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人間の欲求変容と環境思想 
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はじめに 

環境保護、環境保全などが主張される理由を問い直すと、結局何のた

めの環境への配慮か、という問いが生じる。これはとりあえず環境保護

は必要であるという態度の中では隠され、意識化されることのない問い

である。しかしそれは、私たちが環境の保護自体を目的にして積極的、

自発的な態度で環境と関るのか、それとも自分たちへの見返りを考慮し

て、その目的のために環境を保護しなくてはならないのか、という根本

的な態度を規定する重要な問いである。この違いは私たちがすでに環境

的な生きものなのか、それとも環境から独立してそれを利用する個体な

のか、という相異にも関係する。それは言い換えれば、人間の利益抜き

に考えられた環境と、人間の利益から見られた環境との溝の問題である

が、それは結局、環境の保護とは最終的に人間の生存のため行われるの

か、もしくは人間の生存という問題を抜きにして、環境自体の価値のた

めにそれが行われ得るのか、という問いにつながる。これらの考え方は

以下の三つに大きく分類される。 

A 人間の利益の観点から環境保全を考える立場。 

B 環境自体の価値を考える立場。人間の特定の利益は判断から外され

る。 

C 利益の質が人間の側の変化とともに変わり得ると考える立場。 

もっとも、これらは人間中心的な環境思想と非人間中心的なそれとい

う区別で形式的に分類したものであり、それぞれの立場内部に大きなヴ

ァリエーションがある。そして以下では A と B の立場を概観した上で、

それらを媒介するものとして C の意義を考察する。C はＡＢで問題にな

る人間性とはそもそも何かを問うものであり、この問題意識は人間の本
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質を単一化、特定化する考え方と鋭く対立するものである。 

 

１ それぞれの環境保護のタイプについて 

まず A のタイプについて概観したい。環境保護の素朴な動機からすれ

ば、これは私たちが環境に配慮せざるを得ない理由のすべてとも言える。

Ａではつまるところ、保護が人類に何の見返りもないのなら、保護の理

由などない、という見解も可能になる。しかしこの「利益」には大きな

ヴァリエーションがある。直接的な経済的利益なのか、間接的に人類の

生産活動をよりよい方向にもってゆくものなのか、「利益」とは精神的な

事柄を含むのか否か、「利益」は切迫した必要性なのか長い目で得られる

ものなのか、などの幅がそれにあたる。 

自然そのままの「保存」（preservation）か、人間の快適さのために自

然を人工的に「保全」（conservation）するか、という形の古典的な議論

は、アメリカ功利主義的森林保全の時代に見られたことはよく知られて

いる。それは 20 世紀初頭に合衆国森林局初代局長のギフォード･ピンチ

ョが、「人間の用途のために森林が産出することのできるどんなもので

も、そこから作り出す技術」を尊んだように、「保全」とは人間の経済的

資源としての森林を人間のために保護するものであった 1。反対に、こ

の経済的資源という役割がなければ森林を保護する明確な理由はない。

もっとも「人間の用途」とは広い解釈が可能であり、そこには木材のよ

うな直接的な資材としての材木から、レクリエーションや精神的保養の

場としての森林という意味までを含めて考えることができる。実際、森

林保全がアメリカで語られだしたのは、大陸横断鉄道が完成し、それま

で圧倒的で恐怖でさえあった自然に対する人為的な開発の反動として、

人間が利益と恩恵とを受けるものとしての自然、もしくは憩いの対象と

しての自然という見方が生じた時代を背景にしている。さらに人為的保

全ではなく森林そのままの「保存」が語られたことには、Ｈ.Ｄ.ソロー

などに見られるように、私たちの精神的なより所としての自然というロ
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マン主義的な感覚が背景にあった。しかもこれを推進したのは主に都市

生活者であり、ソローが受け入れられたのもそうした生活層が中心であ

った。自然の喪失がなければその保全や保存は課題とならない図式が見

て取られる。 

このように自然保護は何らかの仕方で人間の利益につながるのでなけ

れば問題化しない。私たちが現代において環境問題を語るときも、人間

への利益は議論以前の暗黙の前提である。しかし現代における問題意識

がアメリカ開拓時代の環境保護と異なるのは、現代では環境への配慮を

怠れば人類の存続が危うくなるという、必要とされる保護の規模と切迫

度が大きく異なっていることである。化石燃料の消費、その他天然資源

の採掘と消費、放射性廃棄物も含めた有害廃棄物の放出などが現在のペ

ースで指数関数的に増大して行くことが、有限空間しか持たない地球を

住めないものにしてしまうという危惧はアメリカ開拓時代には存在し得

なかった。しかしその一方で「経済発展」という必要性は、こうした致

命的な代償が控えているとわかっていながら、どれだけ要求されてもま

だ尽きない欲求の拡大システムを基に成り立っている。この欲求拡大の

歯止めのなさは環境保護の必要性をより鋭く訴える。だがそれでも、大

きく見ればこれも人間の利益のための環境保護の延長にほかならない。 

このように経済発展も人類の生存も、窮極的には人間の利益であり、

また両方とも私たちにとって切迫した利益に結びついているがゆえに理

解しやすい。両者とも最終的には人間の物質欲、生存欲にもとづく利益

だからである。しかし人間の生存という利益については一枚岩ではなく、

長期的視野においては自然を構成する生命全体の利益と合致し得ると考

えることは、不可能ではない。人間は同じ地球上の生命との共存なしで

は生きてゆけず、短期的には人類に損なことでも、長期的には他の生物

への益が自らの益にもなるという主張は可能だからである。これは人間

の利益にもとづいた生命主義の一つの姿であり、近年ではブライアン・

ノートンのような、利益を長期的に時間化させた慎重な人間中心主義も
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そこに位置づけられる 2。 

