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 エコ・フィロソフィは課題発見型の哲学である。あらかじめ課題の全貌が見えているわけではなく、

新たに出現する課題にも敏感に対応し、そこに選択肢を設定していくような探求領域である。たとえ

ば津波や原発の被害が出現したとき、膨大な課題が出現するが、何を哲学として問い、何を課題設定

するかはあらかじめ決まっているのではない。しかもこの探求プログラムには、中心的な教義がある

というわけではない。コアになるような基本的な学説があるわけではない。ニュートン・プログラム

には、力学三法則というコアユニットがあり、カオス力学プログラムには、初期条件の微細な差異の

決定的な関与とパイコネ変換と非整数次元のような核となるユニットがある。エコ・フィロソフィの

周辺領域には、膨大な個別の学説はすでに存在している。持続可能な環境を考えようとすれば、生態

学や環境経済学は参照しなければならない。場合によれば生態進化学まで動員することになる。付帯

的に修得しておかなければならない基礎的な知識はある。熱力学第二法則(エントロピーの法則)やシ

ステム科学の 新の知見のようなものは、個々の場面での発想を規定していくので、修得しておいた

方がよい。ただしこれらに基づいて、そこから探求が進められるわけではない。 

持続可能なエネルギーネットワークを構想しようとすれば、コスト面から見たベストミックスを算

定して組み立てるだけでは足りていない。算定したベストミックスが、10 年後、20 年後もベストで

ある保証はどこにもないからである。またどのような場面でも生活感情というものは、それぞれの人

たちにとって必ず付きまとってしまう。ここには自然への感じ取りのような個々人にとって大きな差

異のある「自然感情」まで含まれてしまう。「夕焼け小焼けの赤トンボ」に郷愁を感じ取るものもい

れば、そうしたものにはまったく関心のないものまで大きな隔たりがある。 

個々の場面での課題が明確になれば、ほとんどは科学技術によって対応できる課題であり、場合に

よっては精神医学やコンサルティングが要求される課題である。ホタルの生息する環境を再生させよ

うとすれば、水流を改善し、農薬を選択することが必要となる。それらは課題に応じて決まっていく

技術的な手続きである。そうした局面でも個々の場面での課題解決だけではなく、より本質的な課題

が何であり、それに対してどのようなデザインが必要とされるかを構想するような課題発見のプロセ

スが存在するに違いない。そうしたプロセスを進む探求領域があることになる。そしてそれこそエコ・

フィロソフィの課題である。 

 エコ・フィロソフィを「探求プログラム」だと考えたとき、中心となるコアの科学法則や概念が存
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在しないのであれば、そこには依拠すべき定型化された手続きが存在しないことになる。ある手続き

を行えば、どの程度の成果がでるかをあらかじめ見通せるわけではない。にもかかわらず有効な設定

とそうでないものは区別できる。コアとなる基本的な手続きのユニットが存在しないような探求プロ

グラムは、基本法則のもとに成果を積み上げていくかたちにはならない。むしろ四方・八方に広がる

課題のネットワークとして、さらに課題発見をつうじて同心円的に広がるネットワークが形成、拡張

されていくだけである。この同心円的に広がる課題のネットワークが有効に拡張できているかどうか

で、プログラムの前進/停滞が判別される。この部分が個々のオペレーションが有効かどうかを判別す

る基準となる。そこには大別して、既存の議論からさまざまな知見を取り出し、エコ・フィロソフィ

の輪郭を形作るようなエコ・フレーム(主として第１ユニット)、未来の環境設定に向けたさまざまな

構想を立ち上げていくエコ・デザイン(主として第 3 ユニット)、さらには多様に分岐しながらさまざ

まな課題の局面を取り出していくエコ・スペクトラム(主として第 2、3 ユニット)がある。 

 

 

