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エコロジーの必要性

エコロジーと汎精神
鷲田豊明

地球 温暖 化対 策な ど の重要 な課 題で ︑関 係 主体の 利害 対立 によ っ て様々 な障 害を 抱え る
状態が 続き ︑人 間の 行 為によ る生 物多 様性 の 喪失︑ 生命 の生 殖活 動 を根本 的に 変え る可 能
性を持 った 化学 物質 汚 染など の実 体を 知る と ︑環境 との 関係 で人 間 存在の あり 方を 根底 か
ら考え 直さ なけ れば な らない ので はな いか と いう疑 問が 湧い てく る ︒この よう なと きに 気
になるのがエコロジーという思想である︒
エコ ロジ ーは ︑地 球 上に存 在す るさ まざ ま な生物 種︑ そし てそ の 存在を 支え てい る大 気
や水の 循環 など の物 理 的環境 の相 互依 存関 係 に関す る体 系化 され た 知識︑ ある いは そう し
た知識 を形 成し よう と いう人 間の 営み ︑そ し て︑そ れに よっ て人 間 という 種の 存在 のあ り
方︑あ るい はそ の社 会シ ステム のあ り方 を理 解 し︑そ れに 問い かけ よう とする 学問 であ る︒
エコロ ジー はこ のよ う な発想 を前 提に しな が らも︑ イン ダス トリ ア ル・エ コロ ジー とい う
領域も 存在 する よう に ︑人間 が築 いた 高度 な 工業化 社会 を組 み直 そ うとい う傾 向も 含ん で
いる︒
これ から の環 境保 全 型社会 を構 築す る上 で ︑エコ ロジ ー思 想に 対 する理 解と 普及 はい っ

︵ １︶

︒グリ ー ン・リ ベ ラ リ ズ

そう重 要に なっ てい く だろう ︒筆 者は すで に 別の論 文で ︑エ コロ ジ ー思想 が︑ グリ ーン ・
リベラ リズ ム︵環 境自 由主義 ︶と深 い関 連を 持つこ とを 示し た

ムとは︑個人の自由と環境保全を両立させるような新しい自由主義のことである︒
その 中で ︑個 人あ る いは社 会と して ︑生 物 やそれ を含 む生 態系 に 対する 共感 とし ての ︑
環境意 識の 高ま りの 重 要性を 指摘 した ︒そ れ は︑言 い換 えれ ば︑ 他 の生物 や自 然環 境に 対
する人 間の 価値 意識 の 問題で ある ︒人 間と いう 存在の 絶対 的優 位性 に こだわ って いる 限り ︑
環境保 全型 社会 シス テ ムも持 続可 能な 地球 社 会のあ り方 も︑ 確か な ものと して は見 えて こ
ない︒
この よう な意 味で の 人間と 自然 の関 係を 考 える上 で︑ 人類 がこ れ までに 考え 出し た宇 宙
観︑世 界観 が︑ 自然 を どのよ うに 価値 づけ て いたの かを 理解 する こ とはと ても 大切 なこ と
だと私は考えている︒
本稿 では ︑エ コロ ジ ーの前 提と なる ︑生 態 系の基 本問 題を 示し ︑ それを 受け 止め る思 想
が︑宇 宙や 世界 の根 源者 を求め 続け た東 洋思 想 の中に 含ま れて いる こ とを明 らか にし たい ︒
それに よっ て︑ エコ ロ ジーと いう 考え 方が 日 本社会 の中 に定 着す る ︑ある いは 核心 とな っ
て広がる一つのチャンネルを示そう︒
二つの生態系問題 ︱︱ 境界と秩序 ︱︱
エコ ロジ ーの 対象 と する自 然は︑生態 系︵ ecosystem
︶で ある︒生態 系とは ︑身近 なも の
から地 球そ のも のま で ︑およ そ私 たち が﹁ 自 然﹂と いう こと ばで イ メージ する もの を指 し
ている︒