以上の三つの立場は違いこそあれ、人間への見返りを環境保護の中に

見ており、利益を度外視したり変化させることを要求するものではない。

最終的に自然は人間生存のためにあり、その目的達成の手段として自然

を保護することは合理性を持つ、という構図で一致している。つまりＡ

は道具的合理性によって根拠づけられる環境保護であり、ある意味で人

間を中心とした近代的世界観を反映している。この道具的合理性の自明

視は、例えば近年でもロバート・ノージックが語るような、目的にとっ

ての有用性を善の基準として見る功利的な倫理観を反映している 3。 

それに対してタイプBは、自然そのものの内に価値と権利とを見出す

立場である。このタイプは人間の利益に間接的には結びつくこともある

が、その主張自体は人間の利益を直接の目的とはしていない。それには

まず、法的な権利主体として自然を位置づけるものがある。例えば開発

によってある一定区域の森林が切り取られ、しかもそれが誰にとっても

直接の損害にならない場合、何を原告としてその開発に対する法廷闘争

を打ち立てられるか、といった場合が考えられる。クリストファー・ス

トーンによればそこで自然物が法的当事者適格になる必要性があり、自

然が権利主体として人間から独立して設定されねばならないという 4。

こうした自然の主体化は、社会の進化に応じた権利の拡大と倫理の進化

に応じて、法的主体となる範囲も広がるという思想が背景にある。これ

はロデリック・ナッシュが主張するように、社会が進化するにつれ人間

の中でも一部の特権階級だけではなく、平民、奴隷、女性など法的権利

主体となる人々の範囲が広がっていった延長として、その範囲はいずれ

生物、無生物にまで及んでゆく、という考えにつながっている 5。 

そうした法的権利主体とは別に、全体論的な生命圏共同体の考えにも

とづいた、自然そのものの価値という考えがある。典型的にはアルド・

レオポルドの土地倫理に見られるように、人間とは無関係に大地に内在

する価値の主張である。彼は保全的な政策の限界に接することから、土
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地は本来人間の利便という基準から測られるべきではなく、人間の手が

加わらない土地にはそれ独自の生命多様性とその価値とが維持されると

いう思想に到った 6。そうした流れはキャリコットが主張するような、

種の多様性そのものを尊重し、自然内在的な価値を主張する立場にも共

通する。種は多様であればあるほど、自然環境の変化に対する耐性は向

上するが、この自然科学的な事実は種が多様であることをそのまま価値

と見なすものではない。しかしキャリコットは、多様であること自体を

尊重する価値判断を自然観察のうちに含ませる 7。つまり自然には事実

がまずあって、そこに人間が価値を付与するという一方的順序のみでは

なく、自然はその存在の中にすでに価値が入り込んでいるというのがそ

の特徴的な主張なのである。事実だけが抽出されるなら、そこに価値は

なく美もない。逆に自然にもとから美が内在するなら、自然はすでに価

値とは切り離せない。キャリコットの見方は後者となる。 

タイプＢ全体に関る問題として、なぜ人間と無関係に自然に内在した

価値が存在し得るのかという疑問がある。これは客体の価値が、自然に

価値を見出す人間側の志向を不可欠とする、という考えでもある。確か

に価値は対象だけで生じているのではなく、それを見る人間があって生

じるという見解は正しい。しかしそれはもともと価値のない物質として

の自然を、人間という主観が把握するからそこに価値が付与されたとい

う順序では割り切れない部分がある。むしろ自然と人間、物質と価値と

いう区分以前に、もとから無視できない事柄としての価値が世界に存在

しているという見方の方が、私たちの自然な感覚に近い。そこで次に、

人間が独立存在ではなく、むしろ自然との共生態という根源へと立ち戻

ることで、もともと存在していた自然の価値へと人間の欲求が一致して

ゆくとする考えを見てゆきたい。 

 

２ 人間の利益の質はいかにして変化するか：C について 

一般に人間にとっての価値、目的は人間の自我が拡大する欲求である
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限り、自然の利益とは相反する。自我の拡大はそれ以外のものを征服し、

自己に所属させる欲求であり、それは自然の破壊につながるからである。

文明の発展はある意味この拡大に関係している。それと反対にここでは、

人間の利益でありながら自然の利益でもある、というタイプの欲求があ

り得るのかを見てみたい 8。環境との関係でこの可能性を追求した思想

のひとつがアルネ・ネスに始まるディープ・エコロジーであることは広

く知られている。それは人間が自我から「大いなる自己」(the great Self)

へと拡大することで、人間の欲求が自然の全体が欲することへと一致す

る、という思想を所持している。一般に自我とは、その欲求がその範囲

に含まれないものを否定することを本質とする。すると自我の範囲が、

その外側が存在しない程までに拡大させられるならば、人間と自然との

境界がなくなることが考えられる。その範囲外の領域が消滅することと

は、自我と自然とが区別なくなることを意味するからである。これは確

かにロマン主義的、理想主義的伝統において見られた傾向である。しか

し欲求を物質性に還元させる近代的な傾向を相対化する意味で再考の価

値はあると考えられる。 

またネスとは別に、人間の経済活動の目的を技術の大規模化による生

産、消費量の拡大ではなく、技術の小規模化、直接化による人間の満足

と創造性の回復に見た人物に、エルンスト・シューマッハーがいる。彼

は人間の経済活動における満足の質は一定ではなく、人間の「存在の次

元」が高まることによって変化すると見る。この高まった次元における

満足は、低い次元からの視点では、物質的満足に服従すると思われてい

たものである。ネスとシューマッハーはともに、物質に還元された人間

の欲求が、本来の人間性の次元へと私たちが回帰することによって昇化

され、それが利己性の超越になると考える点で共通する。 

ここでまずネスを手がかりに、私たちの欲求の変化と本来の自己との

関係について考察しておきたい。私たちは物質的欲望を根本としており、

またそれはいくら富んでもより多くの富を渇望する特徴がある。そして
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特に近代以後、この「本性」は問われることのない前提として経済活動