１、エコ・フレーム――理念的プログラム 

 文獻をつうじて過去の構想のなかに各種自然観を探るさいに、どのようなものでも探求対象となる

わけではない。そのさいの選択基準には、ある種の理念がたとえ曖昧なものであっても関与している。

たとえば「持続可能性」とか「共生」とか「調和」というような理念である。こうした理念に適合的

な対象が選ばれ、多くの場合その理念を支える細かな構想や具体的課題を読み取っていくのである。

しばしば過去の文獻にすでに「持続可能性」が語られており、そうした構造を述べていた論者を賞賛

を込めて取り上げることになる。理念適合的に対象を選び、そこに理念の具体的なかたちを見出して

いく。これは文獻解釈学で普通に起きる解釈学的循環である。こうした循環が起きることがあらかじ

め見えているために、通常の文獻選択ではしばしば「見えるものを見ているだけ」ということに留ま

ることが多い。 

 柳田國男という民俗学者がいる。通常は、持続可能性や共生の文脈ではまず取り上げられることは

ない。日本各地の民話や伝承を聞き取り、これでもかというほど記述している。柳田國男には、持続

可能性というような発想はなく、自然との調和というような発想もない。むしろ農務省 初の高等文

官として、農業生産をどのように向上させるかがつねに柳田の課題になっており、そのための講演を

日本各地で行っている。講演に出かけるたびに、その近辺を歩き、多くの聞き取りを行っている。そ

こに描かれるのは、当時の日本でもすでに失われつつあった人々の日常生活感である。ある種の生活

感のイメージが柳田にはあり、それが人間の生活の基本形に合致している。そのことが「常民」と呼

ばれ、原生活者のようなイメージを形作っている。 

農業振興政策は、生産性を上げるという目標へと向かうものである。柳田の記述には生産性の向上

と都市化にともなう農業従事者の生活の変貌が繰り返し語られている。たとえば商品作物を作り、商

業地に出荷する。その後生産者が、市場で販売される商品のかたちで高価なものを買い入れるように
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なる。そして文面から見る限り、そうした動向を一面ではやむないことだと見ながら、自分で作った

ものを活用して自分で消費するという選択肢もあるはずだという含みが語られることになる。いわゆ

る地産地消である。 

こうした柳田の含みのある記述は、生活者の持続的な生活感情と産業化による否応ない変貌を合わ

せ描く手法だと読むこともできれば、現代の地産地消につながるような選択肢の提示だと読むことも

できる。その意味で柳田の記述は、何らかの理念適合的に描かれたものではない。現実のなかで、原

生活者のイメージを持ちながらなお変貌していく現実と、そのさいのそのつど新たに出現してくる選

択肢をさりげなく組み込むような記述だともいえる。つまりどのような理念適合型の読みであれ、理

念だけの主張であれば、それは立場の主張であり、観点の提示に留まってしまう。そしてそのように

現実が動くことはないのも歴史の事実である。解釈学が有効に機能するのは、見えるものを見たり、

読めるものを読み取る場面ではない。むしろ読みとろうとしているものとは異なるものへと意識する

ことなく踏み込んでしまう経験の動きを見出したり、読みの予期にないものを新たな文脈に触れるよ

うに見出す場合である。そこから人間生活の固有性を際立たせていくようになる。知覚や解釈が理論

負荷的であり、理念負荷的であることは避けようがない。ただし読む込むことのできるものは、知覚

や解釈で想定されている行為可能性にも依存している。知覚の理論依存性ではなく、行為可能性依存

のもとで、行為の選択を広げていくように読むことができる。こうした読みが必要になってくるよう

に思われる。 

 柳田國男の 初期の民俗学記述に、熊本の熊追いの伝統的な手法についての報告がある。これを「後

狩詞記」として、自費出版で公刊している。柳田のなかにファンタジーともロマンティシズムとも呼

べるものがあり、それは狩猟民的な生活形態や児童の世界に見られるような、日常では忘れてしまっ

ているような事象についての感度に支えられている。そうしたものにどこかで柳田は敏感に反応して

しまうのである。この敏感に触れたものを直接描くのではなく、むしろそれが記述の全域に浸透して

いくように作品は描かれていく。この部分が、各人の生活感情につながる。こうした感度をそのつど

思い起こすように柳田は、延々と描き続けている。それが「原生活感」となっている。もちろんある

歴史的な時期のローカルな生活感情であるが、柳田自身はそこにイメージの基本形を見出すように描

いている。これが柳田のファンタジーの内実である。 

 『山の人』では、なんらかの理由で山にこもって暮らすようになった人たちや季節ごとに山を移動

しながら暮らしているサンカの人たちについての記述が見られる。農耕生活とは異なる生活形態であ

り、実際に狩猟・遊牧的な生活をしているものたちである。こうした記述は、直接持続可能性や自然

との共生を主張するものではないが、それらの理念につながりうる経験の回路をどこで見出していく

かにかかわるような経験の層を取り出していることになる。それが生活感と呼ぶものである。文献の

読みはこうした間接性が必要となり、持続可能性や共生の理念がそれとして取り出されるような文獻

の選択では、およそ足りていないことになる。 

 半自然、半人工の森林は、里山と呼ばれる。里山は、里の近くにある森で、灌木や薪用の枝を切り
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取って利用することで、森そのものも荒れることなく整備され、また人間の生活環境にさまざまな手