︵ ２︶

生態 系と いう 概念 は 一九三 五年 にイ ギリ ス の生物 学者 タン ズリ ー︵ A.G.Tansley
︶に よっ
︒生 態 系は︑生 物群 集と その 物 理的環 境の まと まり

て初め て提 唱さ れた と いわれ てい る

を全体 性の ある シス テ ムとし てと らえ た概 念 であり ︑生 物的 要素 と 非生物 的要 素︑ およ び
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それら の相 互依 存関 係 を一体 のも のと して 把 握して いる とこ ろに ︑ この概 念の 見逃 しが た
い特徴がある︒
森と いう まと まり ︑区 画され た干 潟︑川の 特定 の流域 など の存 在感 あ る自然 はも ちろ ん︑
小さな 水た まり や一 塊 の土も また ︑と らえ よ うによ って は一 つの 生 態系を 構成 して いる と
いって も差 し支 えな い ︒もち ろん ︑地 球も ま た最大 かつ 包括 的な 生 態系を 構成 して いる の
である︒
この よう に考 えれ ば ︑生態 系も わか りや す く単純 な概 念で ある よ うに思 える ︒し かし ︑
この生 態系 概念 は︑ 二 つの本 質的 な問 題を 抱 えてい る︒ 第一 に︑ あ る生態 系の 境界 をど の
ように 定め るの かと い う問題 であ り︑ 第二 に ︑生態 系の 全体 とし て の秩序 ︑調 和が ある こ
とを認 める かど うか ︑認 めると する なら ばそ の 創造原 理は 何で ある の かとい う問 題で ある ︒
まず 境界 問題 につ い て簡単 に述 べよ う︒ 私 たちは ︑具 体的 生態 系 を一つ の区 分し たま と
まりと して とら え︑ 特 定の森 林生 態系 とか 干 潟生態 系な どと 理解 す る︒し かし ︑地 球が 一
つの生 態系 とし てと ら えられ ︑そ の中 の構 成 してい る生 物種 が複 雑 に関連 しあ い︑ 大気 や
水がグ ロー バル な循 環 を形成 して いる 事実 を 考えれ ば︑ その 中で 区 分され た生 態系 で独 立
して存 在し てい るも の はほと んど ない と考 え てよい ︒そ の意 味で ︑ 生態系 の境 界は 人間 に
とって必要性から区分され恣意性を持っている場合が少なからずある︒
︶な構造 とし てと らえ ︑区分さ れた 生態 系を ホ
holarchic

区分 され た生 態系 同 士は密 接な 関連 を持 つ と共に ︑高 度な 入れ 子 構造を 持っ てい る︒ こ
のよう な構 造を ︑ホラ ーキッ ク︵

︵３︶

︒

︶と 認識し ようと いう 主張 もな さ れてい る ︒ホ ロン とは ︑それ自 体が 全体 的で
ロン︵ holon
あり個 体的 な存 在で あ るもの ︑す なわ ち︑ そ れ自身 がよ り包 括的 な もの︵ それ もま たホ ロ
ン︶の一部であると共に︑それ自身の中にまたホロンとなる要素を含むものである