が営まれ、またその「本性」を疑うことは一種のタブーになっている。

しかしそれは本当に無条件の前提なのか。むしろそのような欲求の際限

のない肥大は、ある条件の下で起こるようになったと考えられないか。

欲望の際限ない肥大化をもたらす装置の例として、経済活動の根本形式

としての貨幣価値がある。ここでは価値の数量化が行われ、そこでの欲

望充足の志向は、制限がなければ無限に拡大すると考えられる。しかし

この数量化とは、欲求と利益の尺度が単一化され、価値の変化の可能性

が捨象されることを意味する。つまり数量化は人間存在がもとづく価値

を単一に平面化することを条件とするが、そこで人間存在がこの数値に

よって本質規定されてよいかという問題は最初から度外視されているの

である。さらに貨幣は元来、私たちが生きる上で直接に必要なものと引

き換えられることで価値を持つはずなのに、価値の単一化と数値化は、

貨幣をこの必要性から抽象された価値として独り歩きさせている。そし

て貨幣とは反対に、私たちに直接的に必要な物への欲求は、貨幣に対す

る欲求のような際限のなさの構造を持たない。それはある程度のところ

で必ず満たされるからである。 

ネスの言葉を借りれば、この抽象化された価値とは、私たちに関する

すべての物事が成立していた「関係の場」から、無関係に独立した事柄

として考えられる。ネスによれば、私たちが直接に経験するものは、諸

経験間の具体的関係を前提として成立する。例えば暖をとる欲求は、寒

さから身を保護する必要があるときに生じ、それがないときには生じな

い。過度な暖は不必要でありかえって嫌悪される。これは涼についても

同様である。これをネスは「「その事物について」のすべての言明は関係

的な言明である」9と言う。事物との具体的関わりは、常にその周囲の状

況の中でその事物がどう位置づけられるか、ということと切り離せない

からである。それとは反対に、ある部分をその状況から独立に抽象する

と、そこだけが全体を無視して自動展開することになる。この自動展開
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からのがれるには、問題にさらに抽象的な枠組みによって対処すること

ではなく、元来存在しなかった問題を生んだこの抽象を最初から起こさ

せないことである。 

この抽象化の根を絶つことは、利己的な自我の問題に関してもあては

まる。ネスは利己的な自我が私たちの本来ではなく、元来の具体的関係

の場から離れたことによって独立して肥大したものと考える。この自我

以前の本来の自己をネスは「エコロジカルな自己」とも言う。そして「エ

コロジカルな自己とは、その人の一体化の過程である。」10と表現する。

この「一体化」とは自己が環境に有機的にとけこみ、そこと一体化され

ることであり、その結果環境の利益は自己の利益となり、その破壊は自

己の何かが殺されることに相当してくる。ここに外部環境から独立した

主体としての「個」はなく、この「個」以前の全体と具体的関係の中で

成立している自己が「エコロジカル」と形容されるのである。 

ここでの「利益」とは、利己性とは異なる人間性にもとづく。その意

味で主観的ではなく「客観」的であり、しかもそれは主観に対する客観

ではなく、主客という区分以前の全体にとっての「利益」という意味で

の「客観」なのである。ネスにとってこの「利益」は自己なき状態にお

けるものであり、そこから自己と非自己とが分裂することで主観的利益

が生じたと見る。環境は元来非自己ではなく、この分裂の結果非自己化

したのである。したがって自己の利益と環境の利益とが等価になるのは、

分裂した状態からもとの状態に戻ることを意味する。 

さらにネスは、この「自己の拡大」によって、自分の利益ではなく人

類全体の利益に貢献した人物を挙げる。彼らにはそれらの貢献活動を始

めるきっかけとなったエピソードがあり、それはこれらの行動の動機の

強靭さを示す。しかし反面それは、そうしたエピソード体験の希少性と、

体験者の気質の天才を示してもいる。それゆえ自己と非自己との分裂以

前とは元来の実在の姿でありながら、それを覆い隠した私たちの営みの

蓄積が極めて深いことも同時に示している。11 
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３ 自己拡大の存在論 

ネスは確かにマズローなどの人間性心理学から自己拡大のヒントを得

ている。しかし「利益」が客観的である必然性は、それが「本来求めら

れるべき実在」であること、つまりこの「利益」が心理的な志向対象と

して真実味があるのみならず、それが世界の真実在に相当するという存

在論を要求する。では、ネスにとっての実在とは何なのか。その特徴に

は質的であること、部分ではなく全体であることがまず挙げられる。そ

こで事実は価値から分離されず、また諸部分は独立して実在であること

はできない。それが顕著に現れているのはネスの第一性質と第二性質に

ついての考え方である。ロックでは自然に存在するのは第一性質であり、

それが私たちの感官を触発させて第二性質を生じせしめる。つまりまず

実在するのは第一性質であり、第二性質はその主観的な派生物でしかな

い。これは宇宙にまず実在しているのは質量と延長の伴う原子とその集

積であり、私たちの主観的な感覚はこの原子の複合体としての脳と神経

から生じているという考え方にもそぐう。 

しかし第一性質のみが実在と考えても、それは第二性質の存在理由を

説明するものではない。原子についての私たちの概念をいくら複合させ

ても、そこから色や暖かさのような感覚の発生は導けないからである。

第二性質はどこから来たのかは、依然として謎である。原子の組み合わ

せは宇宙の隅々にまで行き渡るという意味で、確かに第一性質を実在と

することは合理的だと考えられるが、外延的に宇宙に広がる意味での合

理性は、意識のような宇宙内に決して否定され得ない内包に関する事柄

をつかめない。つまり外延の合理性は、内包において存在する問題につ

いての隠蔽の上に成り立っている。 

ネスは第一性質、つまり事実的、量的、物質的なものだけの実在性か

ら、第二性質、つまり価値的、質的、精神的な実在を環境内に含める思

考への転換を主張する。量とは一定の尺度や基準を前提にしてしか測れ

ない。たとえば環境を埋蔵資源量などの数量化され得る物量で測ること
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は、すでにその数量の基準を無前提な尺度として考え、その基準が人間

にとってどう役立つかという問いを除外している。ここにはすでに抽象

化が見られる。それに対して質への問いとは、この「役立つ」ことが何

かをまず問題にする。その意味で私たちの経験にとっては第一性質より

第二性質の方が直接的なのである。言い換えれば、第一性質を構成する

ものは手段的である。数量化される貨幣などはそれら自体が私達の目的

なのではなく、私たちの生存や感性的欲求を満たすための手段として必

要であるに過ぎない。それに比べて第二性質はそれ自体が直接目的であ

る。それは私たちの直接的な経験である限り、最終的にはその充足が元

来の私たちの目的だからである。この直接性とは、動物的な欲求から、

感性的、精神的なものまでを含む。しかもそれらは直接的であるゆえに

尺度による数量化がなされる以前にある。尺度は客観化を必要とするか

らである。むしろその尺度や数量化が生み出される現場が直接経験なの

である。 

ネスは「事実」と「価値」との間の区別は、ただ抽象的思考の働きを

通じてゲシュタルトから現れ出てくるにすぎない」12とも言う。このゲシ

ュタルトとは直接的な全体的経験があり、そこから事実という客観性や、

また価値という概念も分かれてくるのであり、もともとのゲシュタルト

にそうした区別はない。そしてこのゲシュタルトは未分化であるゆえに、

分化を前提とする私たちの思考枠からは理解不能である。たとえば「我」

と「非－我」とは、共にゲシュタルトの全体だとネスは言うが、この「我」

でも「非我」でもないものとは一体何か、この区別を前提として考えて

いる私たちには理解できない。この区別以前の状態をネスは「喜びは私

の喜びになるのではなく、喜ばしい何かとなり、そこからすると私と私

ではない何かは互いに依存し個別化できない断片である。」 13と表現する

14。 

この、事実や物質がそこから抽象される以前の直接経験を象徴する出

来事に、美と喜びがある。まずこれらの経験は客体化されない。そこに
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まず、これらが手段化されず目的としてのみ働く性質が見出される。無

