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はじめに 

シェリングの自然哲学は 18世紀から 19世紀への変わり目に構想された。すなわち、自

然諸科学の興隆とともに機械論的世界像が支配的なものとなろうとする時代に、シェリン

グは生きた創造的自然という見方を提起した。彼の構想した自然哲学は、何よりも自然を

存在論的に能動的なものとして、つまり自然そのものの生成と形態化の過程を産出してゆ

く力を備えた主体として把握する試みであったが、そこにとどまらずに、そのような把握

を裏づけるものとして同時代の自然諸科学の知見を積極的に摂取したところに成立する 1。

この自然哲学において展開された論理の一部は、今日の自然諸科学の知見から見ても、ま

た現在も進行している生態学的危機を前に 20 世紀の後半から高まってきた環境意識の面

から見ても、思想上のさまざまな示唆を与え続けている。 

シェリング自然哲学の基本理念である「主体としての自然」という表現は、かつてはロ

マン主義的な擬人観ではないかという疑念を呼び起こしてきた。しかし人間による地球生

態系の破壊が急速に進行し、「自然は死に瀕しているのではないか」という痛切な思いが広

まりつつある今日、「地球＝ガイア」仮説や「自然の権利」の提唱が示すように、自然を主

体として捉える発想はもはやそれほど奇妙なものとは思われないだろう。実際シェリング

自然哲学は、ゲーテやロマン主義の自然思想とともに、人間中心主義を批判する今日の自

然保護思想の源流の一つとなっている 2。 

本発表では、まず（１）シェリングの前期自然哲学において展開された精神と自然との

根源的同一性の観点から、総体としての自然を一つの有機組織（普遍的有機体）として捉

えようとする考え方を取り上げる。次に（２）普遍的有機体としての全体的自然のうちで

個別的有機体がどのようにして存立できるかという課題に対するシェリングの考察に基づ

いて、個体的有機体と「環境」との関係を考えてみよう。終わりに（３）主観的なものに

一面化された観念論、とくにフィヒテのそれに対する批判としての自然哲学という観点か

ら、自然に対する人間の関わり方についてシェリング自然哲学が提起しているものを見て

いきたい。 
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1. 精神と自然との根源的同一性 －精神としての人間は自然の一部である 

Die ursprüngliche Identität von Geist und Natur: der Mensch als der Geist 

ist ein Teil der Natur. 

シェリング自然哲学において自然は、たんに人間存在をとりまく外的環境や自然科学に

おける対象的自然としては捉えられていない。また自然そのものが生命的なものとして客

観化されて人間主体と並び立つもう一つの主体、他者としてみられるのでもない。シェリ

ングにとって自然とはなによりも、人間存在がつねにすでにその内にあるような現実の生

きた総体連関を指示する概念である。人間による自然理解と自然支配が可能であるとすれ

ば、その根拠は自然そのものの内に求められなければならない。 

このことは、初期シェリングの『自然哲学考』(Ideen zu einer Philosophie der Natur, 

1.Aufl.=ED, 1797, 2.Aufl. =ZD, 1803)3の「序論」の中で綱領的に語られている。「自然の研究

にいそしみ、自然の豊饒さをひたすら享受している最中の人であれば、自然と経験が可能

かどうかを問いはしない」 (ED XVI =SW II,12 = AA I/5, 70)。人間が自分自身や自分をとり

まく世界と一体であった「（哲学的）自然状態」を脱するときに、哲学が誕生する。哲学は、

外界の事物から自立し自分自身に対して存在するという「自由」の境位に成立する。だが

それによってすでに主観－客観の分離が存在している以上、「われわれの外の世界がどのよ

うにして可能であるか、自然とその経験がどのようにして可能であるか」Wie eine Welt 

außer uns, wie eine Natur und mit ihr Erfahrung möglich seye ? (ED XVI = SW II,12 = AA I/5, 70)

という問いが哲学の基本問題となる。 

「人間は、構想された世界の幻影との絶えまない戦いのなかで自分の精神力を浪費す

るために生まれたのではない。むしろ、人間に影響を及ぼし、その力を人間に感じさ

せる世界、人間が反作用しうる世界に対して、人間の全力を行使するために生まれた

のだ。したがって、人間と世界との間にはいかなる裂け目も固定されてはならないし、

両者の間には接触と相互作用が可能でなければならない。というのはただそのように

してのみ、人間は人間になるからだ。」(ED XVII =SW II,13 == AA I/5, 71) 

Ferner, der Mensch ist nicht gebohren, um im stetem Kampf gegen das Hirngespinnst einer 

eingebildeten Welt seine Geisteskraft zu verschwenden; sondern einer Welt gegenüber, die auf 

ihn Einfluß hat, ihre Macht ihn empfinden läßt, und auf die er zurückwirken kann, alle seine 

Kräfte zu üben; zwischen ihm und der Welt also muß keine Kluft befestigt, zwischen beyden 

muß Berührung und Wechselwirkung möglich seyn, denn so nur wird der Mensch zum 

Menschen. 

