「環境論」
地理学
環境論」の地理学
・「環境論」 … 自然と人間
自然 人間の関係から「地域」をとらえることが地理学の主題。
人間
・これは，ダーウィン
ダーウィン「進化論
適者生存」を人間
ダーウィン 進化論」（1859）の登場以後，「適者生存
進化論
適者生存 人間や社会
人間 社会の
社会
現象にもあてはめる学説の大流行の中で，当初意図を超えた展開に … 。

★問題
問題は，人間・社会事象の説明に自然
問題
環境だけ
だけを直接的に
直接的に
だけ 直接的に結び付けてしまうこと。
・つまり，砂漠で農作物が育たないのは事実。
しかし砂漠に生きる人々の文化や社会の特質
をそれだけで「決定」
それだけで「決定」するのは間違い
間違い。
それだけで「決定」
間違い

・こうした時代の”スター”が Friedrich Ratzel

・そうした理解は「地理学」ではない
ない。
ない

・人類
人類の運命はその地理的
地理的環境
人類
地理的環境に影響されるという立場から，欧州
環境
の民族領域
民族領域形成の歴史
歴史とその空間構造
空間構造を探求。大著『人類地理学
人類地理学』
民族領域
歴史
空間構造
人類地理学
（1882〜91），『民族学』（1885），『政治地理学
政治地理学』（1897）として発表。
政治地理学

・自然をうまく工夫して利用・改変し，独自
の文化景観
文化景観や地域環境システム
文化景観 地域環境システムを形成す
地域環境システム
る人類の姿の理解こそ。

＜Ratzelの歴史観
歴史観＞
歴史観
①民族
民族の歴史は「運動
運動」の歴史
… 有機体の成長・繁殖はすべて空間の
民族
運動
占居と克服の「運動」。民族の歴史も同じ。
②民族
民族の生存領域「生活空間
生活空間」…
居住空間，栄養空間の2つの空間
民族
生活空間
③運動に影響を与える「位置
位置」…
中心，
位置
中心，周辺，帯状，列状などの「関係位置」
周辺
④「空間競争
空間競争」の必然
… 生物の運動は休みなく，地球空間は有限。この
空間競争
矛盾から空間をめぐる生存競争は必然。民族の生活空間は，その自由意志
による土地選択により決まる。民族の発展がその生活空間の限界を越える
とき，空間拡張の運動となって「空間闘争
空間闘争」を生じさせる。
空間闘争

（1844～1904）
・南ドイツ，カールスルーエ
の宮廷近侍の家に誕生。
・薬学，生物学を学び，動
物学で博士号。
・地中海から北米を旅行
し，生物種の地理的隔離
に関心を抱き，「民族」の
地理学に目覚める。

地政学 への影響

「環境決定論
決定論」
決定論」
・Ratzelの 「歴史が土地に制約される」と
の論理は，社会史学者 Lucian Febvreに
よって「環境決定論」と評される。
⇒ 岩波新書『大地の歴史と進化』1938

・確かにRatzelの議論には，Darwinism
（社会進化論，有機体論）の論理が反映。

・生物の生存競争を連想させるRatzelの民
族興亡史の議論は，国家の「生存圏」とそ
の防衛戦略を，地理的立地条件から考え
る「地政学
地政学」の理論として導入。
地政学
・第二次大戦を前にしたアメリカの軍事戦略
に示唆を与えたSpykmanの図式↓

・人類学界からは，「進化」主義に対する
「伝播」主義の主唱者としても評価。
・フランスの「アナール学派
アナール学派」の歴史学に
アナール学派
も影響 … ブローデル『地中海』等

新しい「
「環境」
環境」の時代へ
・1970年代，経済発展の陰で生じた環境
汚染による「公害
公害」が顕在化。
公害
・1980年代には，日本が大量輸入する木
破壊，自由化されたバナ
材による熱帯林破壊
破壊
ナやエビの輸入増大による現地の伝統
的農業経営や生態系の破壊
破壊
・1990年代には，「地球環境
地球環境」
地球環境 の有限性が
global issueとなり，環境の「持続性」を重
視した社会経済システムの見直しが，先
進諸国の政策課題に。