論、それらが実現されず目指されているときには客体としてあるが、そ

れらが実現されるときに、それらは目的自体として自己とひとつになっ

ている。しかもこの一体性において美と喜びはそれ以上を求めない。反

対に手段は常に客体的である。なぜならそれは本来の目的への途上にあ

るために、常に目的の手前において客観化されるからである。そして客

観化された手段は必ず次の手段を求め、つきることはない。これは自己

と一体化した美や喜びは、非客体的かつそれ自体で充足するのと反対で

ある。 

さて、このような目的自体としての美や喜びの経験は、手段化されな

いゆえに道具性や功利性の圏外にある。ネスが「自然についての直接経

験の、非道具的で非功利的な内容についての意識」15と表現するのもこの

理由からである。このように最も具体化された欲求の充足の特徴は、そ

の場で足りるということである。この美的な喜び、自然を美として価値

づける意識は、それが他の何かのためではないため、そこには何かに対

して足りないという意識が生じない。それに対して抽象化された欲求は

手段に関するものであり、そこには何かに対して足りないという比較が

成立するため、どこまで満たされても足りないことがあり得る。貨幣は

その典型である。しかもこの欲求の抽象化は、人間存在の一元化を条件

としている。それに対して美や喜びには、ただひたすら理由なく美しさ

を賞賛し、歓喜の感情を享受するという面がある。ここに手段化はない

ため、人間存在の一元化も生じていない。つまりこの直接性へと到るに

は、一元的な自己から未規定の自己への回帰が要求されるのであり、ネ

スの「自己実現」はこの回帰として再解釈される必要性があると考えら

れる。 

 

４ 拡大化された自己と利他主義 

これまで見たところでは、手段的なものは抽象化、客体的定立、比較、
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数量化を前提にしていた。そしてこの客体を把握する主観が堅固な独立

性を所持していた。それに対してもっぱら目的となるものは具体的、非

客体的で比較を絶し、尺度もないために数量化されない。そして客体で

はないため、それを把握する主観の成立以前にある。ここから、手段的

なものにおける利己性と、目的自体において実現する利他性との相違を

考察したい。 

手段的なものへの欲求充足は、自我の欲求が満たされる形をとる。そ

こで自我は非我を否定して自己拡大し、欲求されるものをより多く獲得

しようとする。それに対して道徳的要求は、満たされたとき自我は否定

される。しかもこの否定を通じて美しさが生じるのである。「道徳法則が

正しいと語ることを積極的な気持ちにもとづいて行うならば、そのとき

私たちは「美しい」行為を遂行していることになる」16。この美しさは自

我欲求とも道徳的義務感とも別次元の魅了である。飽き足らぬ自我欲求

の充足は、美しくはない。さらに道徳的義務感には「積極的な気持ち」

ではなく、いやいやながらの部分が残り 17、自我が存続したままその義

務に従わされる仕方になる。このいやいやながらの気持ちは主体の側に

生じている。それに対して、「積極的な気持ち」の場合には、その道徳的

な義務への魅了が意識と客体との間に生じており、そこで欲求の脱自化

と利他主義とが同時に実現している。 

そして私たちはこの原初的な魅了を、「自己実現」への道として再解釈

する必要がある。確かに人間性心理学における「自己実現」では道徳性

が最も大きい主題ではない。しかし「自己実現」における自我が乗り越

えられる体験は、「積極的な気持ち」からの道徳性における自我否定の側

面に重ねて理解することができる。そこでの独特の美しさは両者に共通

するものである。ネスもそれは「私たちの自己の拡大と深化の過程」に

よってもたらされることを指摘し、「そのとき私たちは道徳的でも非道

徳的でもなく、美しく行為する」18のだという。ここでの「道徳的」とは

自我がそこに従わせられる「いやいやながら」の義務感情を伴うもので
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ある。しかし「美しさ」が生じるところでは自我が従っている意識はな

い。これが「道徳的でも非道徳的でもな」い次元である。美しさが自ず

から成立しているところに、義務以前の道徳の姿が成立しているのであ

る。このとき私が意図的に道徳的、利他的に行動するのではなく、行動

自らが私を巻き込んで自ずから遂行されるのである。 

ここで利他性はどこまで利己性を越えることができるのか、という問

題をさらに考察する必要がある。自我が従う義務としての道徳における

利他的価値の場合、利他的志向の強さが利己的志向を超えることは非常

に難しい。簡単に言えば理性が本能を超えることはないという、私たち

の根本的な限界がここに示されている。それに対して自己を消滅させた

次元での利他主義の場合、「自己」愛の強さがそのまま「他者」愛の強さ

にもなる。そこで自己と他者とは峻別されてはいないからである 19。 

利他的行為にはほかにもいろいろなタイプがある。まず利己的志向、

例えば自分の名誉のために利他的行為を行う場合。このとき利他性は利

己性を超えることはできない。次に道徳的義務感からの利他性の場合。

自我がそこに従属する形のものであっても、義務感情が利己性を超える

ならば利他性は利己性を超え得る。しかしこれは極めて困難である。さ

らに、利他的行為が「美」となる場合では、美が感性の領域に入ること

によって、それは非対象的な価値となる。これはカントの指摘する、「道

徳的行為」とは区別された「美しい行為」である。この場合、もし美が

自我の底にまで浸透するなら、利他性は利己性を覆し得る。そして第四

に、この利他的行為の感性化が自己の全体的領域にまで広がるならば、

「自己実現」とひとつにして利他的行為が成就する。こうした美の自我

の底への浸透や「自己実現」が、自ら自発的に展開する利他主義の条件

となる。 

それでもこのような利他主義の自発的展開は、何重にも利己性に絡め

とられている私たちの価値観からは机上の空論のように見えるという批

判はなおも可能だろう。利他性の価値観は、利己性から見てある種の偽
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善にしか映らない、隔絶性を持つからである。これは、自我から拡大さ