立てをあたえている。森林と人間生活の共存の典型例だとされて、SATOYAMA という語そのものも

英語になっている。日本の生活環境には、半自然、半人工で形成されている事象が実は多くある。た

とえば神社である。神社は、玉砂利や枯山水から成る寺院とは異なり、自然環境を可能な限り残しな

がら、なおそれを文化的形成物として活用するのである。寺院には仏像があり、壁は多くの絵具、道

具で彩られている。お寺をあの世との通路だとすれば、通路には多くの儀礼と道具が必要となる。こ

れに対して神社にはほとんど何もない。人為的装飾で飾り立てないことが神社の特質である。こうし

た神社のようなものを、「人工的里山」と呼ぶことにしたい。全国に約 8 万の神社がある。 

人工的里山は、里山という実在物をさらに拡張していくためのキータームであり、こうした設定を

おこなうことで、自然や環境への感度を変え、人間と自然の共存のモードをより広く多様に取り出し

ていく作業の手掛かりとなる。つまり里山という語を拡張していくことで、新たな課題設定をしてい

ることになる。神社を生活圏のなかの半自然、半人工の制作物だと見ていくと、この制作にはいくつ

もの特徴があることがわかる。それは多くの場合、神社の立地点にかかわっている。神道には明確な

教義があるわけではない。儀式も行われるが、神道式の婚姻の義など、三々九度のような手順はある

ようだが内容はよく分からない。神社の多くは、教義から作られたり、教義に照らして作られている

のではなさそうである。その場合には、現に制作されている神社についてのフィールドワークが必要

となる。 

 神社には、場所そのものの喚起力を生かした立地が選定されているものが多い。小高い山の裾野や

中腹を選定して、地形そのものを利用して設定されている。その場所に立つと、その場だけが不連続

になっているような場所がある。おそらく農作業後の集会所であったり、祭りの行われるような不連

続になるような場所がある。多くの場合、囲いを造って敷地を確定したりはしない。出入りは比較的

自由なのだが、場所そのものの特性から固有の領域が形成されている。小高い山の上にある場合には、

山の上を比較的広めに平らにして、そこに神社が設定されるので、当初より固有領域化している。神

社とは、こうしたおのずと固有化する領域にいわば象徴のように設置された建造物である。 

 諏訪一宮という崩れかかった神社がある。宮司も住み、現在でも活用されている。諏訪湖から 5 キ

ロほど隔たった小高い山の麓にある。境内を歩くと、ぞくぞくするような霊感がある。この霊感の正

体はよく分からない。そもそも空気が異なる。いくぶんか湿ってひんやりしている。地形的にそうい

う地域がある。そこに平屋の長い回廊のある建物がある。周囲は杉の木が枝を刈り取られて育ってい

る。おそらく真夏でもひんやりした空気が流れている。 

これに対して諏訪大社という諏訪湖のほとりにある神社は、立派過ぎるほどの建物で、テレビでも

よく放映されている。むしろテレビ放映用に押し出しよく作られている印象がある。神社の柱を代え

るさいには、杉の巨木を山の中腹から湖まで落とす行事が行われ、多くの観光客で賑わっている。そ

のため諏訪大社は観光地の目玉の一つであり、それはそれで神社の活用の仕方でもある。しかし一宮

と呼ばれるものは、由来も現在の機能も観光地の目玉として作られたものではない。諏訪一宮も訪問
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客は多いが、観光地ではない。集会場であったり、旅人が雨露を避けて休息を取り、お礼に賽銭箱に

いくばくかのお金を投げ入れて去って行ったような場所なのであろう。その意味では各地のランド

マークであり、歴史的には多目的型の施設であり、気持ちを切り替えたり、作業に一区切りを付けた

り、地域の人たちとの交流の場所であり、子供たちがかくれんぼをして遊ぶ場所であったと思われる。 

 私のうちの近くには、「高徳神社」というのがあり、現在では二つの大きな幹線道路の四つ角の一

つになってしまっているが、それはその神社の前面と側面に大きな道路を設置したためである。その

ためこの神社には、参道と呼べるほどのものがなくなってしまった。遠目から見るとこんもりとした

森のようにしか見えない。交通の要所に位置するが、神社にふさわしい、何にも使われていない「無

作為の広さ」が失われている。この何にも使われていない無作為の場所に、夏祭りでは夜店が並び、

時としては朝の野菜市が立つこともある。参道は通常の散歩道ではない。どこかに向かっているが、

到達した先にあるのは古びて朽ち落ちそうな祠であったりする。そこを目指して歩くというよりも、

広さや無作為さを楽しむための歩道なのである。参道を走る車もなければ、自転車もない。参道は歩

行専用の道路であり、それは神社へと通じる通路というよりも、なだらかに広がった神社そのものの

一部である。「目的へ」という事態を括弧入れして歩くことは、散歩以外ではほとんどなくなってし

まった。参道はむしろ目的への到達が副産物として成立するような歩き方であり、作為のなさがそれ

として行為として成立する経験の場所を再度確認するような歩行である。言ってみれば、文化が積み

あがるたびに見えなくなってしまう生活の層を拡大鏡にかけるようにして一時的に回復する装置だ

と言ってもよい。これは身体を含めた思い起こすことのできない記憶を再度想起させるような仕組み

でもある。 

高徳神社、境内、坂戸市 

 