・「環境決定論」の代表例とされるのが
文明の優劣を気候条件から説明した
E. Huntington の『文明と気候』
⇒ 岩波新書『気候と文明』1938
… その大要は，「刺激性」（寒暖差が大）の
冷温帯に暮らす白人は、独創力、発明力、
統率力に富み，逆に季節変化に乏しい熱
帯に暮らす黒人はそれらの能力に劣る …
というもの。 … 植民地支配を正当化

・また，Ratzelの領域形成論は，「環境」を
「マクロ経済」や「社会構造」に読み換え
ると，現在の地域形成にも通じる論理を
持つ。 ⇒「環境決定論」として葬り去る
のは一面的。

⇒過度な近代化やglobal化で消えか
かった地域固有の環境
環境や文化
環境 文化の再評価
文化
⇒「環境論」＝「人間・環境関係
人間・環境関係」は，再
人間・環境関係
び時代の先端へ。
・「地政学」は，ナチス・ドイツの拡張政策や民族
浄化を正当化する論理に流用される。

⇒こうした「実証性」を超えるマクロ・スケールの環境論は
戦後の地理学で敬遠される分野に。

・ただ，現代の「環境
環境」は，地理学独自の
環境
対象ではなく，多くの専門分野に共通の
関心テーマに… 環境社会学，環境経済学

「環境論」
再スタート
環境論」の再
・戦後，環境科学，生理学，考古学等の分野
の発展により，人間
人間・環境
人間 環境関係論は，歴史や
環境
文化と自然条件
自然条件とをマクロ
マクロな視点で結びつ
自然条件
マクロ
けるものから，実証データ
実証データに基づく科学的・
実証データ
実践的な研究分野として一新されてきた。
・一方で，科学的厳密さの追求と引き換え
に，かなりscale down。
… Humboldtの「地表科学」から Ritterの「地域
科学」への転換と類似。

・また日本では，戦争で荒廃した国土の
復興と，戦後頻発した水害
水害の克服のため，
水害
国土開発」が政策課題となり，
「開発」
「国土開発
国土開発
のコンテクストから行われる環境論的研
究が増加（開発地理学） 。
・高度経済成長期には，大発展した経済
経済
地理学の陰に隠れて，「環境論」の地理
地理学
学はマイナーな存在に。

「環境論
環境論」
地理学の研究分野
環境論 の地
・伝統文化の風土性
伝統文化の風土性 … 伝統的な暮らしの中
伝統的な暮らし
にある（あった）風土性
風土性の再発見
風土性

・伝統的環境利用
伝統的環境利用 … 農山漁村の生活や生業
にみられる環境の認知と利用の体系，空間構造
… 文化地理学，民俗学，生態人類学 etc.
⇒地名
地名研究
地名

・国土の開発・利用
国土の開発・利用 … 治山・治水，水利開発，
開拓地，沿岸開発 … 開発地理学，経済地理学

・災害研究
災害研究 … 災害の地域性，防災行動，災害
文化 … 地形学，気候学，防災科学etc.

・環境問題の現場
環境問題の現場 … 公害，水俣，河口堰，埋め

立て，水門設置，ダム水没，酸性雨，森林破壊，
ODAと環境破壊 … 応用地理学，環境社会学etc.

・地球環境問題
地球環境問題 … 温暖化，異常気象，砂漠化，
大気汚染，海洋汚染，森林破壊，生物多様性 …
環境関連諸分野

・環境考古学
環境考古学…環境復原，気候と歴史
・生気候学，疾病地理
生気候学，疾病地理 … 健康・病理の地域性

三面の位置

山地の環境利用システム
★お手本となったスイス・アルプの移牧システム

朝日

村上

阿蘇カルデラの
阿蘇カルデラの牧野利用システム
牧野利用システム

ゼンマイ採りの山林環境
ゼンマイ採りの山林環境

中島弘二（1989）

・草地が広がる阿蘇火口山麓は，近世以来，
カルデラ集落の共同採草地。草は家畜の飼
料用で，家畜飼養は肥料確保のため重要
⇒限られた草地をめぐって利用規制
・その標高にあわせた利用システムが ⇒