時計 など の機 会シ ス テムか ら類 推さ れた ホ ロン概 念を ︑直 接︑ 生 態系や 生命 現象 のよ う
な複雑 シス テム に適 用 するこ とは 必ず しも 妥 当とは 思え ない 面も あ るが︑ 一面 の事 実を と
らえていることは確かである︒
要す るに ︑生 態系 は 境界を 客観 的に 定め る ことが 困難 であ るよ う な︑特 殊な 複雑 系で あ
るとい うこ とで ある ︒生 態系を 考え る場 合︑この ことを まず 念頭 にお か なけれ ばな らな い︒
次に ︑生 態系 に全 体 的な秩 序が ある か否 か という 問題 であ る︒ 本 稿の以 下の 議論 では ︑
境界問題よりも︑この秩序問題の方が重要である︒
生命 の個 体に は全 体 的な秩 序が 存在 する ︒ たとえ ば︑ 人間 は個 体 として 全体 的な 秩序 と
調和を 維持 する ︒そ れ は︑遺 伝子 とい う設 計 図があ るか らだ ︒経 済 システ ムも ︑個 別主 体
の選択 の自 由が 認め ら れてい ても ︑政 府な ど の中央 権力 が存 在し て 全体的 秩序 を維 持し よ
うとし てい る︒ 一方 ︑ 生態系 は個 体や 個体 群 は︑自 己の 生命 を維 持 し拡大 しよ うと はし て
も︑自 己の 全体 とし て の秩序 を形 成す る情 報 ︑計画 ︑あ るい は力 の ある主 体を 持っ てい る
とは考えられない︒
した がっ て︑ 生態 系 に全体 とし ての 秩序 が あるか 否か は︑ 一つ の 問題と なる ︒こ の問 題
には︑ 肯定 的な 回答 も 否定的 な回 答も 与え ら れうる ︒が ︑エ コロ ジ カルな 観点 に立 てば ︑
肯定的 な回 答を 与え る のが妥 当だ ろう ︒生 態 系は︑ 無秩 序な 混沌 で はなく ︑成 熟し た状 態
であれ ばあ るほ ど︑ 気 候や水 の循 環に 関わ る 物理的 な環 境に 対応 し た生物 種が 配置 され ︑
それらが絶妙のバランスを取っていることを︑私たちは直感的にも理解できる︒
生態 系に この よう な 全体と して の秩 序が 存 在する なら ば︑ それ が どのよ うな 原理 にも と
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づいて いる かを 問わ な ければ なら ない ︒こ の ような 原理 とし ては ︑ 生態系 を流 れる エネ ル

︵ ４︶

ギー流 に注 目し たも の が有力 であ る︒ これ に ついて は︑ ロト カ︵ A.J.Lotka︑ 一九 二二 ︶
︒これ ら を包括 する もの とし て︑カイと シュ ナイ ダー
以来数 多く の研 究が 行 われて きた