れた自己への道の断絶でもある。利己的な価値観の中から利他的な価値

観が理解不能であることに関して、経済学者であり、有名な『スモール・

イズ・ビューティフル』の作者であるE.F.シューマッハーは、自らの形

而上学的な考えをまとめた『混迷の時代を超えて』において、まず知る

ものと知られるものとの「相応性」(“adaequatio”)という考え方から、

この異なった価値観や存在様式の理解不可能性を説明する。私たちの「外

的知覚」は物質的なものを実在として把握し、そこで宇宙は原子などの

基本的単位の集積として映り、事物は完全に因果法則に従って運行する。

この「外的知覚」を支配するのは「操作(manipulation)のための知識」20

であり、従ってこの操作のための手段となるものがもっぱら実在として

知覚される。この手段は物質的なものであって、この操作において価値

は実在として見なされることはない。しかもこの知の次元は単なる操作

を超え、それ自身の視線によって世界をすべて説明しており、それゆえ

に自らで見る以外の実在の姿は理解せず疑うことすらない。それは完全

に閉じた論理空間をなしている。物質同士の機械論的、決定論的世界が

まさにこれであり、それ以外の実在がここに入る隙間はない。意味や価

値はこの唯物論的視線の中には登場し得ないのである。 

しかしそれでも、価値や創造は「心の目」や「魂の目」の次元では実

在と見なされるという 21。この次元ではじめて、創造性を備えた精神的

実在が知覚される。「心の目」は「操作」知ではなく、純粋な形での「理

解のための知識」の対象を見るからである 22。唯物論的で決定された世

界から創造と価値の存在する世界が理解不能なのは、この「操作のため

の知識」と「理解のための知識」との「相応性」の違いに起因する。 

しかしシューマッハーはこれら二つの知がまったく断絶しているとは

考えない。彼は確かに「操作」知からは宇宙にもとから備わった価値は

見出せないが、逆に「理解」知からは「操作」知の世界を包括可能だと

考える。それは彼が「相応性」について、「より高いものはより低いもの
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を含み、したがってある意味ではより低いものを理解する一方で、どの

ような存在もそれ自身より高いものを理解することはできない。」23と考

えていたことによる。この「より高いもの」とは神に近づいた視点であ

り、「より低いもの」とは被造物の視点でもある。神はすべての視点を自

らのうちに含む限りそれらを理解できるが、被造物は神に含まれる限り、

自分の視点を理解できても神を理解することはできない。「心の目」が見

る価値の世界は「操作」知が見る事実の世界を理解できても、逆は不可

能ということである。このようにシューマッハーの形而上学は中世スコ

ラ哲学を土台にしているが、その「相応性」や人間本性についての思想

を、現代における利己主義の克服や経済活動の基礎となる人間性につい

ての思想に応用しているところに、その特徴がある。この「低いもの」

と「高いもの」との相異は、ネスにおける狭義の自我と拡大された自己

との断絶にも相当する。自己の拡大は心理的拡大にとどまらず、被造物

から神へと到る存在の拡大なのである。 

このシューマッハーの「相応性」は認識論的な「知識」に関してのみ

ではなく、行為に関してもあてはまる。例えば利己的欲求にもとづく行

動が、利他的志向にもとづく行動と根本的に相容れないのも、この「相

応性」の違いとして考えられる。「操作」知と「理解」知とが認識論的断

絶なのに対して、この二つの行動には行為論的な断絶がある。それは物

質的動物的欲望と闘争による生存状態を根本とする行動様式は、精神性

と自覚とを根本とする行動様式をとれないのと同様である。前者は個体

の利己性にもとづき、後者は個体が自らを空しくすることを意味する。

この意味で利他性は個体欲求を超え、存在が自らに関して欲するもので

なくてはならない。そしてこの場合も、存在が自らに関して欲すること

へと個体の欲求が高まれば、個体の欲求は存在の欲求、言い換えれば環

境の利益と一致することになる。 

 

５ 拡大された自己による経済活動 
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すでに私たちは量的拡大への欲求が、欲求対象の抽象化と価値の単一

化とを条件にすることを見た。これは社会的な範囲では大規模産業にお

ける生産効率追求に典型的に現れ、その結果として生産過程の断片化、

および労働者が生産過程の一部にしか関らなくなることによる、労働の

創造性からの乖離が生じているとシューマッハーは見る。彼の『スモー

ル』の目的は、この乖離から人間を取り戻し、生産における個々人の人

間性と創造性とを回復させることにあった。これは『混迷』における「操

作」知から「理解」知への移行を、人間の経済活動に照らして探求した

ものと言える。 

「操作」知からすれば生産とは特定の目標を達成させるための手段で

あり、この手段自体に価値はない。そしてこの生産は単一の尺度の上で

数量化され、この尺度によって生産の効率が最大になるよう努力がなさ

れてゆく。こうして「操作」知による生産では、価値尺度を目標の側に

単一に設定し、そこから生産過程を考える形態が堅固に確立される。無

論、この生産量と幸福との関係を議論することは「馬鹿げている」と見

なされる。技術も同様に、特定の物をより多く作ることに目的が特化さ

れ、その物が人間をどう満足させるかという議論は「滑稽」となる。こ

の生産効率という目的はその連関に入らないものを切り捨て、その目的

のみを価値として私たちをそこへ急き立てる 24。ここでは生産活動と生

産物と幸福とが切り離され、三者が連関のうちに考慮されることがない。

さらに、私たちの「貪欲と嫉妬心」は、この単一化された価値に沿って

他人と自分とを比較対照させることによって成立し、それはこの価値の

単一化をますます助長させ、ほかを切り捨ててゆく。一度価値が数量化

されると経済成長が無限に追及されるのはこのためである。 

また生産量とその消費を唯一の目的とする視点は、その消費が何を犠

牲にして成り立つかを度外視する。その生産に必要なコストに入ってこ

ないことは、何をしようが関係ないと考えられるためである。したがっ

てそれは本来切り崩してはならない資本、たとえば有限な天然資源であ
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る化石燃料だけでなく、水や大気に代表されるような本来有限だがコス