人間の意識性と自由な能動性が可能であるためには、根底において自然との現実的連関、
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存在論的同一性が存していなければならない。それゆえ主体としての自然とは、人間精神

と自然との根源において同一的な能動的主体であって、この主体は内的展開を通して、人

間を個体的な意識主体たらしめその自由を可能にするような根拠、基体にほかならない。 

したがって「われわれの外の世界がどのようにして可能であるか、自然とその経験がど

のようにして可能であるか」という問いに対してシェリングが与える解決は、精神と自然

との根源的同一性として定式化される。 

「自然は目に見える精神であり、精神は目に見えない自然であらねばならない。した

がって、私たちの内なる精神と私たちの外なる自然との絶対的同一性というここにお

いて、いかにして私たちの外なる自然が可能かという問題は解決されなければならな

い。」 (ED LXIV =SW II,56 = AA I/5, 107) 

Die Natur soll der sichtbare Geist, der Geist die unsichtbare Natur seyn. Hier also, in der 

absoluten Identität des Geistes in uns und der Natur außer uns, muß sich das Problem, wie eine 

Natur außer uns möglich seye, auflösen. 

シェリングの自然哲学構想はこの時点では未完成であり、これ以後、同時代の自然学的

諸研究に学び、フィヒテ知識学と対決する中でさまざまな変更や練り直しがおこなわれる。

その一応の到達点が同一性哲学体系である。しかし精神と自然との根源的同一性というこ

の初期のテーゼは、シェリングの後期の思想にまで一貫するものであると報告者は考える。

このテーゼは簡単にいいかえれば、精神としての人間もまた自然の一部であるという形に

まとめられよう。それは逆に言えば、自然もまた精神と同じく、自由な生命的なものとし

て捉えうるということを意味する。すなわち、自然を一つの生きた能動性によって統合さ

れたもの、自分自身の原因であると同時に結果であるような有機的全体として捉えるとい

うことにある。それが、「普遍的有機体」(der allgemeine Organismus)という構想である。 

シェリングにおいて有機体とは、『自然哲学考』序論の中の綱領的な規定によれば、「自

分自身で存立」し「自分自身を産出」し、「無限に自己自身の内に還帰する」ものであり、

自分自身の原因にして結果として「自己自身を有機組織化する」ものである(ED XLVII =SW 

II, 40f. = AA I/5, 93f.)。 

したがって普遍的有機体の概念も、「無機的世界と有機的世界との連続性を維持し、自然

全体を一つの普遍的有機体に結合する 4」(Weltseele 1798, ED 305 =SW II, 569)ような能動性

によって貫かれた有機組織をなし、自分自身の原因であると同時に結果であるような有機

的産出構造をもつということを意味する。それゆえこの構想においては自然の総体は、（ち

ょうどスピノザのいう能産的自然と所産的自然との関係と同じように、）自然そのものの同

一の根源的な産出的能動性によって産み出されているものとみなされる。だが自然の根源

的産出性とは無限な能動性であり、そのため自然のもっとも根源的な産物も「無形態的」
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で「流動的」なものであろう (Erster Entwurf 1799, 26 =SW III, 31 =AA I/7, 91) 5。それは自然

の経験的現象からは直接的に把握することはできない。 

しかし、「絶対的な自然能動性は無限に阻止されるものとして現象しなければならない。」

Die absolute Naturthätigkeit soll als ins Unendliche gehemmt erscheinen. (Erster Entwurf, 10 =SW 

III, 17 ＝AA I/7, 82)  

