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エコロジー教育における哲学の役割 

－「エコ・フィロソフィ入門」の取り組み－ 

 

岩崎 大（TIEPh） 

 

 

 

 

 

 エコロジー教育の目的は、環境問題に携わる職務に就く者を育成するのみならず、教育を受けた全

ての者が、日常の生活や業務において、エコロジーを意識した行動をとり、その行動が周囲の者や社

会へと波及していくことで、実効性のある環境問題対策となることにある。しかしながら、環境問題

の現実とそれへの既存の取り組みについての知識を与え、それを学生が正しく習得したとしても、エ

コロジー教育の目的は達成したとはいえない。環境問題は現実問題であり、問題への現実的取り組み

が求められている以上、知識の獲得は目的ではなく手段にすぎない。無論、現実認識は行為を導く基

礎であるため、知識の習得は必要条件であるが、問題は、知識の獲得と現実の行為との間の結びつき

であり、現代の学生の言動にふれていると、彼らが知識と行為を結びつけ、この隔たりを埋める能力

をもてずにいるという印象をもたざるをえない。この隔たりは同時に、学ぶことの意義を見失わせる

ものでもある。 

ただ知識を与えるのみでは、行為を導くに至らないという事実は、環境問題において顕著であると

ともに、ここに問題の核心があるとさえいえる。たとえば東洋大学白山キャンパスのエレベーターに

は、エレベーター使用を控え、階段利用を促進するためのポスターが貼られている。そこには「「2UP 

3DOWN」歩こう運動実施中」という標語とともに、階段利用による省エネ効果についての説明が付

記されている。学生にこのポスターの存在を知っているか聞いてみると、認知度は半数にも満たな

かった。さらに認知している者のなかでこの標語を遵守しているかを聞いてみると、5%にも満たな

い。つまりこのポスターを見る可能性があった約 200 名の学生のなかで、遵守している学生は 5 名

もいないのである。だがこのポスターに書かれていることが誤りでなく正しいということは、全ての

学生が納得するはずである。すなわち知識としては、エレベーターよりも階段を利用したほうが環境

問題への取り組みとしてよい選択であるということは、ポスターを見ずとも、学ぶ前から知っている

のである。知っていても行為に反映されない。正論に基づいて協力を促されても遵守されることはな

い。この例は、環境問題が知識を与えること以上に、知識と行為の隔たりを埋める教育を必要として

いることを明らかにしており、それを担うのがエコ・フィロソフィの役割のひとつである。 

知識と行為をつなぐ教育には、いくつかの方法がある。ひとつは新しい知識を与えることで、既存

の知識と現実をつなげる方法である。地球温暖化という事実は、基本的な教育を受けている者であれ
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ば既に知識を有しているが、そのメカニズム（たとえば、なぜ二酸化炭素が増えると温暖化するのか）