︑ 一 九九三 ︶が ︑エ ネル ギ ー散逸 最大 化原 理︵ 再 定式化 され た熱 力学 の
︵
Kay
&
Schneider
︶
第二法則︶というのを提示した ︵５︒
この 原理 は︑ 生命 誕 生と存 在・ 持続 意味 を も明ら かに する よう な 一般命 題と して 提示 さ
れてい るが︑生態 系に 関 しては 次の よう なも の となる︒生態 系に は︑特 殊な場 合を 除い て︑
太陽光 とい う熱 源・ エ ネルギ ー源 と︑ もう 一 方で大 地あ るい は水 の 循環な どの 冷熱 源︵ 熱
︑熱的 格差 ︶を より 効
的シン ク︶ が存 在す る ︒この 二つ の源 泉の 間 の熱的 傾斜 ︵ gradient
率的に解消するように生態系の秩序が形成される︑というものである︒
例え ばあ る面 積の 土 地がた だの 無機 的性 質 の強い 更地 であ る場 合 と草で 覆わ れて いる 場
合を比 べて みよ う︒ 太 陽の光 が照 りつ けれ ば ︑更地 の温 度は 一方 的 に高く なっ てい く︒ こ
れは︑ 熱的 傾斜 が大 き くなる こと を意 味す る ︒光が ︑使 えな いエ ネ ルギー に転 化す る割 合
は小さ い︒ しか し︑ そ こが草 地に なっ てい れ ば︑植 物の 光合 成︑ そ れを支 える 生物 的あ る
いは非 生物 的環 境に よ って︑ 加え られ たエ ネ ルギー はよ り急 速に 廃 熱化し てい く︒ 熱的 傾
斜が大きくなることを妨げる︒このようにイメージすればよい︒
この よう に効 率的 に エネル ギー を拡 散す る 構造を ︑生 態系 は全 体 的な秩 序と して 形成 す
るとこ の原 理は 語っ て いるわ けで ある ︒廃 熱 ︑ある いは 使え ない エ ネルギ ーを より 効率 的
に生産 する ︑す なわ ち 全体と して のエ ント ロ ピーを 増加 させ る代 わ りに︑ その 代償 とし て
秩序が形成される︒
論文 では さま ざま な 例証を 与え てい るが ︑ それに 依拠 しな くて も ︑この 原理 は直 感的 に
も理解 しや すく ︑受 け 入れる こと に大 きな 困 難を感 じな い︒ ただ し ︑二つ の大 きな 問題 が
ある︒ 第一 に︑ この 原 理は﹁ 法則 ﹂と して も 語られ てい るよ うに ︑ なぜこ のよ うな 原理 が
成立す るの か︑ その 理 由を語 って はい ない と いう問 題で ある ︒第 二 に︑実 際に どの よう な
秩序が形成されるのかを示すものとはなっていないという問題である︒
前者 につ いて は︑ 生 態系が 生物 から 構成 さ れるシ ステ ムで あり ︑ 純粋な 物理 的実 体で は
ないた めに ︑引 力は 距 離の二 乗に 反比 例す る という よう な頑 健性 を 持つと は思 えな いと い
うこと があ る︒ 後者 に ついて は︑ この 単純 な 原理に 対し て︑ 生態 系 は高度 な複 雑性 を持 っ
ている ︒こ のよ うな 複 雑な実 体に あら われ る 秩序と 原理 の関 係を し めるこ とは ︑深 刻な 困
難性を持つことが予想されるのである︒
この よう な問 題は あ りなが らも ︑生 態系 が 全体的 な秩 序を 持つ こ とを否 定す るこ とは で
きない ︒こ れを 認め た 上で︑ この こと から 演 繹され る︑ エコ ロジ ー 思想の 核心 を探 って み
たい︒
循環と平等
生態 系の 全体 的秩 序 が存在 する こと から ︑ 生態系 の第 一の 特質 は 循環に ある こと が予 想
される ︒循 環と は繰 り 返しの こと であ る︒ し たがっ てそ れは ︑私 た ちが用 いる リサ イク ル
という 概念 より も広 い 意味を 持つ ︒生 物の 死 と再生 の繰 り返 しが あ り︑季 節に 同期 化す る
ように ︑植 物の 姿の 変 化が繰 り返 され ︑動 物 の移動 が繰 り返 され ︑ そして ︑大 気や 水︑ 栄
養塩に 関わ る物 質の 利 用も繰 り返 され る︒ こ の最後 のも のは ︑物 質 循環と 呼ば れて いる ︒
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もちろん︑生態系に関する循環はこれにとどまらない︒
繰り 返し を同 期化 し ている 因子 は太 陽の 日 周期︑ ある いは 年周 期 ︑さら には 月の 周期 で
ある︒
生態系における循環は︑このシステムが全体として生きていることの証に他ならない︒
個体 ︑あ るい は個 体 群の再 生が 繰り 返さ れ ること は︑ 個体 の傾 向 から当 然の 帰結 とし て
考える こと がで きる が ︑シス テム の全 体と し ての状 態が 繰り 返さ れ ること は︑ 一つ の選 択
である ︒生 態系 が状 態 を再生 せず に︑ まっ た く新し い状 態を 次々 に 生み出 して いく 選択 も
あり得 るわ けで ある ︒ 生態系 には ︑遷 移と い う状態 の変 化し てい く 過程も 存在 する が︑ そ
の中で も全 体的 状態 の 繰り返 しは 存在 し︑ 極 相的な 成熟 状態 では 繰 り返し はよ り完 全な も
のとなっていく︒
生態 系が 循環 とい う 戦略を 選択 する のは ︑ それが 質の 高い 全体 的 秩序を 確実 に持 続さ せ
ること につ なが るか ら である ︒エ ネル ギー 散逸 最大化 原理 に即 して い えば︑より 安定 的に ︑