そこから、自然の内部に「主体としての自然 die Natur als Subject」と「客体としての自

然 die Natura als Object」の区別が立てられる。前者は運動と静止の可能根拠である根源的

能動性（産出性）としての自然であり、これに対して後者は産物として把握された経験的

自然である。シェリングが出発点とする主体としての自然、絶対的能動性そのものは無限

な速さ、無限な拡張として、また無形態的な進展としてしか考えられず、そのことによっ

て「空間充実の原理」(Erster Entwurf, 16 =SW III, 21 =AA I/7, 85)をなすものであるが、経

験の中でそれ自体として捉えられるものではない。絶対的能動性はただ阻止されることに

おいてしか、つまりそれが阻止されることによって成立する産物の中でしか認識されえな

いであろう。したがって、絶対的能動性が理解されうるためには必然的に、これを阻止す

る能動性が想定されなければならない。これによって根源の能動性は一定の点（「阻止点」

Erster Entwurf, 12 =SW III, 18 = AA I/7, 86）にいわば収縮させられるが、自然の根源的能動

性は静止することがないから、この点を充実させて自分の「領域」(ibid.)を形成させていく。

これが客体としての自然、産物としての自然である。 

それゆえ普遍的有機体という構想の学的可能性を確証するためにシェリングにとって課

題となるのは、経験的諸現象をまさにこの根源的産出性の現象として理論的に再構成する

ことであろう。普遍的有機体としての自然とはなによりもまず実現されるべき課題として

の対象なのである。 

ここで普遍的有機体の構想が内包するもっとも基本的な問題点を、二つ挙げておく。第

一は、普遍的有機体としての全体的自然の内部において、形態的にも質的にも多様な有機

体が類として、また個体的有機体としてどのように存立し、活動しうるのかという問題で

ある。これは本発表の二つ目のテーマに関係する。 

第二に、普遍的有機体は、個体的有機体にとって外界をなす物質的自然とどのような関

係にあるのかということが問題になるだろう。物理・化学的諸法則にしたがう外的自然は、

普遍的有機体の内部に有機組織化されているといわれても、有機体の「生命」とは質的に

異なるようにみえる。有機的自然と無機的自然との原理的連続性が自然の根源的産出性に

もとづいてどのように理解できるのかが示されなければならないだろう。この問題は、本

発表では時間の制約上詳論できないが、シェリングの思索が同一性哲学体系へいたる契機

となったものである。 
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2. 有機体と環境 

環境という言葉は今日では、内と外を区分する境界を意味する。内にあるものを「主体」

として捉えた場合に、立ちあらわれてくるものが「環境」である。それは、自ずからそう

であるもの、自ずから生成するものという「自然」という語とは異なる。環境の概念には、

内にある主体が外界の影響を受ける一方で、能動的に外界に働きかけていくという相互作

用が包含されている。「環境Umwelt」という言葉の今日的用法は、比較的新しい。Duden 

Deutsches Universalwörterbuch, 6. Auflageによれば、古い用法は「周りの土地、地域」という

意味で、その後フランス語のMilieuを表す意味が加わる。生物学的な意味では、1909 年に

ヤーコプ・フォン・ユクスキュルによって用いられたという。ユクスキュルが「環世界」

論として提起した考え方である 6。 

したがってシェリング自然哲学において「環境」の語が用いられることはないが、内な

る主体としての個体的有機体とその環境との関係は、前節の終わりに示したように、普遍

的有機体という構想に含まれる問題の一つである。それは、普遍的有機体としての全体的

自然の内における個体的有機体の存立可能性、個体的有機体とその外界（外的自然）との

交互関係を通じての存続可能性として論じられる。 

シェリングの初期自然哲学が、生命現象に関するなお不十分な当時の自然科学的知見を

手がかりに確証しようとしたのは、「いっさいの有機的存在者の段階系列は同一の有機組織

の漸次的展開によって形成されてきた」(Weltseele, ED VIf.= SW II, 348 =AA I/6, 68)という仮

説である。それは一八世紀になお支配的であったいわゆる「存在の連鎖」の思想を背景に

生じた仮説であろうが、その意味は、原型のような有機組織があって、そこから実際に時

系列的な歴史の中で種々の有機体が発生してきたというのではない(Erster Entwurf, 58f. 