三面ダム

（池谷,1984）

・A〜Mの牧野組合ごとに，
垂直方向に区域を割り当て

山人の
山人の地形認知と
地形認知と利用

環境研究と「地名」
・「地名」の多くは，人々の周辺環境の
利用と認知を通した「場所」への命名
行為の結果であり，それ自体，人間・環
境関係の一端を反映している。
・環境と直接かかわって生活していた
前近代に呼び習わされた字名や通称
地名などの「小地名」は，地域本来の
環境特性や開発過程を読み解くカギ
であり，地域の歴史文化遺産である。

断面

海の上にも
地名”が
”地名
地名

災害地名
災害地名

・地名には，その場所の自然条件，特に災害の危険性を含意するものが
少なくない。世代を超えた災害の伝承のために付与された地名とは？

・1981.5.26「日本海中部地震」の際の能代市の液状化被害と地名に関する研究↓

御宿港

房総漁民の例

会津の伝統民家
会津 伝統民家
「中門造り
中門造り」
中門造り

↑舘岩村前沢
前沢

中門造り民家
の分布密度と
積雪深

2011年6月20日，重要伝統的
建造物群保存地区に指定

冬の前沢

伝統民家の
風土性

・これらに共通する構造
上の特徴は？
上の特徴は？
その風土的背景は？
・その風土的背景は
？

＜西日本＞
佐賀（川内家）

宮崎（二見家）
奈良の大和棟

鹿児島（二階堂家）

http://birdinwind.exblog.jp/10190643/

・環境問題や防災対策が政策課題となる中で，近代化の中で忘れ去られた「自然」と
「人間」をめぐる伝統的な関係の再発見は，地理学のみならず，民俗学や文化人類学
においても多くの関心を集めて，国内外で研究が重ねられている。
・一方，「環境」を通した世界スケールでの歴史・文化的構造の議論は，
「科学性」の追求の中で影をひそめた。
・その中で，文化人類学者・梅棹忠夫
（1967） ↓の論考は今も色あせない。

・また，自然地理学者・安田喜憲と
高谷好一は，意欲的な環境文明論
や文明地域論を発表している。

高谷好一の
高谷好一
「世界単位」
世界単位」

環境論的歴史文化論
環境論的歴史文化論
・民族学者・梅棹忠夫
民族学者・梅棹忠夫の「
梅棹忠夫の「文明の生態史観
の「文明の生態史観」
文明の生態史観」
・一般にいわれる「東洋
一般にいわれる「東洋」と「
東洋」と「西洋
」と「西洋」の文化や社会
西洋」の文化や社会
構造の違いに対して， 両者の中間にある「乾燥
両者の中間にある「乾燥
地帯」を無視しないで考えると，
地帯」を無視しないで考えると，日本
」を無視しないで考えると，日本と
日本と西欧はむし
西欧はむし
ろ共通点が多く，「
共通点が多く，「乾燥地帯
が多く，「乾燥地帯」のほうが
乾燥地帯」のほうが異質
」のほうが異質である
異質である
ことに注目。
・空間的には離れていても，類似した環境条件
空間的には離れていても，類似した環境条件の
環境条件の
もとで，類似した歴史
もとで，類似した歴史の「
類似した歴史の「並行現象
の「並行現象」がみられるこ
並行現象」がみられるこ
とを「発見」 ⇒ 右図

大文化圏の
挟間

・乾燥地帯の東西に，もう1本ずつ平行線を引くと …
より現実に即した文明の「並行現象」が。

大国の挟間
の多民族・小
国家群
長年にわたる東南アジア
の自然地域研究↓
↓を拡張。

中間地帯

ロシア

中間地帯

先進
地域

中国

トルコ

先進
地域

インド
・実地経験に基づく自然分野から文化や環境への大胆な
発想は，論理優先の人文分野に新たな発想を与えてきた。
・その意味で，「自然・人間関係」の視点から「地域」の仕組
みを考えてきた「環境論」の視点は，今の時代にこそ大きな
役割を果たし得るといえる。

大国の挟間の
多民族国家群

