呼んでいる。言い換えると、社会とは、物理的

（physical）実体としては諸個人の集合であるが、これら諸個人が取り結ぶさまざまな諸関
係の総体を表象した言葉である。この社会的諸関係は上述の環境分類表では文化的環境と社
会的環境を形成している。つまり、人間集団は、文化的及び社会的環境を内部環境とする人
間環境系の主体である。次ぎに、直接的環境とは、生態系の非生物的環境に対応するもので
あり、人間集団と相互作用を行っている領域で、環境分類表の自然的環境のうち主に人工的
自然と二次的自然をいう。
　第二に、人工的自然についてである。生態系では、生物群集と非生物的環境との間の物質・
エネルギー代謝は、植物による光合成と微生物による分解過程を基礎に、食物連鎖の総過程、
すなわち、関与する全ての生物個体の代謝（同化と異化）を通じて行われる。ところが、人
間環境系の物質・エネルギー代謝は、人間集団を構成する諸個人の生理学的代謝だけで行わ
れているわけではない。もし、この代謝が人間個体の生理学的代謝だけであるならば、人類
のエネルギー消費量の推移は、人間の基礎代謝を定数とし、人口規模を変数とする比較的単
純な一次関数として表すことができる。しかし、エネルギー統計によれば、人類のエネルギー
消費量は産業革命以後、人口増加率を超えて増大してきた。つまり、一人当たりエネルギー
消費量は増大し続けている。この傾向は鉱物資源等の関与物質量も同様である。このことは、
この物質・エネルギー代謝についての概念が、人間個体の生理学的代謝だけではなく、さら
に別の領域を含めて表象されていることがわかる。この別の領域とは、環境分類表において

「人工的自然」と「二次的自然（管理型及び利用型）」として分類されている環境要素のこと
である。
　物質・エネルギーの代謝量との関係では特に人工的自然が重要である。この人工的自然と
は人為的・意図的に加工・合成され、再編成された自然のことで、平たく言えば、人為的に
生産され、その管理下にある生産物群＝人工物系のことである。人間は自ら生産し、蓄積し
てきた膨大な生産物群＝人工物系を第一次的環境としている。産業革命以後、人口が都市に
集中し、その都市が膨張、高度化するにつれてその傾向はますます強まっている。そこで、
生産物群＝人工物系をあらためて考察すると、その実体は物質的なものではあるが、機能的
には人間の身体機能の延長・拡張であり、身体機能を凌駕してそれを補完するものであり、
増大しつつある知識・技能等を外部に対象化したものである。このうち特に生産手段が重要
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である。人間は自然に直接関与するのではなく、その機能を拡張・増幅した生産手段を介し
て自然に関与しているのであって、生産手段として表れる技術体系の進展は、人間能力の発
達水準だけでなく、その時代の人間と自然との関係のあり方を最も端的に表している 13）。
生物身体の形態と機能は遺伝的進化の結果であるが、人間身体は遺伝的進化の制約を乗り越
えて、知識・技能等を外部に対象化した技術体系の発達として進化してきた。この点が生物
身体と区別される人間身体の大きな違いである。さらに、環境分類表において、人工的自然
に向かって文化的環境と社会的環境から分類枝が伸びているように、人工的自然は、文様・
意匠・デザイン・様式などその時代の文化を刻印し、さらに人間集団の社会的諸関係を媒介
するものでもある。つまり、人工的自然は、物質的には人間の直接的及び外部環境でありな
がら、機能的には身体機能を拡張・増幅し、社会的諸関係を媒介するものとして人間環境系
の主体の一部を形成していると考えられる。これは生態系にはない人間環境系の最大の特徴
である。人間集団と人工的自然（生産物群＝人工物系）から構成される系を「社会人工系」