=SW III, 62f. = AA I/7, 112)。自然の根源的産出性そのものは普遍的有機体の産出へ向かう

が、経験においてはそれがさまざまな段階で阻止され、そこに産物としての種々の有機組

織が形成され固定されているように現象するということである。むろん普遍的有機体その

ものは、すでに現実に固定したものとして存在するわけではなく、むしろ自然の根源的産

出性によって「つねにただ生成しているもの」である。それはその内で有機的な構成部分

として多様な個別有機体が産み出され、これらの総体として産み出されているようなもの

であろう。それゆえこの仮説から生じる課題は、いっさいの有機的存在者を同一の根源的

産出性の展開の異なる力動的段階として、あるいはこの産出性がめざす一つの理想への

種々の「接近」(Erster Entwurf, 60 =SW III, 64 = AA I/7, 113)として構成するということで

あろう。さしあたり普遍的有機体としての全体的自然の内部で形態的にも質的にも多様な

有機体が存立する可能性は、根源的産出的能動性が単一の肯定的原理として働き、その働
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きを受容する否定的諸原理の差異性として把握される。 

「生命そのものは、いっさいの生命的個体に共通である。それらの個体を互いに区別

するものはただそれらの生命の様式（種）である。…そこで、生命の普遍的原理がそ

れぞれ各々の生命的存在者（特殊な世界としてのそれら）の内で個体化されるのは、

その受容性の異なる度合いにしたがってである。まったき創造における生命のまった

き多様性は、すべての存在者における肯定的原理のあの統一と個別的存在者における

否定的原理の差異性とに存する。」(Weltseele, ED 195 =SW II, 503 = AA I/6, 192f.) 

Das Leben selbst ist allen lebenden Individuen gemein, was sie von einander unterscheidet ist 

nur die Art ihres Lebens. ...So individualisirt sich das allgemeine Prinzip des Lebens in jeden 

einzelnen lebenden Wesen, (als in einer besondern Welt), nach dem verschiedenen Grad seiner 

Receptivität. Die ganze Mannigfaltigkeit des Lebens in der ganzen Schöpfung liegt in jenr 

Einheit des positiven Princips in allen Wesen, und der Verschiedenheit des negativen Princips 

in einzelnen, und .... 

「生命と有機体の肯定的原理は、絶対的に一である以上、有機諸組織は本来ただその

否定的諸原理によってのみ異なる。」(Weltseele, ED 211 =SW II, 513 =AA I/6, 202) 

Da das positive Princip des Lebens und des Organismus absolut-Eines ist, so können sich die 

Organisationen eigentlich nur durch ihre negativen Principien unterscheiden. 

すでに述べたように、自然の根源的能動性は一定の「阻止点」に収縮させられても、作

動し続けるから、それによってこの点が充実させられ自分の「領域」を形成していく。こ

のことが個体的有機体の存続の根源である。 

「したがって、自然の個体性が個体性として自己主張しうるためには、それはまさに

絶対的有機体［普遍的有機体］と同様に、いっさいを自分に同化し、いっさいを自分

の能動性の領域の中に包含しなければならない。自然の個体性が同化されないために

は、それは同化しなければならず、それが有機組織化されないためには、それは有機

組織化しなければならない。/ この（対立の）行為において自然の個体性にとって内

的なものが外的なものから区分される。」(Erster Entwurf, 68 =SW III, 70 = AA I/7, 118) 

このように自然の根源的能動性が向きを変えて、個体的有機体の領域を形成しそれにと

っての内部と外部が区別されることによって、全体的自然が個体的有機体にとっての外的

自然あるいは「環境」となる。この外的自然からの影響と戦うことによってのみ、個体的

有機体は自らの能動性を発揮し生命を保持し続けることができる。そこでシェリングは個

体的有機体の本質を「刺激反応性 Erregbarkeit」(Erster Entwurf, 158 =SW III, 145 =172)とし

て規定する。 

無機的自然における物体は慣性体として、因果性の法則に支配されているようにみえる。
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だが有機体は単純に因果法則にしたがうものではなく、そのような外界（無機的自然）と

の対立の中で自分を維持し、外界からの刺激によってたえず自分を生動化している。しか

し、外界からの刺激が有機体に対して働きうるには、有機体の内にすでに刺激を受容する

「受容性」が存していなければならない。その際に有機体は「一つの閉じたシステム ein 

geschlossenes System」(Erster Entwurf, 84 =SW III, 83 =AA I/7, 127)、「一つのおのれ自身の内

で閉じた全体」(Weltseele, ED 267 =SW II, 546 =AA I/6, 235）として、外的刺激をそのまま

因果的に受容するのではなく、いわば変形的に自己内に同化するのであり、この自己内過

程を経てその固有の能動性を示す。 

「外的な能動性［外部からの作用］は有機的身体のなかでは、その特有の本性にした

がって化学的に作用するわけではない。それゆえ化学的諸力は有機的身体に関しては

廃棄されているように見える。しかしいかなる能動性も、対立的能動性によって以外

には廃棄されえない。この対立的能動性は、閉じたシステムとしての有機的物体の内

に存する。というのは、どの外的作用に対しても、有機的システムはすべての瞬間に、

それに対して均衡を維持するような拮抗作用をおこなうからである。…普遍的に表現

すれば：有機体に対するどの外的な作用も間接的な作用である。」(Erster Entwurf, 84f. 