や、予測される結果（たとえば気候変動による生態系の変化）について、全員が正しく説明できるわ

けではない。「二酸化炭素を大量に排出すると地球が温暖化し、海面が上昇する」、「エネルギーを過

剰に利用するとやがて資源が枯渇する」、このような知識は、誤りとはいえないが、個人の行動を導

くうえでは、あまりにも大規模であり漠然としている。漠然とした知識を明確なかたちで肉付けし、

さらに世界規模の現象と個人の行為のつながりを整理することで、知識と行為が結びつく。一般的な

エコロジー教育は、こうした内実のある知識を、詳細かつ広範に獲得させることを意図している。そ

して環境問題が現実問題である以上、知識の領域は自然科学におさまらず、学際性を要する。哲学や

思想も、そのなかに含まれることになるが、環境問題における人文系科目は、必要性を指摘されなが

らも、重要な領域として機能しているとは言い難いのが現状である。エコ・フィロソフィはこの現状

を打開すべく、単に既存の哲学や倫理を応用することや、環境問題という現実から哲学的思索を巡ら

せるのではなく、実践的かつ実効的な哲学を展開している。エコ・フィロソフィとは何であるかにつ

いての説明は他論に譲るとして、本論では、エコ・フィロソフィ教育における、知識と行為の隔たり

を埋める哲学的アプローチについて説明していく。 

エコ・フィロソフィによる教育が意図するものを端的にいえば、自ら考える能力を身につけること

である。前提なしに真理へと向かい、気付きと問いを繰り返す反省的思考は、哲学の基本であり、あ

らゆる探究や実践を行う諸学問の基礎となる能力である。それゆえ、この教育は、知識の先にある行

為への架け橋であると同時に、知識を得ることへの意欲や、知識獲得のあり方そのものを変容すると

いう意味で、エコロジー教育に必要な基礎形成という機能を果たすものでもある。 

東洋大学「エコ・フィロソフィ」学際研究イニシアティブ(TIEPh)は、2008 年度より、東洋大学に

て、全学総合科目「エコ・フィロソフィ入門」を開講している。全学総合講義は、あらゆる学部に関

わる学際的学問分野を、全学生が履修可能にするために開講された科目であり、双方向のやり取りが

可能なインターネット会議設備を整えた教室で行われ、東京の白山キャンパス、埼玉の朝霞キャンパ

スと川越キャンパス、栃木の板倉キャンパスの全てで受講可能な講義である。「エコ・フィロソフィ

入門」は白山キャンパスから配信しており、2014 年度の受講者は 270 人（残念ながら白山キャンパ

スは教室規模の都合により、履修希望者 292 名のうち 115 名もの学生が抽選により履修不可となっ

てしまった）であった。講義はオムニバス形式で行われ、TIEPh で刊行した教科書『エコロジーをデ

ザインする―エコ・フィロソフィの挑戦』（2013）や、『エコ・フィロソフィ入門－サステイナブルな

知と行為の創出』（2010）の執筆者を中心に、TIEPh 研究員や連携研究者によって、毎回それぞれの

専門領域に基づくエコ・フィロソフィ教育を行っている。2014 年度開講分のスケジュールを見ても

わかるように、人文系研究者に限らず、多様な領域の講師に参加していただいた。毎回の講義で、質

疑応答の後に、学生は所定のミニレポートを提出する（このミニレポートによって成績評価を行う）。

ミニレポートの記載項目は、「１．この授業で理解できたことを簡潔にまとめてください」、「２．こ

の授業で、自分が考えたこと、疑問に思ったことや、それに対する自分なりの解釈およびアイデアに 
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ついて書いてください」、「３．授業に対する感想、意見などがあれば自由に書いてください」という

３つである。初回の講義で伝えているのは、この講義が哲学である以上、知識をいかに獲得したかと

いうことは重視せず、講義から自分が何を考えたかという点こそが重要であるということである。そ

れゆえ、記載項目１は、講義内容を列挙するのではなく、獲得された知識をいかに簡潔に整理できる

かという思考訓練という位置付けとなり、より重視されるのは、記載項目２と３である。記載項目２

と３は、無論、答えのあるものではなく、環境問題を解決できるような提案が容易に考え付くわけで

もない。ここでは、獲得した知識を自らの行為に結びつけるための試行錯誤の過程をそのまま記載す

るのである。 

「エコ・フィロソフィ入門」の講義内容およびミニレポートによって意図されている、知識と行為

を結びつけるための具体的なアプローチは、大きく３つに分けることができる。すなわち「「環境」

概念の拡張と近接化」、「世界の相対性と他者理解」、「気づきによる行為の展開」である。以下、それ

ぞれ、講義の内容に基づいて解説していく1。 

 

 