トなしか極めて安価で得られる資源を、無条件に私たちに与えられ無限

に流用してよい所得と取り違えてしまう。こうしてシューマッハーは、

「人間の自然界への依存を無視することが、経済学の方法論に内在した

性格」25であると指摘する。最小のコストによる最大の生産、消費量を目

指す経済学はこの論理空間から出られない。それに対してシューマッハ

ーが求めるのは、最小の生産量によって最大の満足を得るための経済学

なのである。 

シューマッハーは『スモール』において、生活に最低限必要な消費量

と消費の極大化において求められる消費量との乖離を計算している。そ

れは一人の人間が生活するために必要な物資を貨幣換算した場合、この

値がわずかですむことを実証するためである。彼は生産過程の分業化と

サービス業の拡大によって、生産現場での第一次的な活動はすべての人

間活動の 3,５％に集約されたと算出する 26。問題はその集約が生産活動

と消費の場とを隔離し、生産を非人間化したことにあるという。さらに

「現代の産業社会において人々がもたらしてくれる名声は、実際の生産

現場への近さとの反比例関係の中で変化する」27と指摘される。これが現

代の集約的な分業的生産形態の姿であり、この見解に則れば、一人あた

りの物質的生産量の少なさが貧しさの原因ではなく、「名声」のために必

要な物質的社会的な条件とその分配構造が貧しさを作り出していること

になる。「名声」を成り立たせる社会的構造がなければ私たちは生活でき

なくなっており、しかもあらゆるものがこの構造に頼らなくてはならな

くなっているところに問題あるというのがシューマッハーの指摘なので

ある。 

それに対して、こうした人間が生きてゆくための純粋な生産、消費量

の少なさについては、例えばロマン主義的な環境思想において、H.D.

ソローがウォールデン森の中で実験し、生産が分業化、制度化された社

会における生活必要経費に比べ、人が純粋に生存するために必要な生活
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経費が格段に少ないことを実証している 28。しかし生産の分業化と、そ

れぞれの人間が「名声」を競い合うように構造化された社会では、そう

した少ない消費量での生活は社会的に許されないばかりか、あらゆるも

のの生産過程の上で不可能になっており、生産の分業化は貧困者に、そ

の社会的なシステムの中で生活に必要な物資を買い求められるだけの所

得さえ与えないように構造化されている。 

シューマッハーがこうした高度に分業化、価値の単一化が進んだ社会

での技術に対して提唱したのが「中間技術」であることは広く知られて

いる。それは労働者の創造性と生産効率とを適度に両立させようとする。

それは完全分業された大規模工場のように投入する資本が膨大なもので

はなく、かといって職人一人が最初から最後までを手作りで担う伝統的

な手工業でもない、それらの中間を行くものであり、ひとつの工場で雇

用される労働者数、労働者の生産過程全体への関わり方などがすべて大

規模でも零細でもない中間的なものである。またこの考えは、技術と人

間との関わりにおける人間疎外の問題に焦点を定めている。技術は価値

的に単一化された生産目標のための手段でしかなくなれば、その技術は

人間性、創造性を省みないが、中間技術はそうした技術は批判する。反

対に技術が純粋な目的となれば、それは芸術に近い技術者の純粋な創造

へと接近する。中間技術はこれらの両極端な形態をともに排する。投入

資本の増大によって一人当たりの生産性を最大にするのが完全に手段化

された技術であり、少ない投入資本によって一人あたりの創造性を最大

にするのが芸術であるが、中間技術はどちらを偏執することもないので

ある。これは「中道」を標榜する彼の「仏教経済学」につながる考えだ

と言える。 

この「中間技術」の理想は、単一の価値に生産活動を還元しない点で、

『混迷』で主張された人間性の実現である「知覚のありのままの事実」29

に近づくことだと言える。つまりネスが言う「拡大された自己」はシュ

ーマッハーにおいても「ありのまま」へと戻ることに相当するのである。
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確かに彼はそこに「注意力」を主張するが、それは彼方を目論むもので

はなく、此方を自己反省するための注意力である。そして此方において、

「それ自身で善なるもの」30についての純粋な「理解」が成立する。それ

は善と自己との間に何のフィルターも通じないこと、つまり一度すべて

の関心から中立的になることを条件とするからであり、それが「とらわ

れない注意力」(bare attention) 31と呼ばれるのである。とらわれや利己

性は、何が利益かを前提にした上で、その利益を中心にして様々な物事

を位置づけるフィルターをすでに持っている。この利己性は諸事実を利

己的関心にもとづいて色分けし、それは概念枠の形成を導き、さらにこ

の概念はアプリオリな枠と見なされるに到る。この枠が私たちの認識と

行動とを支配している限り、「ありのまま」には戻れない。利己性は利他

性からすればまだ間接的であり、彼方に成立するのである。それに対し

てこの枠が外れることは、存在が自らを露呈することであり、そこで利

己性がもとづいていた土台が崩される。利他性とは恣意的な自己犠牲な

のではなく、この利己性の土台が消滅した状態に過ぎない。こうした概

念枠の消滅は関心枠つまりとらわれの消滅であり、そこで独特の「注意

力」がこの消滅を喚起させるというのがシューマッハーの考えである。 

この「注意力」はどのように醸成されるか。彼はそこに、感受性の領

域を拡大させ、抽象的な観念や知覚を透明化させることを要求する。こ

れは観念などを通しては見えなかった事物の具体相を浮き彫りにさせる

ことである。価値の単一化や手段化された技術はこの抽象的な観念を通

じてなされるのに対して、観念以前へと戻ることは感性的世界を実在化

させるからである。こうした感性への回帰に関してはネスも、「生命の豊

かさや多様性、手つかずの自然景観への感受性を研ぎ澄ますことを通じ

て、莫大なほどさまざまな喜びの源泉が人々に役立てられることを強調

する必要がある」32と言う。観念のフィルターによって忘れ去られていた

感性的領域にこそ喜びの源泉があり、この具象化された自然の具体相は

価値を単一性から解放するのである。これは、観念や知覚としての考え
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を崩すことで実在が発見されることの自覚でもある。 