=SW III, 82-84 = AA I/7, 127f.) 

したがって個体的有機体は、それ自身において受容性と能動性との交替、交互限定を通

じてみずからを有機組織化する過程であり、この二重性を介して外界との交互限定関係の

内にあるということになろう。ただそのかぎりでは個体的有機体の生動性の根拠は、外界

の刺激原因にあるようにもみえる。そこでシェリングは外的自然（無機的自然）の内でも、

磁気、電気などの両極性の現象に示唆されるように、有機体内の二重性と同様な二重性の

交替過程が、宇宙の脈動のごとく進行すると想定する。 

シェリングが個体的有機体の出発点とした「受容性」は、普遍的有機体との関係からい

えば、自然の根源的能動性の受容性をも意味する。有機的個体は全体的自然の産出力を受

容するものとしてはじめて、個体として維持しうるし、産出的である。さらに有機的個体

がその受容性（感受性）を示すのは、それが受容した産出力を能動的に「興奮性」として

外部へ向けかえすことによってである。有機体は興奮性を通じてその内的能動性を示すの

であり、その生動性は感受性と興奮性、収縮と拡張との交替にもとづくのである。さらに

有機体は拡張と収縮の不断の交替を通じて、普遍的有機体の産出力を形成衝動として示す。

有機的個体は栄養摂取、成長の過程をとおして、二重性としての自分を不断に維持、再生

産する過程である。さらに類としての有機体は異なる性として分化し、両性による共同の

産物として一定の形態を産み出し、その形態の再産出を通じて類を維持している。それゆ

え有機的個体のこれらの機能はすべて「一つの力の諸分肢」(Weltseele, ED 297 =SW II, 565 = 
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AA I/6, 252; Erster Entwurf, 230 =SW III,207 = AA I/7, 216)なのである。 

「これらの段階すべてを通じてしだいに下って、植物の内にいたるまで失われてくる

ものは、ひとつの有機組織であり、また最初の動物の感受性から始まって最後の植物

の再生産力の中にいたるまで失われていくものは、絶えず作用するひとつの原因であ

る。」(Erster Entwurf, 234f. =SW.III,206= AA I/7, 218f.)  

Es ist also Eine Organisation, die durch alle diese Stuffen herab allmählich bis in die Pflanze 

sich verliert, und eine ununterbrochen wirkende Ursache, die von der Sensibilität des ersten 

Thiers an bis in die Reproductionskraft der letzten Pflanze sich verliert. 