こうしてみると神社の立地する場所には、なんらかの生活上の理由があり、神社を取り巻く環境の

形成にかかわっているようなフィールドワークを行うことができるはずである。神社の建物だけでは

なく、また神道上の教義との関係だけではなく、環境を領域化し、区分をあたえて位相化するような
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仕組みとしての神社を分析していくのである。こうしたことが課題発見型のテーマとなる。 

 たとえば幹線道路の一定区間の定点に、かつて小さな祠や道祖神や鳥居があった。これは旅に区切

りをあたえるもので、休息の場所になったり、情報交換の場所になったり、交易の場所になったりし

た。あるいは大きな岩の下には小さな鳥居と祠が置かれていることがある。岩は大地の恵みの一つで

ある。聳え立つ岩には独特の情感がある。その恵みに記された記号が祠でもある。特異な形態の岩の

あるところは、多くの場合霊感をあたえ霊場の一部となる。人工的に岩を造ることは容易ではない。

数十万年の時を通じて出現した岩をそのままのかたちで人工的に作ることは無理でもある。南阿蘇の

高森殿の岩はアーチ状になり、空洞を空気が通り抜けている。通り抜ける空気には香りがある。和歌

山新宮の神倉神社はおそらく火成岩の巨岩を中心にして作られたものである。頂上近くにある巨大な

岩は、それに釣り合うほどの施設を必要とする。それが神社である。熊野三山は、いくつもの古書か

ら、この岩を中心とした「神倉神社」に始まり、その後場所を隔てて、「熊野速玉神社」が出現し、そ

こから那智熊野大社、熊野本宮が作られることになったというプロセスらしい。この岩に熊野の 初

の神が出現したのである。現在でも、神倉神社の鳥居案内には、由来と称して以下の記述がある。「熊

野権現として有名な熊野速玉大社の摂社である。熊野三山(速玉・那智・本宮)の主神降臨の霊地熊野

信仰の根本とも申すべき霊所である。」 

小高い山を霊場として、そのまま参道とすることがある。伏見神社は、鮮やかな朱色の鳥居を反復

的に配置して、場所の喚起力を際立たせている。ひとつ鳥居をくぐれば、次の鳥居が待ち構えている。

その手前に留まれば、ついに門のなかに入ることはできない。この仕組みはカフカが何度か作品に活

用している「掟の門」である。反復は内奥という情感を出現させる。遠景から見ると、鳥居の曲がり

くねった朱列である。朱の鳥居列は、なだらかな登り道に一定の区間で区切りを入れていくことであ

り、この区切りの反復をつうじて場所の喚起力を高めることである。 

新宮、神倉神社 
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和辻哲郎の『古寺巡礼』は、基本的には奈良の古寺をおとずれたさいの紀行文であり、旅行記であ

る。旅行記としてはとてもうまく書けている。第二次世界大戦の末期に書かれたもので、日本文化を

由来から読み解くような作業である。ただし仏教系の寺院は、多くの意匠と工夫の積み上げであり、

どんどんと繊細になるように形成されていくことがわかる。それを文献を細かく読むように和辻は読

み解くのである。だが神社はむしろ蓄積せず、技巧化しないことで成立している。 

 こうしたフィールドワークは、まだまだ多くの領域で行うことができるに違いない。 

 

 