１．「環境」概念の拡張と近接化 

エコ・フィロソフィが扱う環境とは、学生たちが当初イメージしているような、「地球温暖化防止

のために保護すべき自然環境」と同義ではない。無論、多くのエコロジー教育がそうであるように、

地球温暖化は主要なトピックではある。しかしこの固定化された「環境」概念のイメージは、知識と

行為の間の溝を深める狭隘なものにすぎない。地球温暖化に関わる環境として、失われていく森林や

北極の氷がイメージされるが、それらを保護することが地球温暖化を防止することの全てではない。

たとえば「保護」という言葉から視覚的に連想しがたい自然環境に、海洋がある。陸と海では生態系

のリズムや規模が全く異なり、陸海共通の数値目標を設定することは妥当な方法とはいえないが、海

洋に対する意識の低さが、国際会議レベルでさえ見受けられる。それゆえ、自然環境にも複層的な認

識とそれに伴う柔軟な対策が必要になる。こうした環境概念の変容が、環境を個人の手の届くところ

にまで拡張するとき、行為の変容の可能性が開かれる。 

日本の環境問題のはじまりである公害問題は、自然環境を介した人から人への被害であり、局所的

であるがゆえに被害の構図や被害者の顔が明確である。動物愛護や生物多様性の議論は、生命を扱う

ことで、人間と自然を感情的につなげる。サイテイナブル・ディベロップメント（持続可能な開発）

をめぐる国際情勢は、政治経済と直接結びつく。このように、環境問題に関わる現実理解は、人間と

環境のつながりを実感するための必要な知識となる。 

                                                  
1 2014 年度講義の内容を便宜的に三つの区分に配置するならば、1 には、第 5 回（八木）、第 6 回（山田）、第 7

回（石崎）、第 9 回（野村）、第 12 回（宮本）、2 には第 8 回（永井）、第 10 回（大島）、第 11 回（大久保）、3 に

は第 2 回（河本）、第 4 回（山口）、第 13 回（稲垣）第 14 回（安斎）、そして総論が第 1 回、第 15 回（岩崎）、

第 3 回（松尾）となる。 
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しかし、こうした（通常のエコロジー教育で行う）環境問題の知識にくわえ、人間や文明と自然環

境の関係を、「自然観」というかたちでより生活に近づける教育というものが可能である。TIEPh 第

一ユニット（自然観探求ユニット）は、現在の環境問題が偏重しがちな、自然科学を背景にして自然

を支配の対象とし、文明の外部に配置する西洋的伝統に対して、自然を共生の対象とし、人間の生活

の内部に配置するという東洋的伝統を融合させることで、自然環境の多様な相貌を明らかにし、環境

問題に応じる自然観の形成を探究している。教育においては、日本においても、とりわけ環境問題の

文脈においては、西洋的な、外部の自然を保護するという意識が強いなかで、個々人の生活や意識の

うちに潜在する東洋的な自然観の再認識を促していく作業が必要となる。インドにおけるガンジス川

は、人々の宗教的支柱であり、環境保護の対象などではない。生活と共にあり、生死の先にも関わる

霊性を宿した自然は、人間の生きる場所や生き方を規定し、また人間というミクロコスモスと相関す

るものともされる。とりわけ都市部在住の者には、自然が自身とどれだけ近い存在であるかを意識す

る機会が失われている。都市であっても、生活の中に自然はある。普段口にする食物もまた、自然と

の関わり、自然との戦いのなかで勝ち得たものではあるが、文明によって美しく加工された食品は、

自然を意識させるものではない。 

個人と自然環境の間隙を埋める方法として必要なのは、自然環境では拾いきれない、別の環境への

気づきである。例えば生活環境、家庭環境、教育環境といった言葉が示すように、「環境」概念は自然

環境のみではなく、極めて広範な射程を有する。そして、生活の内部にある環境であれば、自身の態

度や行為との関わりが理解できる。たとえば講義履修者が 200 名の場合と、1 名の場合では自ずと学

生の受講態度が変わってくる。学習環境の違いは、自由を抑圧するのとは異なるかたちで、学生の行

動を支配する。環境が無意識に人間の行動を支配しているということは、実感的に理解することがで

きるものである。 

反対に環境を空間的に極端に遠ざけようとすれば、森林や氷河、海といった自然環境の先に、宇宙

という環境が存在する。天体の運動が地球、そして個人の生活に影響していることはいうまでもない。

宇宙環境という視点は、地球規模の環境問題を相対化させるものであり、宇宙開発によって地球外か

ら地球温暖化対策を行う具体的な取り組みを知れば、行為可能性もさらに展開していくこととなる。 

教室や自宅といった極めて身近な空間にも環境があり、宇宙という最大の空間単位もまた環境であ

る。バックミンスター・フラーが「環境とは私以外のすべてのもの」というように2、環境という概念

は私ならざる全空間を意味する極めて広範な概念でありながら、それゆえに、環境ならざる私に常に

接している。環境という概念を拡張しつつ近接化することで、環境がいかに自身の意識や行動を規定

しているかが自覚される。この自覚によって、人間と環境、環境と環境、そして人間と人間という各々

の関係性を考察する生態学（エコロジー）教育の基礎が構築されるのである。 

 