有機体の能動的過程は、二重性を合一しようという収縮と二重性を再興する拡張との交

替過程として捉えられる。この過程が「興奮性」(Erster Entwurf, 182 =SW III, 168 = AA I/7, 

179)と呼ばれる。この過程はさらに、収縮して均衡すなわち静止に到るたびに、「形成衝動」

あるいは「産出的能動性」(Erster Entwurf, 187 =SW III, 171 = AA I/7, 190)となって、産物

へと移行する。感受性（同一性における二重性）－興奮性（収縮と拡張との交替）－形成

衝動（第三者としての産物）という以上の過程は「刺激反応」という一つの過程であり、

たえずその能動性に復帰してゆく同一の有機体の内部過程である。これらの過程は個体的

有機体の場合には、均衡がたえず破壊され再興されては成長を繰り返し、生殖を通じて類

を維持するという過程であり、それ自体が外界との交互関係過程の内にある。 

自己内で閉じた自己還帰的な有機体の理想化されたこのモデルは、シェリングにとって、

普遍的有機体の理念を提示するための基本図式となりうるものと考えられた。 

3. シェリング自然哲学からみた人間と自然との関係 

シェリングの自然哲学的考察の到達点は同時に、同一性哲学体系への転回点でもあった。

このことをシェリングは、1800 年の論文「力動的過程あるいは自然学の諸カテゴリーの普

遍的演繹」7の末尾で明確に表明している。 

自然は「光」を通じて直観を可能にし、経験を可能にしている。したがって経験的自然

はシェリングにとって、自然そのものの根源的な（不可視の）能動性が産出すると同時に

その産物の中で光によって目に見えるものとなり、自己を開示している過程と捉えられる。

自然諸現象の無限の多様性と深みに「意識をもって到達すること」(Zeitschrift für spekulative 

Physik, 1.Bd., 1.H., S.100＝SW IV, 3 = AA I/8, 297)は不可能であるにしても、理論的構成を

継続して、それらの現象を自然の普遍的諸力にもとづく力動的過程として構成することが

できるならば、有機的自然を含む「あらゆる力動的運動が、その究極的根拠を、自然その

ものという主体の内にもつ Alle dynamischen Bewegungen haben ihren letzten Grund im 
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Subject der Natur selbst, 」(ibid., 1.Bd., 2.H., S.84 =SW IV, 76 =AA I/8, 364)ということは確証さ

れるであろう。 

このような論拠によって自然は、フィヒテの超越論的観念論において絶対的なものとさ

れた自我と構造的には等しい主体－客体として基礎づけられる。だがシェリングはこの帰

結からさらに一歩を進めて、自然哲学を決定的に自立した学とする。超越論的観念論の原

理は自己意識において成立する自我であり、見ることと存在との合一、主観－客観である。

しかし自然そのものがすでに主体としてその能動性を、産物を通じて可視的にする過程で

あり、光によってみずからを可視的にするとともに、見ることそのものを可能にしている。

とすれば、見ることとしての意識そのものは自然の主体－客体化過程の帰結であり、「自然

自身の志向」(ibid., 1.Bd., 2.H., S.85 =SW IV,77 =AA I/8, 365)であるといわねばならないであ

ろう。自然はたしかに意識を欠いた産出性である以上、みずから見ることはできない。し

かしたえず潜勢力を高めていく自然の自己産出過程が段階的に可視的になっていくという

ことは、まさに「自然の限界において観念論が出現せざるをえない」(ibid., 1.Bd., 2.H., S.84 

=SW IV,76 =AA I/8, 364)ということを意味している。 

「観念論者は、彼が理性をあらゆるものの自己創造者とする場合に、正しい。という

のは、これは自然そのものの内に基礎づけられているからである。」(ibid., 1.Bd., 2.H., 

S.85 =SW IV,77 =AA I/8, 365) 

Der Idealist hat Recht, wenn er die Vernunft zum Selbstschöpfer von allem macht, denn dieß 

ist in der Natur selbst gegründet. 

自我がそのようなものとしてみずからを意識することは、まさに自然がめざしてきたも

のであり、自然はそのような高みへと潜勢力を高めていく「素質」をすでに内含している。

自然過程の頂点における人間の出現は、シェリングの理解からすれば、主体としての自然

が自己を見るというその潜勢的志向を実現するために、自分の有機的部分を人間理性とし

て分離したということになろう。ところが超越論的観念論が自己意識において成立する自

我を絶対化する場合には、その存立の根拠としての自らと自然との連関が忘却されてしま

う。人間が意識をもって「自然から身をもぎ離すということ」が「自然自身の志向」であ

るからこそ、人間と世界との現実的連関を分断するような観念論は主観的にすぎないもの

に転落し、その絶対性も見せかけのもの、「仮象」となる。 

「観念論者は自然自身の志向を、自立的な人間によって持つ。しかし、まさにそのこ

とが自然の志向であるがゆえに、－－（かりにこう語ることが許されるとすれば、人

間がこのような仕方で自己を自然から引き離すということ！を自然が知っているがゆ

えに）－－かの観念論そのものが再び仮象となる。観念論は説明されうるものとなる」

(ibid. =AA I/8, 365)。 
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er hat die eigene Intention der Natur mit dem Menschen für sich, aber eben weil es die 

Intention der Natur ist- (wenn man nur sagen dürfte, weil die Natur darum weiß, daß der 

Mensch auf solche Art sich von ihr losreißt !) – wird jener Idealismus selbst wieder zum 

Schein; er wird selbst etwas Erklärbares... 