（social manmade system：SOMAS：soma は精神に対する身体という意味がある）と呼ぶ
ことにする。そして社会人工系（SOMAS）を人間環境系の主体として考察する場合、人工
的自然を除いた自然的環境を直接的自然環境と呼ぶこととする。
　第三に、二次的自然のうち人間活動の非意図的な影響により変容した「副次的自然」につ
いてである。副次的自然も非意図的ではあるが社会人工系（SOMAS）との間で相互作用し
ていることから直接的自然環境の一部を構成している。つまり、温室効果ガス濃度が上昇し
つつある大気の対流圏や、フロンガスによって破壊されてきたオゾン層なども直接的自然環
境の中に含まれる。したがって、今日の人間環境系（HES）の空間的な領域は、副次的自然
を含む直接的自然環境の領域外縁（潜在的環境で覆われていて明瞭な境界線を引くことは困
難であるが）までであり、生物圏と重複しつつ地球表層部の大半に及んでいる。
　第四に、栄養段階についてである。生態系では、すべての生物種は何らかの栄養段階（生
産者又は独立栄養生物、消費者又は従属栄養生物、分解者など）に位置づけられる。しかし、
人間環境系の場合は、単一生物種であり、同じ人間が生産者でもあれば消費者でもあって、
生物種による機能分類はできない。そこで、人間環境系の場合は、社会人工系（SOMAS）
を対象に社会的分業によって物資・エネルギーの代謝機能を分類する。古典的な分類として
は、クラーク（C. G. Clark）が『経済進歩の諸条件』（1940）の中で、農林水産業を第一次
産業、鉱工業・建設業等を第二次産業、運輸・商業・サービス業を第三次産業として分類し
たことは承知のとおりである。もっとも、この分類の趣旨は、国民所得の増加に伴って、第
一次産業から第二次・第三次産業へ労働者構成の比重が移動するという経験則を述べたもの
で、資源やエネルギーの流れを論じているわけではない。現在のところ、これに比較的有効
な分類がレオンティエフ（W. W. Leontief）の「産業連関表」である。産業連関表は、諸産
業によって一定期間に生産された財・サービスが諸産業相互と最終需要部門にどのように配
分されたかを表したものである。ただし、産業連関表は金額ベースで表示しているので、そ
のままでは資源やエネルギーの流れを把握することができない。そこで、諸産業ごとに原単

13）K. マルクス『資本論』第１巻 , 大月書店（普及版）, p235
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位（単位金額当たりの資源・エネルギー消費量、CO2 排出量など）を割り出し、原単位を使っ
て金額から資源・エネルギー量等を推定する。こうして産業連関表を基礎に諸産業間の物質・
エネルギーの代謝量を推測することができる。
　第五に、栄養物質とエネルギーについてである。生態系では、生物群集と非生物的環境と
の間で代謝・循環している必須元素は 15 種類である。そのうち 10 大元素はＣ・Ｈ・Ｏ・Ｐ・
Ｋ・Ｎ・Ｓ・Ｃ a・Fe・Mg であり、微量元素は Mo・Ｂ・Cu・Mn・Zn である。これらの
必須元素は無機及び有機化合物として環境中に存在し、植物と一部の細菌によって同化され、
炭水化物・脂肪・タンパク質などに合成されて食物連鎖網へと入っていく。人間環境系でも
人間個体や家畜などの生命体は、すべてこの食物連鎖網上にあり、その栄養素はほぼ共通し
ている。しかし、人間環境系は生態系の必須元素ではない Al・Pb・Sn・Ti・Ni・Cr・Co・
Ｗなど多数の元素を代謝しており、それらは主に地下鉱脈から鉱物資源として大量に汲み上
げられている。特に、鉄（Fe）や銅（Cu）・アルミニュウム（Al）などのベースメタルや、
生態系には存在しないプラスチックなどの化学合成物質が大量に生産されている。これらの
物質の大半は人工的自然（生産物群＝人工物系）の原材料として使われ、その後、一部は人
工的自然の中で循環し、一部は最終処分場に埋め立てられ、一部は自然環境へ拡散している。
次に、エネルギーについては、生態系では基本的に太陽光を起源とし、植物の光合成によっ
て化学エネルギーとして固定され、食物連鎖等を通じて、系内のすべての生物に波及し、そ
の活動によって消費され、最終的に熱となって生態系から出ていく。この他に系内の非生物
的環境に取り込まれる太陽の輻射熱があり、気温や水温、気象や季節・水循環などとして生
物活動に影響を与えている。人間環境系も人間個体や家畜などの生命体は食料を通じてエネ
ルギーを摂取しているが、人間生態系で使われる膨大なエネルギーは、伝統的な薪炭材の他
に、石油・石炭・天然ガスなどの化石燃料、ウランなど放射性元素を使った原子力発電、太
陽光・風力・水力・地熱・潮汐・バイオマスなどの再生可能エネルギーなど、その一次エネ
ルギー源は多様である。人間の食料以外のエネルギー資源は、ほとんど人工的自然及び管理
型二次的自然の生産・開発、利用、維持・管理などのために使われている。
3－2　人間環境系の主体