                                                  
2 参照：立花隆『宇宙からの帰還』、中央公論社、1985 年、31 頁。 
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２．世界の相対性と他者理解 

人間と環境の関係を問題とするエコロジーにとって、人間と人間の関係は看過することのできない

問題である。環境問題として科学的に明証化されている危機に対してでさえ、個人や国家、文化など

によって意識や行動は様々である。TIEPh 第二ユニット（価値観・行動ユニット）では、環境配慮行

動に対する意識の比較調査をもとに、地球規模の環境問題に取り組むための人間同士の関係のあり方

を探求している。環境問題の最大の難点は、問題や見込まれる結果が大規模かつ漠然としているため

に、複雑な利害関係のなかで、行為の優先度をもちえないことにある。経済発展という目的のために

は、多くの場合、環境負荷の高い生産活動を選択することが有益である。人類の生存に関わる環境保

護よりも、自国の富のための経済発展を優先する。ここには単純な善悪とは異なる、人間同士の社会

的要因が関わっている。国境のない資源は、他者に利用されるより先に可能な限り自分のものにした

ほうが有益である。誰にとっても有益なフリーアクセスの公共物は、それをつくるための支出をせず

に、タダで利用するのが最も効率が良い。囚人のジレンマ、共有地の悲劇、フリーライダーといった

行動心理には、集団の利益よりも個人の利益を優先してしまう人間の価値意識が如実に現れている。

こうした社会心理は、環境問題とのかかわりでも、ポイ捨てやゴミの分別の不徹底など、個人の生活

のなかも頻繁に見られるジレンマであり、罪悪感をもちつつも、自己の利益や怠慢を優先する心理の

根深さは、実感として理解できる。 

ユクスキュルは、主体による身体や知覚の機能によって現象する世界を「環境世界(Umwelt)」とし

て、その主体の世界そのものとした3。さらにネーゲルの「コウモリであるとはどのようなことか」に

ついての論考は、動物間の知覚や体験の通約不可能性を示している4。これらの考察は、人間による視

覚偏重型の（科学的な）世界像を、人間を離れた世界そのものの普遍的理解とすることを否定する。

地球温暖化の結果としての人類の衰退は、人類にとっての危機であるが、ある動物にとっては利益に

なる。同様に、人間の中であっても、環境問題を最優先の危機とする者もいれば、優先度の低い問題

として無視する者、さらにはこれを危機ではなく商機として利用する者もいる。すなわち環境問題と

は、ひとつの普遍的な世界における普遍的な課題ではなく、各々の主体に依存する相対的な世界にお

ける、ときには相反するような多様性のなかの現象にすぎない。この相対性のなかで、価値観の一致

不可能性を許容しながら、危機を解決させるような意識を形成させていくことが、エコロジー教育に

求められる。 

たとえば工業国による環境負荷の高い行為の代償は、およそ工業とは無縁な島国の沈没や、いまだ

存在していない未来の人類の資源枯渇というかたちで現れる。因果応報という個人で完結する利害構

造が通用しない環境問題において、他者をいかなるものとして自覚するかは重要な点であり、課題解

決のためには、個人と集団の関係を再構築することが必要となる。他国民や将来世代に対して、彼ら

                                                  
3 参照：ユクスキュル、クリサート『生物から見た世界』、日高敏隆、羽田節子訳、岩波書店、2005 年。 
4 参照：トマス＝ネーゲル『コウモリであるとはどのようなことか』永井均訳、勁草書房、1989 年。 
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を助け合う仲間と見るか、あるいは部外者や敵とみなすかによって、利害意識は異なっていく。目に