２、エコ・デザイン――アイディアのプログラム 

 デザインは未来の構想にかかわっている。環境のなかにどのような要素を盛り込むかを、いくつも

の同時代の構想やアイディアから取り出して、設定していくのである。駅前の階段では、機械的に同

じ高さと幅の階段が並んでいる。エスカレーターが端に付いていることもあれば、車椅子用の通路が

付いているところもある。ところで幾何学的に規格化され、均質に作られた階段は健康にとって良い

ものなのだろうか。カオス力学によれば、血流の流れであっても、非規則的、非周期的に流れの速さ

や強さは変動している。そうでなければ突然路地から飛び出してきた自転車をとっさに避けることも

難しくなる。血流の速度が一定に近づき振れ幅がなくなるのは、むしろ認知症系の患者のようである。

健康とは、一定の複雑さを維持することである。そうだとすると幾何学的に規格化された階段だけが

良い環境になるわけではない。階段の横面積の 3 割程度は、一定の複雑さをもたらすようなものにし

た方が良いと考えられる。環境デザインは、現状の環境設定に対して、新たな選択肢を提示すること

を通じて、一方では未来設計の振れ幅を拡張し、他方では人間の能力の拡張の仕方や健康維持・増進

のためのさまざまな選択肢を提示していくものである。 

 環境というとき、ただちに想起されるイメージがある。ホタルの飛び交う清流や赤とんぼの行き交

う田園のようなものである。ただしこれらはある時期のある環境下で起きていたことであり、歴史的

な時代環境という側面がある。この場合にはノスタルジーとともに、ある時代を遡行的に回復するこ

とが目指されていることになる。生物多様性で見れば、近代文明とはより均質化するプロセスのこと

だから、そのプロセスを逆回しにすれば、より非均質化した環境が回復される、という思いにも一定

の理がある。その場合でもどこまで遡行させるのかは、各人それぞれであろう。江戸時代のように江

戸の商業地、武家屋敷の糞尿を上州まで運び、循環型の生産系まで遡行するのか、明治、大正ぐらい

までの田園風景まで遡行するのかは意見が分かれる。そのときおのずと価値基準が見込まれており、

価値基準に応じて遡行するイメージが捉えられているのである。 

 構想される環境は、未来の構想であるので、精一杯多くの事柄を盛り込んだ方が良い。環境内で安

らぎを得たり、快を感じたりということはありうることであり、もちろんそれは小さなことではない。

だがより大きな価値基準のもとで、環境の設計をすることが必要である。いくつか挙げてみる。たと

えば「健康を維持する」とか「健康を増進する」とか、さらには「能力そのものを形成する」という
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ようなところまで基準を広げてしまえば、多くの工夫を込めた環境設計が必要となる。この課題に敢