　人間環境系は、主体とその内部環境及び外部環境の重層的な構造を形成している。これま
での考察を踏まえて、人間環境系の主体を諸個人からその上位の主体に向かって順次拡大し
て整理すると、①諸個人（主体の最小単位）、②諸個人間の社会的諸関係を内部環境とする
人間集団、③人間集団と人工的自然＝人工物系を内部環境とする社会人工系（SOMAS）、
④社会人工系と直接的自然環境を内部環境とする人間環境系（HES）というように 4 つの主
体レベルに整理することができる。それぞれの主体は下位主体にとっては外部環境であり、
上位主体にとっては内部環境である。人間環境系（HES）を主体とする場合には、下位の主
体はすべて内部環境の構成要素であり、外部環境は与件的環境と一致する。
　このように人間環境系は、主体のレベルに応じてその内部環境と外部環境とが入れ替わり
ながら全体的に重層的な構造を形成している。しかし、この重層的構造は、諸個人を中心に
同心円を描いて単純に外側へ広がっているわけではない。すでに述べたように、人間環境系
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には内外を隔てる膜がなく、諸個人は文化的・社会的環境だけでなく、自然的環境にも直接
取り巻かれている。このことから、諸個人を取り巻く環境の重層的な構造とは、単に空間的
な次元をいうだけでなく、むしろ諸環境を支配する運動諸形態等（法則・性質・組成・構造
など）の違いによるものであることがわかる。環境分類表に立ち返ってみると、諸個人を取
り巻く環境を精神的環境と物質的環境に大区分したが、この区分の意味するところは、そこ
に働く運動諸形態等の違いである。諸個人は、思想・慣習・法律・経済など人文・社会科学
的な運動諸形態が支配する文化的・社会的環境と、物理・化学・生物学など自然科学的な運
動諸形態が支配する自然的環境とに同時に身を置いている。しかも、人文・社会科学的な運
動諸形態は、自然科学的な運動諸形態を基礎に、人間特有の新たな運動形態を創発させてい
る。つまり、諸個人は同一空間において運動諸形態によって区別されるところの異なる諸環
境の重層的構造に取り巻かれているのである。
　人間環境系の主体をどのレベルに置くかは、観察者が立ち向かう環境課題によって異なる
が、今日の地球環境問題の解決や持続可能な社会形成という課題からは、主体をどのレベル
に置くことが有効であろうか。すでに述べたように、諸個人や人間集団は、自然的環境との
間で生理学的な代謝を行っている。人間集団の規模を示す世界人口は 70 億人を突破し、そ
れを賄う食料生産だけでも環境負荷は相当大きいが、それだけで今日の多様で深刻な地球環
境問題を説明することはできない。人間集団が地球環境問題を引き起こすほどの物質・エネ
ルギー代謝量は、この主体に人工的自然（生産物群＝人工物系）を取り込まなければ説明す
ることができない。さらに、今日の環境問題の多くは、人工的自然の拡大（開発）か、人工
的自然と直接的自然環境との間の物質・エネルギー代謝（以下、「人工・自然環境間代謝」
という）から引き起こされている。すなわち、人間が作り出した人工的自然が直接的自然環
境と対立しているのである。このようなことから、今日の環境問題との関係で想定されるべ
き人間環境系の主体は社会人工系（SOMAS）とすることが妥当である。
　この社会人工系の中で、今日、主要な役割を担っているのが企業（法人）である。企業は
ある事業目的のために集まった人間集団（ゲゼルシャフト）であるが、この人間集団は内部
で分業、職制、雇用関係などの社会的諸関係をもち、生産手段という人工的自然を所有し、
直接的自然環境との間で物質・エネルギー代謝を行っている。このように企業はそれ自身で
社会人工系の特徴を備えており、さらに、この企業どうしが結合して諸産業を形成し、直接
的自然環境との間で大規模な代謝を行っている。今日、人間環境系において人工・自然環境
間代謝の主要な担い手は企業と諸産業である。
3－3　社会人工系