ここで観念論者として念頭に置かれているのはむろんフィヒテである。フィヒテの『道

徳論の体系』(Das System der Sittenlehre, 1798)によれば、「自我はおのれの絶対性の意識によ

り自己自身を－－自己自身から－－引き離す。そして自己を自立的なものとして立てる

Durch das Bewusstseyn seiner Absolutheit reisst das Ich sich selbst － von sich selbst － los, und 

stellt sich hin als selbständiges.8」(FW, Bd.IV, 32)。ここで、引き離す自己と引き離される自己

と呼ばれるものは何か。フィヒテはいう。「意識を有する絶対的な力としての自我は自己を

－力と意識を欠いた所与の絶対的なものとしての自我から引き離す Das Ich, als absolute 

Kraft mit Bewusstseyn, resist sich los － vom Ich, als gegebenem absoluten, ohne Kraft und 

Bewusstseyn.」(ibid., 33)。つまり意識を有する自我とは、まさに意識を欠いた自我から分離

することにおいてはじめて絶対的なものとして存立するものにほかならない。その絶対性

と自立性はじつは、意識を欠いた自我の絶対性、すなわち自然の絶対性によって支えられ

ていたといっていよい。つまり、見ることとしての自我の絶対性は、自我がおのれの根拠

として自然を想起しないかぎり、存在との連関を喪失した見せかけのものにすぎないこと

になる。 

フィヒテは 1801年 5月 31日付でシェリング宛に「感性の世界すなわち自然は、意識と

いうこの小さな領域の内に存在する 9」ものでしかないと書き送ったが、このように自然

の自立性が剥奪されるならば、意識と存在との同一性という知の真理性そのものの基盤が

揺るがされざるをえない。その場合には、意識の見ること、知そのものも存在にかかわる

ことなく「まるでこの世界に属さぬかのように」(1804年の遺稿「全哲学の体系」、SW VI, 

144)ふるまうものに縮小されてしまうであろう。 

自然全体がその潜勢的指向を実現して意識にまで高まってくる際に残したその諸段階の

「記念碑」を把握するという自然哲学の営みは、理性の「超越論的な記憶」の想起であっ

て、理性はいっさいの自己創造者として誇ろうとも、自分の後にみずからの存立根拠とし

て有機体を引きずっている。けれども人間が自然を認識できるのは、まさに人間が身体を

欠いた「純粋な精神」(SW IV,77 =AA I/8, 365)ではないからであり、むしろ自由にして自然

的な存在者だからである。人間は自然存在者であるからこそ、主体としての自然そのもの

から主体としての力を付与され、主体でありうる。主体として、自然にかかわり、自然と

の相互作用の中で生き、活動できる。シェリングの自然哲学的探究はまさに「主観性が自

分自身の可能根拠としての自然を想起する」ことを教え、人間－自然の複合的構造主体の

74

自然　　環境　　人間



 

 

運動モデルを提示していると解釈できよう。 

このような人間－自然関係の把握とはまったく異質、正反対のとらえ方が、フィヒテの

観念論の立場からする把握である。それは近代以降、現代に至るまで基本的に主流をなし

てきた見方にも通じるものがある。 

フィヒテは 1801年に発表した『人間の使命』以来、汎生命論的な傾向を強めるようにな

り、1806年の通俗講義『学者の本質』第二講義では「絶対的なものは生命であり、生命は

絶対的なものである」(FW VI, 361)とまで語る。しかしこの汎生命論において絶対的な生

命の現れとして認められるのはただ人間理性のみ、「人類 das menschliche Geschlecht」(FW 

VI, 362)のみである。自然は生きたものではなく、どこまでも「死んだ、自己のうちに閉

じこめられて硬直したそこにあるもの todt, ein starres und in sich beschlossenes Daseyn」(FW 

VI, 363)にとどまる。それゆえ、人間的生命が無限に発展していくために人間的生命の「手

段および制約」として、人間的生命によって「廃棄されるべきもの」としての意義しかも

たない。さらに自然は、人間的生命を制限し脅かし束縛するものであって、人間的生命は

このような制限としての「自然諸力」を「人間の目的」に「服従」させることによっては

じめて、その「自由」によってみずからの独立と力を獲得することができる(FW VI, 369f.)。

フィヒテにおいて自然の認識もすべては、自然力を「人間の目的」に服従させるためにな

されるものとなる。フィヒテの汎生命論は本質的に自由の発現とそのための自然の支配で

あり、ここでも自我＝人間中心主義が貫徹される。フィヒテにとって自然とは、もっぱら

人間の自己陶冶の材料にすぎない。 

これに対してシェリングは反論する（1806年の書評 10=SW VI., 4ff.）。フィヒテの主張の

根底にあるのは、働きかけるべき客観をもつ必要があるという必然性と、しかも全体と一

つになってしまうのではなく、自分だけで自立的にあらねばならないという必然性である。

一方で「自由」を獲得するためには働きかけるべき客観的世界が必要である。客観がなけ

れば、主体としての自分自身も消失してしまうであろうから。だが他方で客観的世界は、

利用できる「死んだ自然」でなければならない。フィヒテの立場では、もし相手が「生け

る自然」であることになれば、自分のほうが客観に、つまり死んだものとなってしまうで

あろうから。フィヒテは、死んだ自然が「理性的生命によってその展開の中で、生命を与

えられるべきだ Sie [= die Natur] soll ferner durch das vernünftige Leben in seiner Entwicklung 