さらに、こうした観念や考えの除去は、自らの無知に対する感受性を

高めることをも要求する。そして関心がこの観念や概念的知覚の下地に

なっている以上、私たちは関心以前へと戻る自己自身の透明化を行わな

ければならない。感受性は感性的対象だけではなく、自分自身にも向け

られることによって一層研ぎ澄まされたものとなる。そうしてはじめて、

「私たちがもっとも自然に「自己」を拡大し深化させる」33ことが実現す

る。これは自然への感受性と自己自身への感受性とが協働して実在認識

を深化させることを意味し、その結果関心と行動に関する根本的な変化

が導かれることを意味する。 

 

おわりに 

これまで私たちは環境への配慮を、利他的行為や感性に直接根ざした

満足の性質などとの関係から考察してきた。しかし当然それらが実際に

環境を保護するまでの力を持ち得るかは議論の余地がある。世界は観念

や功利性のフィルターで把握されており、そのフィルターのないありの

ままの姿などは想像し難い。仮にそれを想像し得ても、それが私たちの

利己的行動を変化させる力を持ち得るかは相当に疑問であった。極論す

れば功利性を超えた感受性などは、私たちの本来の姿がこうしたもので

あるという一種の象徴化された虚構でしかないのかもしれない。 

シューマッハーは『混迷』における「相応性」思想において、物質性

に還元されない精神性における認識と行動の姿を実在として描き出した

が、その形而上学的な思想と『スモール』における経済思想との対応関

係はまだ議論の余地がある。これも個人の感受性のレベルと社会的な経

済活動との乖離に関わる問題であった。確かに『スモール』においても、

経済活動の根本に要求される「人間性」(human substance) 34が純化さ

れる必要は説かれる。しかし倫理性、創造性が「相応性」思想における

ように個人レベルでは備わっていると仮定しても、それが社会的な経済
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活動とにおいてどう実現されるのかは分からない。私たちの経済活動は、

物質的尺度によって抽象化され数量化された価値を前提として営まれて

いることは確認した。こうした物的欲求への還元は、私たちの個体レベ

ルでの生存本能、闘争本能にもとづく、覆しがたいものである。それに

対して個々の「自覚」レベルでの存在の段階が実現させる経済活動とは

どういったものかを、その生存本能のレベルの視線から推測するのは難

しい。「相応性」思想におけるように、認識次元の変化によって価値や実

在さえもが変容するのであれば、「自覚」レベルの精神性においては、経

済活動がもとづく価値も、生存と闘争の経済活動におけるそれとは当然

異なるはずである。それは『スモール』で唱えられた仏教経済学の社会

化、普遍化の問題でもあり、これは課題として残されている。 

経済システムの目的としての生産、消費の極大化は、現代の合理的な

経済人の根本前提であり、これを覆すことは近代経済自体の転覆とも考

えられてしまう。それでも仏教経済学は消費の最大化ではなく、最小限

の消費で「人間的満足を最大化しようとする」35ことを理念とするのであ

り、問題はこの理念が経済人の「合理性」にどこまで迫り得るかにある。

仏教経済学が近代的な経済学と大きく違うところは、近代の経済学にと

って、満足は原則的に経済活動の中で数値化されることが前提であるの

に対して、仏教経済学はこの満足の質が社会的レベルで変容すると考え

ているところである。 

ここで私たちは、満足を測る単一の基準がそもそも存在するかを問わ

なくてはならない。満足の基準が単一に決まってしまえば、その基準は

常に直接的な満足自体から離れて一人歩きしてしまう運命にある。生産

と消費量の最大化が私たちの幸福から離れてひとり歩きしてしまったの

も同じ理由による。それに対して感性的領域は一定の尺度による測定と

背反する部分を根底に持っている。それは測定尺度の枠としての概念に

は、最終的に感性を取り込めない部分があることにも通じている。 

どうしたら概念から感性的領域への回帰を私たちが社会的規模で共有
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できるかが、仏教経済学的な環境思想の課題であるのは確かである。仏

教的な利他性は他者への慈悲を重んじるが、その利他性の感覚を促すに

は、自らの生の維持のために殺された別の生についての自覚も重要な契

機となる。近代の合理化された生産過程は、食料をも無機的に量化し，

もともとの生命の姿とその殺される過程とを隠蔽してしまっているが、

それは殺された生に対する無感覚と殺すことの無自覚とを生み出す。そ

れは私たちが自らの生の存在条件を忘れることでもある。私たちの利己

性の一人歩きは、こうした自らの生を支えるものの数量化と、生命全体

のサイクルから私たちの欲求充足行為を分離することと連動している。

私たちの生は本来他の生の死に条件づけられているのに、あたかも何に

も条件づけられていない独立存在であると見なすところに、欲求の肥大

化の原因は認められる。それは現代が私たちの死をも生活から分離した

ことと無関係ではない。他の生を殺す自らの行為、反対に自らの死とい

う不快な出来事を隠蔽しないことが、この利己性を相対化するひとつの

道筋として考えられる。なぜなら欲求を生じさせる私たちの存在自体が

元来ほかの生命や環境の全体にもとづけられているのであり、自分の生

命の条件と限界とを自覚することは、環境が閉じられた有限なものであ

ることの自覚以上に、自らの欲求を他の生との関係の中に位置づけなお

す自覚につながると考えられるからである。 

 
                                                           
1 この時代にはピンチョの「保全」に対して、ジョン・ミューアに代表

される自然そのままの「保存」が唱えられていたが、その主張は「保

全」の功利主義的で森林生態に関する科学的な背景に対して、ロマン

主義的な感性的主張しか持ち合わせないという理論上の弱さがあった。

しかし「保存」が人間抜きの、それ以上の価値を念頭に置いたのに対

して「保全」には人間の、しかも経済上の価値を基準にしており、ま

た人間に利益が認められなければ「保全」行為も切り捨てられてしま

うところに、「保全」の実際上の限界が暴露された。 
2 Norton, B.G. Sustainability: a philosophy of adaptive ecosystem 

management, Chicago, University of Chicago Press, 2005. 
3 Nozick, R.  The Nature of Rationality,  Princeton U.P., c1993. 
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4 Stone, Christopher D. Earth and Other Ethics : the case for moral 

pluralism, Harper & Row, c1987. 
5 Nash,R.F. The Rights of Nature :a history of environmental ethics, 

University of Wisconsin Press, 1989.  岡崎洋監修 松野弘訳 『自

然の権利 環境倫理の文明史』TBS ブリタニカ １９９３。 
6 Leopold, Aldo. A Sand County almanac, and Sketches Here and There, 