効率よ く︑確実 に太 陽光 によっ て作 られ た熱 的 傾斜を 劣化 させ るこ と ができ るか らで ある ︒
次々に 新し い状 態を 創 出しな がら ︑生 態系 を 維持す るこ とは ︑高 い リスク を負 うこ とで あ
る︒持続の条件を常に局所的に確保することが︑安定につながるのである︒
生態系の第二の特質は平等である︒平等は循環よりも本質的な特質である︒
生態 系に 全体 とし て 秩序が ある こと は︑ そ の構成 要素 はこ の秩 序 維持に 必要 とさ れて い
ること を意 味し てい る ︒全体 の秩 序は ︑個 別 の要素 の目 的や 動機 よ りも上 位に ある ︒全 体
秩序に貢献し得ない個別要素は淘汰されるのである︒
もち ろん 生態 系は ︑ 時計や コン ピュ ータ の ような 機械 的シ ステ ム ではな いの で︑ 外部 環
境の変 化あ るい は内 部 的な攪 乱に 柔軟 に対 応 できる よう に︑ 生態 系 の全体 とし ての 能力 に
応じた 冗長 性を 持っ て いる︒この 冗長 性の 範囲 で︑個 別の 要素 は自 由を 持つこ とが でき る︒
生態 系に とっ て︑ そ の全体 的秩 序の 維持 が 個体や 種を 上回 る重 要 性をも ち︑ 個別 要素 が
その秩 序維 持に 欠け て はなら ない 存在 なら ば ︑すべ ての 構成 要素 は 全体秩 序の もと で平 等
である と言 って もよ い ︒平等 とは ︑ど の要 素 がより 重要 な存 在で あ るとも ︑重 要で ない と
もみな せな いと いう こ とであ る︒ 人間 にと っ て必要 であ ると かな い とかい う基 準も ︑少 な
くとも︑生態系の全体的秩序にとっては適切な評価ではない︒
また ︑人 間が その 生 態系の 構成 要素 であ る 場合は ︑他 の構 成要 素 と人間 もま た平 等な 関
係にあ るこ とを 意味 し ている ︒こ の意 味で の 平等性 は︑ ディ ープ ・ エコロ ジー の考 え方 の
中に含まれている︒
さら に︑ この 意味 で の平等 性は ︑人 間は も ちろん ︑さ まざ まな 生 物種に 対し て適 用さ れ
るだけ では なく ︑水 や 大気の 循環 も含 めて す べての 非生 物的 要素 に 対して も適 用さ れな け
ればならないということは︑必然的︑論理的帰結である︒
先に ︑こ の平 等と い う生態 系の 特質 が︑ 循 環とい う特 質よ りも 本 質的な もの であ ると 指
摘した ︒そ の理 由は ︑ 平等を 突き 詰め ると ︑ 循環が 出て くる から で ある︒ 循環 は繰 り返 し
のこと であ り ︑再 現あ る いは再 生で ある ︒それ は 過去 ︑現 在 ︑未 来と いっ た時間 的な 違い ︑
位置な どの 空間 的な 違 い︑生 命あ るい は物 質 的状態 の違 いな どに つ いて評 価の 高低 を認 め
ない世界観︑宇宙観から帰結する思想なのである︒
たと えば ︑牛 は草 を食 べるか らと いっ て︑草よ りも高 い評 価が 与え ら れるわ けで はな い︒
牛を食 べる 人間 もま た しかり であ る︒ 桜は 春 には花 をつ け︑ 葉桜 と なり︑ 秋に は葉 を落 と
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し︑冬 につ ぼみ を付 け る︒ど の桜 に価 値が あ るとい うわ けで はな く ︑ただ 繰り 返さ れる の
である ︒命 もま た連 綿 とした 再生 であ り︑ そ の意味 で生 も死 もま た 平等で あり 繰り 返し な
のである︒
こう した 発想 が現 実 を超え かか って いる の では感 じる 読者 もい る だろう ︒事 実︑ 著者 と
しては あえ てそ れを 意 図して いる とこ ろが あ る︒形 而下 の概 念を 形 而上の 概念 につ なげ て
いきたいと思っているのだ︒
この よう な思 考の 飛 躍の必 要性 はま た後 に 述べる が︑ 当面 はこ の 飛躍の 目的 でも ある ︑
このような循環と平等という考え方が︑東洋思想の中に含まれていることを確認する︒
東洋思想と汎精神
東洋 思想 には さま ざ まな潮 流が ある ︒そ の すべて につ いて 明ら か にする こと は︑ 私の 能
力をは るか に超 えて い るとと もに ︑必 要な こ とでも ない ︒可 能か つ 必要な こと は︑ 代表 的
な東洋 思想 に共 通す る 要素を とら える こと で ある︒ 以下 では ︑そ の 共通す る要 素と して ︑
しかも それ ぞれ の思 想 の核に なる 要素 とし て 平等が とら えら れる こ とを示 す︒ そし て︑ 特
に重要 な平 等思 想が 生 まれて くる 背景 に︑宇宙 と世界 の根 元的 構成 原 理ある いは 力で ある ︑
普遍的 精神 が個 別主 体 に内在 する とい う汎 精 神論が ある ︒以 下で は ︑この 汎精 神論 と平 等
主義の関係を論じたい︒
東洋 思想 とし てこ こ で取り 上げ るの は︑ 古 代イン ド思 想︑ 仏教 ︑ 老荘思 想︑ そし て日 本
近世の三浦梅園の全体論である︒
古代インド思想
壮大 な宇 宙観 を示 し たイン ド哲 学は 紀元 前 千二百 年頃 以降 にイ ン ド・ア ーリ ア人 によ っ
て編纂 され た一 連の ヴ ェーダ とい われ るバ ラ モン教 の宗 教文 献集 に 始まる ︒哲 学的 な教 義