見える利益を前にして、被害者の実体が意識されていないことは致命的である。だが、人間の行為は

必ずしも利害関係によって選択されるわけではなく、体に悪いとわかっていても暴飲暴食をすること

もあれば、危険を顧みずに溺れている子供を助けに行くこともある。こうした行為には理性的判断や

言語が介在しておらず、合理性や理性的倫理とは異なった判断基準が機能している。利害関係を超え

た非合理的な判断基準を機能させる方法で環境配慮行動を導くためには、守るべき者として配慮され

る他者、あるいはなすべき行為を導いてくれる絶対者への実感をもつことが有効である。すなわち環

境問題への取り組みにとっては、自己を守るという意識のみならず、共同存在としての他者への配慮、

自らの存在を、先祖から子孫までの連なりの一つとしてみる歴史性への配慮、あるいは自らの帰依す

る対象を有するときに、具体的な行為として展開する可能性をもつ。しかし現代社会という環境にお

いて、他者配慮はますます希薄化の方向に進んでいくという困難を抱えている。 

 

 

３．気づきによる行為の展開 

環境問題を実感として認識するということは、自己の抱える問題に気付き、問いを立てたというこ

とである。しかし問題の実感は、行為のきっかけにすぎない。この先には、問いに答え、実践すると

いう課題がある。だが行為の局面は無限にある。TIEPh 第三ユニット（環境デザインユニット）で

は、その都度の状況に応じて自らが適切な行為を導き出す哲学的態度を展開させることを目指し、そ

れを可能にするための、教育を含めた、環境構築を探求している。 

環境問題に処するための実践には様々な方法がある。ひとつは、権力によって環境負荷のかかる行

動を規制する方法である。その極端な例は、国家によってエネルギー供給を強制的に停止するという

方法であり、東日本大震災時の計画停電等がこれに当たる。このとき強制される側の個人の意識や思

考は全く問題にならない。このような方法は通常とられることはなく、多くは法令、罰則などによる

規制、あるいは強制力のない条約や勧告といった意思表明、目標設定が掲げられる。 

環境配慮行動を導くための方法には、倫理感や満足感に訴えるものも多い。すなわち規制とは違い、

選択の自由は保持されたままで、自主的に環境配慮行動を選択するよう導くのである。地球温暖化の

象徴的なシンボルとして、行き場を失ったホッキョクグマの写真などが用いられるが、これは感情を

伴った動物愛護というかたちで、倫理に訴える試みである。あるいは、エコバックの導入は、環境配

慮行動をとるかとらないか（ビニール袋を使用するか）という二者択一の選択を強いる場面を設定す

ることで、エコバック使用による倫理感と満足感を与えるものである。さらにエコバック使用による

ポイント加算（あるいはビニール袋使用による 2 円ほどの負担）、あるいは家電製品やエコカー購入

の際のエコポイント制度や減税措置などは、環境配慮行動と経済的満足感を結びつけている。 

このような既存の取り組みは、環境問題解決の方法としてある程度有効に機能している。しかしこ

うした対策は、既存の価値観に基づく利害関係や合理性によるものであり、人々に環境や環境のなか
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にある自己について考えさせる機能をもたない。効率良くエネルギーを供給するものとして許容され