New York, Oxford U.P.,c1949. 新島義昭訳 『野生のうたが聞こえる』

講談社 c1997、2008 第４刷。 
7 Callicott, J.B. In Defense of the Land Ethic : essays in environmental 

philosophy, Albany, N.Y., State University of New York Press, c1989. 
8 保全思想は確かに自然を人間の必要を満たす形で整えようとするもの

だったが、それも結局は人間の意向そぐわなければかえって自然破壊

をまねくことを見たのがミューアやレオポルドであった。 
9 Naess, Arne.Ecology, Community, and Lifestyle : outline of an ecosophy, 

translated and revised by David Rothenberg, Cambridge, Cambridge 
U.P., 1989, p.55. 斎藤直輔 開龍美訳 『ディープエコロジーとは何か

―エコロジー・共同体・ライフスタイル―』 文化書房博文社 c1997 
1998 第 2 刷 90 頁。 

10 Naess, Arne. Deep Ecology of Wisdom : explorations in unities of 
nature and cultures, The selected works of Arne Naess, Dordrecht, 
Springer, c2005, p.517. 

11 この自己の拡大は自己と環境との一体化でもあり、それは「一体化が

強烈な共感あるいは感情移入を引き起こす状況」をきっかけとして生

じるという。ネスはこの具体例としての自己体験を語り、自分がかな

り以前に化学溶液の劇的反応を顕微鏡で観察している時、その溶液の

中にたまたま飛び込んでしまった一匹のノミが壮絶にのたうち回るの

を見て、「別の存在としてノミの苦痛を共有したのではなく、これは自

己との一体化の過程であった。つまり私は「ノミの中に自分を見たの

である。」と述べている(ibid.p.517.)。ノミは私とは似ても似つかない、

どうでもよい存在であったはずなのに、その壮絶な苦しみという自分

以上の内面のすさまじさをノミが露呈させた意外性が、環境は他者で

はなくまさに自分であるという自覚をもたらしたと考えられる。 
12 Naess. Ecology, Community, and Lifestyle, p.60.『ディープエコロジー

とは何か』98 頁。 
13 Ibid. pp60-61. 『ディープエコロジーとは何か』99 頁 
14 ネスはフェヒナーが世界を昼の視線と夜の視線とに区分して、自然科

学的な事実として世界を見る夜の視線を、実在のひとつの相を見るに

過ぎないと考えたことに着目している。近代において私たちは自然科

学的な機械運動として世界を見て、生命現象や感性的な事柄をその派

生的事実と見なしている。つまり死んだものによって生きたものを説
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明しようとしている。だが逆にフェヒナーにとって実在とは、まずは

昼の視線の下に照らし出された生きたものにほかならず、そこで事実

は価値から分離されておらず、物質の方が全体としての生命から抽象

された概念なのである。ここで私たちは、どちらの相が実在であるか

の証明はできないことに気をつける必要がある。そしてネスの主張す

る環境との「一体化」（identification: Naess. Ecology, Community, and 
Lifestyle, p.172.）とは、私たちがこの昼の視線に戻ることにほかなら

ず、反対に夜の視線が環境を手段化、物化、客体化し、人間を物質的

な欲求主体にしたと見なされる。人間の自己実現が環境自身の実現に

一致することも、この昼の視線への回帰とともにあると考えられる。 
15 Naess. Ecology, Community, and Lifestyle, p.51.『ディープエコロ

ジーとは何か』83 頁。 
16 Naess. Deep Ecology of Wisdom, p.527. 
17 もちろん、この「いやいやながら」が道徳的行為に不可欠なものであ

るというカントの主張は重要である。だが同時に彼は積極的な美をも

たらす道徳性についても別に考察し、それにも一定の評価を与えるこ

とは周知である。ネスはカントにおける、その次元での道徳性に注目

するのである。 
18 Naess. Deep Ecology of Wisdom, p.516. 
19 ネスは、フロムにおける母親の子に対する愛を、私たちの環境との一

体化における自己愛と同質のものとして理解する。この母親の愛が無

償の愛であり、子どもと自分との区別を絶している上に成り立つとフ

ロムは考えるからである。しかし理性的な美しさの行動としての利他

主義がこれで説明できるかには問題がある。子どもへの執着、親の自

己満足という意味での、自己愛を投影させた他者への偏愛になってい

ないかがそこで問われる必要があるからである。これと同じ意味で、

環境の美しさにもとづいた行動は、それが過激化した環境保護に陥ら

ない限り、この意味での偏愛、自己執着を脱していなければならない。 
20 Schumacher E.F. A Guide for the Perplexed, New York, Harper & Row, 

c1977, p.57. 
21 Ibid.p.48. 
22 Ibid.p.57. 
23 Ibid.p.21. 
24 この「急き立て」は、ハイデガーが技術の本質として見なした “Gestell”

と同じ性質として考えられる。たとえば加藤尚武はこれに「徴発性」と

いう特徴的な訳語をあて、「近代技術社会は徴発性というお化けに取り

つかれ、引き回されている。」と言う。（加藤尚武『技術と人間の倫理』

NHK 出版 1996 p.170.）。価値の単一化、人間存在の単一化の上に、ほ

かの事柄を切り捨ててひとつの目的へと集約させて生産活動を展開する

近代的な技術の性質は、ハイデガーも芸術との対置において着目すると
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ころであった。 

25 Schumacher. Small is Beautiful. economics as if people mattered, London, 
Blond ＆ Briggs, c1973, p.46．小島慶三 酒井懋訳『スモール イズ ビ

ューティフル 人間中心の経済学』講談社 c1986 2008 第 36 刷 58 頁。 
26 これはすべての労働人口に対する、第一次的生産に従事する人間の割

合ではなく、すべての産業への従事者数×労働時間に対する、第一次

的生産への従事者×労働時間の比率である。 
27 Ibid., pp.159-60.『スモール イズ ビューティフル』200 頁。 
28 たとえば「こうして、家をもちたがっている学究は、現在支払ってい

る家賃の一年分にも満たない費用で、一生涯暮らせる家を入手できる

ことがわかった」とソローは述べている。H.D.ソロー 飯田実訳『森

の生活  ウォールデン』 岩波書店 c1995 2008 第 21 刷 92 頁。 
29 Schumacher, A Guide for the Perplexed, p.70. 
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