︵６︶

︒

はそれ に付 随す るウ パ ニシャ ッド とい う文 献 に記載 され てい た︒ そ のため にウ パニ シャ ッ
ド哲学とも呼ばれる

この ウパ ニシ ャッ ド は紀元 前五 〇〇 年頃 を 中心に 前後 数百 年に わ たって 多く の哲 人に よ
って書 かれ たも ので ︑ 膨大な 数の 文献 があ る が︑紀 元前 に成 立し ︑ 古ウパ ニシ ャッ ドと い
われるものがインド哲学の本質を理解する上で重要なものとなっている︒
ウパ ニシ ャッ ド哲 学 の中心 思想 は梵 我一 如 である と言 われ てい る ︒梵は ブラ フマ ンの 漢
訳であ り︑ 我︵ 自我 ︶ はアー トマ ンの 漢訳 で ある︒ ブラ フマ ンは ︑ この宇 宙の 全体 とし て
の秩序 の形 成原 理︑ 秩 序その もの ︑ま た秩 序 を担っ てい る実 体そ の ものを 指し てい る︒ 一
方︑ア ート マン は︑ 人 間もふ くめ てこ の宇 宙 ・世界 を構 成す る個 別 の構成 主体 の本 質︑ 存
在の中 にと け込 んで い て︑存 在を 成り 立た せ ていて ︑人 間の 思弁 で はとら える こと ので き
ないも の︑ 特に 人間 の 存在の 根本 にあ って ︑ 時間を 超越 して その 人 間を主 体た らし めて い
る霊的なものである︒
ブラ フマ ンも アー ト マンも ︑お よそ 言葉 で は表現 でき ない もの で あり︑ その 意味 でこ れ
らの定 義も 正し いも の ではな いの だが ︑そ れ をあえ て言 葉で 表そ う とした もの がウ パニ シ
ャッド の哲 学な ので あ る︒そ して ブラ フマ ン とアー トマ ンが 同じ も のであ るこ とを 語っ た
のが︑ 梵我 一如 にほ か ならな い︒ それ はま た ︑人間 の解 脱の 道︑ す なわち 業に 基づ き再 死
を繰り 返す 輪廻 から の 解脱の 道で もあ った ︒ ブラフ マン とア ート マ ンの同 一性 を単 に理 解
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することではなく︑悟りとしてとらえることによって解脱ができるというわけである︒
この ブラ フマ ンが 精 神的な もの であ るの か ︑物質 的な もの でも あ るのか につ いて は︑ 細
かく見 れば 思想 が雑 然 として いる ウパ ニシ ャ ッドの 段階 では 統一 性 のある 主張 をと らえ る
ことが でき ない ︒し か し︑ア ート マン が物 質 とは区 別さ れた 霊的 ︑ したが って また 精神 的
な存在 とし てと らえ ら れてい る限 り︑ それ と の同一 性を 主張 する 点 におい てブ ラフ マン も
また宇 宙の 秩序 を示 す ︑した がっ てそ のよ う に物質 の造 化を 動機 づ ける精 神的 存在 であ る
と認めるのが自然である︒したがって︑それは本稿で言う汎精神に一致する︒
この よう な内 在的 本 質とし ての 汎精 神が ︑ 権威を 持つ に従 って ︑ 万物の 差異 を超 越し た
平等性 と空 間的 ある い は時間 的に も普 遍性 が 認識さ れる ︒万 物の 差 異が単 なる 現象 に過 ぎ
ず︑本 質は 同等 とい う ことに なる から であ る ︒しか し︑ ウパ ニシ ャ ッドに おい ては ︑汎 精
神は絶 対者 ︑根 元的 秩 序の形 成者 では あっ て も︑人 格性 ある いは 神 性を十 分持 って はい な
かった ︒そ のた めに 差 異の超 克が 弱く ︑逆 に ︑普遍 的精 神が 差別 を 生み出 すと いう 考え 方
すら生まれてしまっている︒これについては次の二つの点が指摘できる︒
第一 に︑ ウパ ニシ ャ ッド哲 学の 中に は︑ こ のブラ フマ ン自 体が ︑ 近代ま で隠 然と つな が
るイン ドの 不平 等思 想 カース ト制 度の 大き な 枠組み の四 姓制 度︵ 人 間をバ ラモ ン︑ クシ ャ