ていた原子力発電は、震災による事故を通して、人々に別の価値観を気付かせた。このような局面ご

との合理性を一時的に排し、自らの生にとって本質的な行為を思考していく方法にこそ、環境問題の

本質的解決の道が開ける。 

自ら思考する哲学を展開させるための基本的な方法は、気づきを与えることにある。たとえば、発

電、生産、消費の三つの過程におけるエネルギー使用をそれぞれが 8 割に抑えることができれば、全

体として約半分の低減につながるという「八分目のエコロジー」の提案は5、明確かつ実現可能な目標

を設定することで、一般の消費者に気づきを与え、「自分に何ができるか」を具体的に考えていくた

めの指針となる。あるいは様々なステークホルダー同士の会合では、利害を越えた反省的思考から、

各々の立場を言語化し、適切な問いと目的を設定することによって、相互理解という気づきを与え、

合意形成を導くことが可能となる。 

規制や倫理感、満足感に訴えることによって環境配慮行動を導く方法は、人々に環境問題に取り組

む意識を求めるものである。しかし、現実には環境問題の優先度は低いものであるから、この方法に

は限界がある。そこで求められる環境デザインとは、人々が環境問題に取り組んでいるという意識を

もたないままに、結果的に環境配慮行動を行っているという方法である。たとえば、駅構内でのエス

カレーター使用率を抑えるために、階段の塗装をピアノに模して、実際に音が鳴るようし、人々の好

奇心を駆り立てるデザインや、数段ごとに階段利用による消費カロリーや相当する食物を記載すると

いったデザインは、行動を選択する本人が、環境問題のことを考えず、ただ楽しいからとか、健康の

ために階段を選んでいるのであり、「エスカレーター使用を抑えて環境問題に貢献する」という意識

を必要としない。無論、階段利用を導くことによる効果は微細なものにすぎないが、優先度の低い環

境配慮行動とは別の価値観によって解決を導くという方法は、環境問題の限界を踏み越える可能性を

秘めている。ただしこの方法は、健康や経済的利益といった既存の価値観との結合の道を模索すると

いうことではなく、行為者自身が自ら思考し、新たな価値観を創生していくための機会を提供すると

いうことを目的としている。ここでは、多様な選択肢や体験による気付きの環境を設定することで、

自らの思想を醸成させ、結果的にあらゆる局面においてその都度最適な環境配慮行動を選択実行して

いく人間を育てるということが意図されているのである。 

 

哲学的思考とは、既存の価値観に対する実感的な違和感や、現状とは異なる可能性を考えることで、

よりよい現実をもたらす行為であり、トレーニングによって能力を向上させることができる。講義の

最終回には、エコ・フィロソフィ実践のためのトレーニングとして、冒頭で示した東洋大学白山キャ

ンパスエレベーターに貼られている「「2UP 3DOWN」歩こう運動実施中」（写真）に代わるポスター

                                                  
5 参照：松尾友矩「エコロジカルな共生」、『エコロジーをデザインする－エコ・フィロソフィの挑戦』所収、山田

利明、河本英夫、稲垣諭編著、春秋社、2013 年。 
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デザインを考えるという課題を行った。 

 

これまでの講義を踏まえた現状認識（現状のポスターでは認知度と実践度が低い、階段使用の方が

環境に良いことは誰でも知っているなど）に、いくつかの思考のためのヒント（上述のピアノ階段、

東洋大という特徴を利用する方法もあるなど）も提供した。僅かな時間での課題でありながらも様々

なアイデアがでたが、人員や経費が必要となるために実現不可能なものや、差別的なメッセージに受

け取られうるもの、各所に配慮しすぎて主張が弱すぎるものなど、実際に採用するには至らないもの

が大半であった。しかしこの課題の目的は、効果のあるポスターを作成することではなく、ポスター

のデザインを考える過程で、環境問題の本質や自身を含めた人間の行動心理を反省し、これまでとは

違う価値観での行為可能性に気付くことにある。すなわちこの課題自体が、取り組んだ学生を環境配

慮行動へと導くための実践であり、哲学的思索に基づく環境問題解決のためのエコ・フィロソフィ教

育の一端なのである。 

現実問題を扱うエコロジーの必要性や正当性を基礎づけるためには、個々人の実感や行為に関わる

哲学的思索がなくてはならない。そしてエコ・フィロソフィによる環境問題の解決は、抑制による自

己犠牲を求めるものではなく、体験的実感に基づいて自己の可能性を展開していく発展的な思索の営

みとして実現するものなのである。 

  

東洋大学白山キャンパス内エレベー
ターに貼られているポスター 
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The Function of Philosophy in Ecology Education 

 

IWASAKI Dai 

 

The ecology education does not aim to get knowledge. Addressing environmental issues 

requires capacity of practice, the capacity to carry out a concrete action based on knowledge the 

actor has obtained, and the capacity is enhanced by philosophy. Education in eco-philosophy is 

performed from the viewpoints of: 1. enlargement of and approach in the concept of 'environment', 

2. understanding of the world relativity and others, and 3. development of actions through 

awareness. That is, it aims to develop awareness and actions of the actor by making them find 

possibilities while they realize environment as what is involved in them and controls them and 

consider the relationship between themselves and the environment together with other 

consciousness. Enhancing the philosophical capacity to think oneself with everyday thinking 

training can make a person take an action appropriate to any situation, which leads to addressing 

environmental issues and to their better lives. 

 

Keywords：eco-philosophy, ecology education, transdisciplinary research, ecological behavior,  

eco-design 

 

 