然と挑戦したのが、アーティストの荒川修作＋マドリン・ギンズである。多くの哲学思想や認知科学

の成果や事実を活用して、新たな建築の設定を開始した。 

 その骨子となるのは、(１)意識がそれとして成立しているさいには、すでに焦点化が起きており、

これは意識の作動にとってすでに選択肢を少なくし過ぎている。注意が焦点化された状態の働きに

なってしまえば、いわば意識は「知ること」に特化されて作動していることになる。そのため環境内

に注意の分散を引き起こすような装置を設置して、意識の分散を作り出して、そこから再度意識の働

きの拡張をもたらすように構想する。こうしたプロセスにふさわしい環境を設定し、そこに数時間滞

在すれば、そこには経験の新たな局面を作り出すことができる。（2）そのさい意識が単独で働くこと

はほとんど稀であり、身体動作とともにある。するとこの環境は、身体動作に働きかけるような性質

を備えており、通常の身体動作でほとんど活用されなくなった動作をおのずと実行させるようなもの

となる。その場合に多用されるのは斜面であり、球形である。幾何学的な面の発明は、容易に面積を

決めることができるという要請から生じているように思える。平らな面の形成は、二つの物体を擦り

合わせることで生じる。それらがぴったりと寄り添えば、擦り合わせた二つの面は均質になっている。

ところがそれらの二つの面が曲面で同じ曲率であれば、ぴったりと寄り添う。寄り添うから平らにな

るわけではない。そこで第三の面を用意して、第三の面と二つの面を相互に擦り合わせていくのであ

る。こうして面の理念がなくても、平らを実現することができる。三面で相互に寄り添うようにすれ

ば、ほとんどの場合平面が誕生する。面の特性は、均質性であり、どの地点でも同じ物理的効果があ

ることである。つまり平らな面では、どこに足を下ろそうと、同じ効果が出現するのである。ところ

がこうした面に適応してしまえば、足の裏の触覚性感覚はもはや細かくなることはなく、触覚性の刺

激は単性になる。体性感覚は慣れに応じて、ほとんど反応しなくなる。そのため身体に働きかけるさ

まざまな環境の装置が必要となる。そのことを生活環境から作り出してみることができる。（3）その

ときいくつかの基本的能力の設定が必要となる。たとえばまなざす場面での、位置を指定する行為が

それである。荒川修作は、それを「ランディング・サイト」だと呼んだ。位置を指定する行為は、世

界と自分とのかかわりの組織化の蝶番のようなものであり、想起においても位置指定は働いている。

また身体行為による境界を区切る行為も基本的なものである。境界を区切ることをつうじて、そのつ

ど現実性を出現させる。そのことが「バイオスクリーヴ」だと呼ばれた。区切ることで、そのつど自

己を形成し、区切ることで世界に現実性を出現させる。こうした哲学的原理を副産物として取り出し

ながら、現実の環境設定を行うのである。それが「天命反転」と形容されたもろもろの施設である。 

岡山と鳥取の県境にある奈義の龍安寺では、重力と光を活用しそこにいるだけで重力や光の感じ取

りが変化していくような環境設定が行われている。円形の斜面のなかに立つ場合にも、立つことから

開始しなければならない。こんなところから感覚を再形成させるのだから、天命反転と呼ぶことにも

十分な理由がある。この巨大なシリンダーのなかには、京都の龍安寺の建物の一部が写し取られてお

り、面と円形の射影が実行されていて、アートとしてもうまく作られている。岐阜の養老天命反転地
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は、巨大な擂鉢が掘られて、その内部に多くの施設が組み込まれている。このテーマパークを上空か

ら撮影すると、茶色に塗られた施設の連なりが、日本列島のかたちとなるように設定されている。身

体とともに環境内にいることで、五感の形成から進めていくという環境設定なのである。人間の五感

は、人類史の 大の成果だと述べたのは、初期のマルクスであるが、文明史のなかでその五感さえい

まだ十分に形成されてはおらず、人間はみずからの可能性の 2、3％しか活用できていない、という基

本的な了解が荒川修作にはある。 

バイオスクリーヴ・ハウス 

 

 これはニューヨーク州イースト・ハンプトンにあるバイオスクリーブ・ハウスである。類似したも

のは、三鷹市に「天命反転住宅・ミタカロフト」として設定されている。 

 環境関連のデザインでは、エネルギー問題がもっとも緊要である。将来の水素エネルギー関連の技

術がどの程度進捗するかは、明確な見通しがあるわけではないが、にもかかわらず新たな技術が出現

するたびに 適状態が決まってくる。するとベスト・ミックスをどのように確定するかが問題なので

はなく、ベター・ミックスズの間での無理のない移り行きをどのように構想をしておくかである。地

熱は、気候条件に左右されないエネルギー源である。潜在的地熱エネルギー量としては、日本はアメ

リカ、インドネシアに続く世界第三位の埋蔵量がある。少し深く地面を掘り下げれば、全土で温泉が

湧くのだから、多くの箇所で地熱発電ができるはずである。活用していないエネルギー源が多すぎる

というのも事実である。電力会社が、アメリカのように 500 近く存在する行政手法に比べて、大手 10

社というように寡占化が進み過ぎていて、エネルギー供給については、内部に選択肢が少なすぎる。

どのような構想であれ、「プロセスの選択肢の増大が次の選択肢の増大の開始条件となり、それによっ

て接続するようなプロセスの継起的連鎖」がある。そうしたプロセスの連鎖を基本モデルとして、エ

ネルギー供給の仕組みを考えることができる。 
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３、エコ・スペクトラム――分岐するログラム 