︵７︶

︒また 事実 ︑イン ド哲学 とこ の四 姓制 度 は︑基本 的に は両 立し て存在 して き た の で あ

トリャ ︑ヴ ァイ シャ ︑ シュー ドラ の階 級に 分 ける︶ を創 り出 した と いう記 述が 含ま れて い
る

る︒第 二に ︑ウ パニ シ ャッド の生 み出 した 輪 廻思想 が差 別の 源泉 に なる︒ 輪廻 思想 は︑ 一

︵８︶

︒前 世の 業

面万物 の不 平等 性に 導 くもの なの であ る︒ な ぜなら ︑ウ パニ シャ ッ ドには ︑前 世の 業に よ
って生 まれ るべ き次 の 世での 姿が 変わ ると い う輪廻 の思 想が 述べ ら れてい る

に応じ てた とえ ば虫 ︑ ブヨの 姿か ら︑ 鳥︑ 魚 ︑蛇︑ そし て人 間な ど 種々の 境遇 に再 生す る
というわけである︒
しか し︑ この よう な 思想的 混沌 は︑ 蒸留 さ れるこ とに よっ て鮮 烈 な平等 主義 が生 み出 さ
れるこ とを ︑一 つは バ ラモン 教の その 後の 展 開の中 で︑ もう 一つ は バラモ ン教 を母 胎に し
て生まれた仏教において確認することができる︒
前者 は︑ 古典 イン ド 思想の 一つ の到 達点 ︑ あるい は結 晶と いっ て もよい バガ ヴァ ッド ・
ギータ ーに 示さ れて い る︒こ れは イン ドの 国 民的叙 事詩 マハ ーバ ー ラタに 組み 込ま れて い
る物語 であ り︑ 現代 に つなが るイ ンド 人の 聖 典の一 つと なっ てい る ︒バラ タ族 の壮 絶な る
戦闘の 間に ︑最 上神 の化 身であ るク リシ ュナ が 迷うア ルジ ュナ に説 い た言葉 とな って いる ︒