selber belebt werden.」(FW VI, 363)という。しかしこの主張が意味するものは、じつに自然

を人間のために「有用で利用しうる nützlich und brauchbar」(FW VI, 370)ものとして支配し

ようという「経済合理的・目的論的な原理 das ökonomisch-teleologische Princip」(SW VII, 17)

にほかならない。それゆえフィヒテのいう理性的生命による自然の賦活とは、実際は自然

の殺害にほかならない。「ひたすら自然が人間の目的に従属するかぎりでは、自然は殺され
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るから soweit nur immer die Natur menschlichen Zwecken dient, wird sie getödtet.」である。フ

ィヒテにおいては自然諸力を服従させ、自然を利用しうるものとすべきだという経済的な

見方だけでは足りず、「人間の周りを上品にanständigとり囲む」(FW VI, 370)いわば人工的

環境に変えようとする「美的な見方」(SW VII, 18)をもたなければならないとされる。その

根底には、「自然がみずから生きているものとしてわれわれに現れてくるような直観の」癒

しがたき「欠如 der Mangel jener Anschauung, dadurch uns die Natur als selbstlebendig erscheint」

(SW VII,19)があるのであって、そこからは「全面的な精神の死Geistestod」が帰結せざるを

えない。このようにシェリングは断ずる。 

フィヒテの人間中心主義の意図は、人間の生存を脅かす「自然の猛威 Naturgewalt」によ

る被害を予防し、「自然科学と技術 Kunst、巧妙な道具と機械を武器として、あらゆる自然

の猛威を乗り越え」(『現代の根本特徴』1806 年= FW VII, 163)ようということであった。

このことがフィヒテの時代だけではなく今日でもなお人類の進歩と見なされることがある

だけに、これに対するシェリングの批判は重要である。シェリングは、フィヒテの主張に

は「主観のうちにあるもの以外のあらゆる自然と生命性を忌み嫌うまぎれもない嫌悪 ein 

wahrer Abscheu gegen alle Natur und Lebendigkeit ausser im Subject」(SW VII, 19)が潜んでお

り、しかもそれはフィヒテ哲学のみならず、時代の特徴でもあると指摘する。フィヒテは

時代を「罪業の完成せる状態 der Stand vollendeten Sündhaftigkeit」(FW VII, 12, 18)と特徴づ

けたが、シェリングにとって、その罪業の本来の原理は「自我性 Ichheit」にある。フィヒ

テの反自然の主張は、主観性を玉座に据える時代を代弁したものと捉えられた。 

やがて『人間的自由の本質』（1809）11で語られるように、「罪の始まりder Anfang der Sünde」

は、人間が「みずから創造する根拠となろうとし、また人間が自分のうちにもつ中心の力

によって、あらゆる事物の支配者となろう um selbst schaffender Grund zu werden, und mit der 

Macht des Centri, das er in sich hat, über alle Dinge zu herrschen」とするということにある(OA, 

475 =SW VII, 390)。しかし人類の自己陶冶は、またフィヒテのいう自然を利用する営みそ

のものも、シェリングからすれば、自然という現実的全体の中でなければ、また自然との

統一なしには不可能である。そうである以上、「我欲は、全体からそして統一から自分を切

り離せば切り離すほど、ますますみすぼらしく、哀れむべきものとなる」(die [= die 

Selbstsucht] in dem Maß, als sie vom Ganzen und von der Einheit sich lossagt, immer dürftiger, 

giftiger wird.)のであり、そこには「たえず自分自身を破壊していく矛盾」(der sich selbst 

aufzehrende und immer vernichtende Widerspruch)(OA,475 =SW VII, 390f.)が潜んでいるといわ

なければならない 12。シェリングのこのような批判は、現代の科学・技術が原理的にフィ

ヒテ的な自然・人間関係観に立脚して構築され営まれている以上、現代科学・技術のみな

らず、現代社会のあり方そのものにまで向けられたものということが許されるだろう。 
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