環境関連課題には、多くの側面がある。そして時代に応じて、新たな課題が見えるようになったり、

課題だと考えていたものが実は別の問題だったということがわかるような場面である。たとえば生活

環境、エコロジー、緑と水というような問題に対して、どのような心理的動向が見られるかを、社会

統計的に分析するような課題もある。いわゆる社会心理分析である。東日本大震災後に、仮設住宅に

移り住んだ人たちは、2014 年 7 月段階でいまだ 10 万人を超えている。3 年をメドに仮設住宅に移り

住んだはずなのに、それでもなお次の生活の予期さえ成立しない。3 年の年月は、誰にとっても長い。

しかも明確な将来見込みがあるのでもない。その生活がいつまで続くのかも分からない。当初の希望

は捨て、海岸沿いの自宅に帰るということもままならず、なおそれでも待つしかない。こうした微妙

な心理を統計的に採るためには、かなり工夫が必要である。福島県民の間でも、違和感が出現してい

る。通常の労働で日常生活を送っている人から見れば、午後からパチンコ屋に行き、夕方から飲み屋

に直行する避難民の一部の人たちの生活は理解しやすいものではない。避難民の人たちにとっても、

その周囲の人たちにとっても、いくぶんか気持ちのほぐれるような質問項目を設定することはできる

に違いない。そうした事柄が、社会心理的な分析の新たな課題となるはずである。 

 環境関連事案で新たに出現してくる課題も多い。たとえば「環境金融」という語がある。日本には

いまだごく少数の専門家がいるだけである。たとえばある企業が風力発電施設を設置した場合、気候

次第では想定した電力量以上に発電する月もあれば、ほとんど発電量のない月もある。こうしたとき

企業としては、リスクヘッジしておかなければならない。そのための保険商品は、新たに開発してい

かなければならない。環境関連の法が新たに施行されれば、それに合わせて金融商品の開発や保険商

品の開発が行われなければならない。こうした場面に出現するのが、「環境金融」である。こうした

金融商品は、経済の新たなモデルの提示となることもあれば、環境関連の対策を無理なく進めるため

の新たな道具立てを提供することもある。またそうした作業をつうじて、環境の新たな見え方が出現

することもある。たとえば公海上でのタンカーの座礁のさいの海の汚染の除去は、どのようにリスク

ヘッジができるのだろう。こうした問題は、実はいまだに明確なプログラムが存在しない。公海上の

事故であれば、そもそも損害を受けた被害者を特定することが難しい。そのため損害賠償を明確に定

式化できないのである。 

 たとえば「汚染権」という設定を行ってみる。上流の工業から排水を流すさいに、下流住民になん

らかの生活の制約が出る場合には、排水を垂れ流して紛争になるよりは、汚染権を設定し、この企業

は排水汚染度を減らすコストを取り、そのあまり部分では、河川を汚染する権利を購入して、下流住

民にその分の資金が回るようにすることができる。企業からすれば、十分にコストをかけて新たな設

備を組み込み、汚染物質を取り除くか、汚染物質をある程度残して、汚染権を購入するかが、選択肢

となっている。 

「汚染権」という発想は、二酸化炭素の排出権と並ぶ新たな債権を出現させる。つまりこの債権は
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多くの債権と同様に、取引可能であり、債権量が多くなれば、それ固有に債券取引の市場を形成する

こともできる。環境関連の新たな債権市場が出来あがることになる。市場が形成されれば、取引され

る債権量は、取引が行われるという実際の行為によって金融商品は拡大しており、それをつうじて金

融は新たなオペレーションの場所を設定したことになる。これは新たな債権市場を拓くことである。 

 逆に下流住民に「環境権」があるとする。環境権じたいは、快適な生存を保証するにふさわしい良

好な環境を要求する「生存権」の一つである。上流の企業は、交渉をつうじて環境権を購入し、それ

をもとに、ある濃度の汚染物質の排水を承認してもらうのである。汚染権から組み立てても、住民の

環境権から組み立てても、実は同じ均衡点に到達する。それを「コースの定理」言い、この定理の設

定で、コースはノーベル経済学賞を受賞している。環境金融は、この程度の規則の発見がいまだ斬新

で新鮮な領域である。つまりようやく始まったばかりなのである。公海上の汚染権を設定したとき、

誰から購入し、誰に支払いを行う仕組みなのかが決まらない。ただし公海上のタンカー座礁では、付

近の多くの国の海岸に重油や漂流物が流れ着き、費用負担は間違いなく生じる。 

 生物多様性というテーマを設定してみる。現状の生物界で、生物多様性が損なわれているのかある

いはほどほどに維持されているのか、あるいは歴史上 大数の種が生息しているのかは、データとし

ては決めようがない。地球環境での種の総数という問題は、現在のデータでは決めることができない。

しかし人間の生活環境周辺での種の多様性は、相対的な比較で推し量ることはできる。そして生活環

境の開発がどの程度の種を絶滅させてきているかを推し量ることはできる。そもそも農業のように生

産作物を規格化し、その収量を 大にしようとすれば、その周辺での生物学的多様性は落ちてしまう。

これは必然である。つまり知覚の形成にとってあまりにも均質化した世界があたえられることになる。

その場合には、人工的に田畑の周辺に、多くの種の植物を植えて、再バランス化を図るような企てが

実行されることになる。ドイツのある州では、すでに実行されている。そして花々の名前や実物を見

出すことを生活の幅を広げる機会として活用するような企ても行われている。これは田畑とその周辺

の間での一種のトレードオフである。生物多様性が、人間にとっての生物多様性に過ぎないのではな

いかという思いはある。しかしその範囲でも、生物多様性の維持は、欠くことのできない課題でもあ

る。どこかを均質化すれば、生活圏の移動可能な範囲で、生物多様性に配慮した施設の設定をおこな

うのである。 

 おそらく日本にとっての環境維持にかかわるここ数十年の 大の課題は、農業の再編である。現在

日本全体での耕作放棄地は、茨城県と同程度の面積に及ぶ。水田でコメを造れば、赤字になるという

時代である。生産労働として成立しにくい部分である。そのため株式会社の農業参入を認めたり、地

産地消型の地域経済の形成や、現地での商品化まで進むような現地商品化のような企画はさまざまな

かたちで提案されている。 

 農は、自然に働きかけ、自然の力を引き出し、そのことをつうじて人間の生存の選択性を拡張して

いく営みである。そのなかには農作物を作り、それを市場をつうじて売り、収益を得ていく農業が含

まれる。農業のシステムは、農のシステムの一部に含まれるが、経済的なネットワークに圧倒的に制
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約される以上、農のシステムのなかに含まれながらも、別のシステムにカップリングしたシステムで