　社会人工系の構成要素である人間集団と人工的自然（生産物群＝人工物系）とは相互作用
を行っている。すなわち、人工的自然の発達水準は、人間集団の経済・法律・政治・文化等
の社会的諸関係のあり方を規定し、逆に、人間集団の社会的諸関係の発達水準が人工的自然
のあり方を規定している。人工的自然への影響は、とりわけ経済的諸関係からの影響が最も
大きい。というのも諸個人の経済的諸関係は人工的自然（管理型二次的自然＝土地を含む）
によって媒介された諸関係だからである。言い換えれば、経済過程の基本要素である生産・
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分業・交換・分配・所有など経済的諸関係はいずれも人工的自然を媒体としており、したがっ
て、経済的諸関係の有り様がその媒体物である人工的自然の発達方向に影響を与えている。
例えば、20 世紀の市場経済は、自然環境がもつ資源提供機能や廃棄物の同化・浄化機能、
ライフサポート機能などの諸サービスを無意識のうちに自由・公共財として取り扱ってきた
14）。したがって、20 世紀の企業活動は、これら自然環境の諸サービスを対価なしに、ある
いは非常な安価で消費することができた。このような市場環境（社会的環境）の下では、人
工的自然、特に生産技術体系は自然環境の諸サービスを「効率的」に消費する方向で発達す
る。このような方向で発達した生産技術体系によって自然環境の諸サービスは過剰に浪費さ
れ、廃物・廃ガス・廃熱が自然環境を汚染し、地球環境の恒常的なメカニズムまで攪乱する
に至っている。
　産業革命以後、特に 20 世紀は人口の爆発的増加とともに、地下資源を地上に大量に汲み
上げて、自然環境への配慮を欠いた人工的自然を大規模に蓄積してきた。つまり、地球表層
面に社会人工系を急速に拡張してきた。特に、都市は社会人工系の蓄積が著しい。社会人工
系の膨張は、人工・自然環境間代謝を活発にし、人間環境系を地球表層面の全域にまで拡大
している。

まとめ
　本稿はこれまで十分に解明されてこなかった人間環境の基本的構造を分析した。そのため
に、第一に、「外部環境と内部環境」「直接的環境と与件的環境」という新たな概念を導入し
て、主体と環境が織りなす複雑な重層的構造を明らかにした。第二に、それを踏まえて、外
部環境の環境要素を最も幅広く整理するために、方法的個人主義に基づく環境要素の分類を
試みた。その結果、人間環境は自然・社会・文化等の重層的な諸環境の総体であり、これら
の諸環境は、宗教・哲学・芸術・慣習・規範・法・経済など発達した人間の脳の思考的・情
緒的活動から生み出された様々な観念上の所産物及び社会的諸関係から成り、主に人文・社
会科学系の原理・法則が支配する精神的環境の領域と、人間の意識から独立した客観的実在
であり、人間の生存に必要な物資やエネルギー、さらに大気・水・土壌・生態系のような生
命維持機能を担い、主に自然科学系の原理・法則が支配する物質的環境の領域に大別できる
ことが明らかとなった。第三に、外部環境と内部環境との間に「膜」をもたないという類似
性から人間環境の構造の特性を生態系のそれと比較検討した。その結果、①人間環境学には、
それ自体の中に主体としての生物群集とその直接的環境である非生物的環境が存在している
生態系に相当するような系、すなわち、人間集団とそれと相互作用する直接的環境を内包す
るような系を表現する学術用語がないことが明らかとなり、これを人間環境系（HES）とし
た。②人間環境系が生態系と区別される最大の特徴は、系の物質・エネルギー代謝量の検討
から、系の主体が「人間集団」だけでなく、人為的に生産されその管理下にある生産物群＝
人工物系としての「人工的自然」も含まれる必要があることが明らかとなり、人間集団と人
工的自然を構成要素とする「社会人工系（SOMAS）」を人間環境系の主体として抽出した。

14）植田和弘 , 前掲書 , p5 － p7
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③この社会人工系のうち人間集団は、上述の精神的環境を内部環境とし、人工的自然の方は
生産技術体系を基礎に人間集団と直接的自然環境とを媒介している。人工的自然の発達水準
は、人間集団の社会的諸関係のあり方を規定し、逆に、人間集団の社会的諸関係の発展水準
が人工的自然のあり方を規定している。第四に、産業革命以後、特に 20 世紀の社会人工系
は物質・エネルギー代謝と環境負荷を急速に増大させながら人間環境系を地球表層面の全域
にまで拡大させている。今日の「環境問題」の諸現象は主に人工的自然と直接的自然環境と
の間の物質・エネルギー代謝に起因している。その領域は自然科学系の原理・法則が支配し
ていることから自然科学的アピローチが不可欠であることは言うまでもない。他方で人工的
自然、特に生産技術体系のあり方は人間集団の社会的諸関係によって規定されていることか
ら、社会的諸関係を変革しなければ根本的解決とならない。つまり、人文・社会科学からの
アプローチも不可欠なのである。
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