ある。農と農業の分離や乖離は、農の可能性を考案し、新たな構想を企画していくためには欠くこと

のできない作業である。農と農業との間に補助線を一本引くだけで、局面が変わってしまうことがあ

る。 

農のシステムは、人間と同じほど古く、人間がそれとして出現していくことと同時に出現したもの

である。人間の場合、食べ物の 8 割は、直接採って食べられるものではない。掘り起したり、栽培し

たり、火をかけたりしなければ食べられないものが多い。新たな食物を見出すたびに、人間は自分の

可能性を拡張してきているが、それが農のシステムの境界であり、食べられるもの/食べられないもの

の区分の境界をつねに変更しながら進んできたシステムである。そして翌年にも食べられるかたちに

システムの持続可能性を考案してきたのが農のシステムである。 

農業は、農を母体としながら、交換経済のなかで支払い/非支払いを境界としながら作動するシステ

ムである。この場合自家消費分は、労力を消費に直接つなぐ行為であり、農の基本的な行為は農業の

財務諸表に乗らない例外となる。実際、自分で作って自分で食べることは、農の基本であり、もっと

も自分で食べたい物を作ればよいのが農の基本であるが、農業では多くの人が食べてくれるものが生

産の基本となる。 

ここにはいくつかの問題がある。農と農業の間には、多くの隙間がある。この隙間はどのように活

用されるのか。あるいは活用可能なものなのか。論理的には多くの可能性が含まれているはずである

が、それがどの程度有効に活用できているのかは確認しておいた方が良い。そこに解決しにくいいく

つかの問題が含まれていることがわかる。どの程度の選択肢がそこにあるのかを考えておくことは重

要である。小さな改善はつねに必要であり、またそうした改善の蓄積しか手掛かりを見いだせないと

いうのが、現在の農である。 

草地は、雑草地とは異なる。芝生に似た緑の草原は、現在ではほとんど見かけなくなってしまった。

草原の維持には、それほど多くの労力がかかるとは思えないが、それじたいで何かに役立っているわ

けではない。牛が歩けば牧草地になり、開墾すれば麦畑となる。休日には散歩の定型コースにもなる。

何かに成りうるがそれじたいでは特定の目的に対応しないような潜在性としての自然は、生活環境と

しても貴重なものである。 

こうして新たに出現する課題に対しては、そのつど課題の内実を明確にし、そこからどのような問

いと課題が出現するのかを明示していくような課題発見型の探求が必要となる。そうした課題に反応

しながら、それに直接応戦するというよりも、むしろそこに新たな選択肢を開き、どのような展開見

込みがあり、解決の仕方があるかを考察するような進み方があるに違いない。それこそエコ・フィロ

ソフィの探求プログラムなのである。 
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What is Eco-philosophy? 

 

KAWAMOTO Hideo 

 

What does eco-philosophy look like as "Program of Inquiry"? If it’s a scientific one, it is 

essential to examine what requirements need to be in place to make it a progressive program. 

However, the environment cannot simply be the objects of cognition by human beings since the 

environment is their habitat. In that sense, eco-philosophy becomes a problem/solution-type 

program. An environment theory must be scientific to a maximum extent as far as the present 

conditions are concerned. Furthermore, it is necessary to get a well-focused perspective on an 

environmental image under the current situation by factoring in change and variation in the 

environment. In addition, questions also arise as to how to design the environment, which includes 

myriad challenges to be addressed. This is because it is necessary to set up the most effective 

environment for human beings, particularly for the formation of the ability of human beings. On 

top of that, another question emerges: how to handle events to make the environmental 

characteristic problems coming up to the surface in various phases. Another problem area is that 

almost no experts have been available in Japan as seen in environmental finance. It is eco-

philosophy to grapple with these problems as the whole and it is a problem/solution-type program 

in itself. 

 

Keywords：eco-framework, ecodesign, eco-spectrum, problem/solution-type program 

  



東洋大学「エコ・フィロソフィ」研究 Vol.9 

24 

 