︵ ９︶

︒万

そこに は︑ 聖者 はブ ラ フマン とア ート マン に 完全に 身を ゆだ ねる 存 在であ ると され ︑聖 者
にとっ て万 物は 平等 で あるこ とが 繰り 返し︑か つ徹底 的に 強調 され て いるの であ る

物の内 には ブラ フマ ン が内在 し︑ それ はま た 最上神 が存 在す るこ と でもあ る︒ それ によ っ
て一切の生類が平等であり︑人はそのことを認識しなければならないというのである︒
また ︑バ ラモ ン教 の 中での 平等 主義 とい う 点では ︑後 には カー ス ト制度 を非 難す るウ パ
ニシャ ッド が実 際に 存 在し︑ また ︑そ のよ う な思想 家も 生ま れた こ とを忘 れて はな らな い
︒

０︶
︵１

仏教
仏教 は古 代イ ンド 宗 教︵バ ラモ ン教 ︶を 母 胎とし ︑ま たそ れに 対 する批 判と 超克 によ っ
て生ま れた ︒輪 廻︑ 業 ︑解脱 とい った 思想 を 共有し なが らも ︑特 に ︑仏教 にお いて は自 我
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の存在 を否 定し てい る ︒した がっ て︑ 自我 を アート マン に帰 しな が ら肯定 する ウパ ニシ ャ
ッド哲 学の 立場 と鋭 い 対照を なし てい る︒ さ らにバ ガヴ ァッ ド・ ギ ーター にお いて 示さ れ
た平等 思想 が︑ イン ド におい ては 理念 にと ど まった のに 対し て仏 教 の平等 主義 は実 践的 ︑
現実的なものとなっている︒
仏教 が救 済を めざ す 対象は﹁ 一切 の衆 生﹂で ある ︒こ の衆 生と は﹁ 生 きとし 生け るも の﹂
１︶
︵１

︒

のすべ てで あり ︑
﹁すべ ての生 きと し生 ける も のに慈 しみ をも って 接 せよ ﹂が 仏教 の立 場な
のある
この 仏教 の平 等主 義 の背景 には ︑そ の宇 宙 観︑世 界観 が密 接に 関 連して いる ︒第 一に ︑
空︑無︑ある いは 縁起 と いう仏 教思 想が ある ︒縁 起とは 人間 も含 め一 切 の事物 が ︑因 縁︵ 因
果関係 ︑条 件︶ によ っ て成立 して いる もの で あり︑ 固有 の実 体な ど は存在 しな いと いう 思
２︶
︵１

︒先 に述 べ たよう に︒こ れは 一

想であ る ︒こ れは また ︑空の思 想で もあ る ︒こ の ような 認識 のも とで は ︑ある特 定の 事物 ︑
存在に より 高い 価値 が おかれ るこ とも なく な ってし まう
見︑ア ート マン と鋭 く 対立す るよ うだ が︑ ア ートマ ンは 人間 にと っ て知覚 不可 能な 存在 と
してとらえられている点で︑本質的差異ではないと考えることもできる︒
第二 に︑ 宇宙 のあ ら ゆる存 在の 中に 仏性 を とらえ ると いう 思想 が ある︒ 全宇 宙は 一切 が
３︶
︵１

︒

相互関 係の 中に あり ︑ 一輪の 花︑ さら には 一 つの塵 も一 切の 存在 と 関係し ︑そ れら の中 に
も︑ こ の 世界 と 同 型の 世界 が 存 在す る と いう 華厳 経 の 法界 縁 起思 想 がそ の 典 型で あ る

そして ︑そ のよ うな 究 極の相 互関 係の 入れ 子 構造を して いる 世界 の すべて に仏 がま た存 在
してい ると いう わけ で ある︒ これ はま さに ︑ ブラフ マン と同 じ思 想 である ︒し たが って ︑
それはまた汎精神論であり︑その点で仏教の平等主義の根拠となっているのである︒
老荘思想
老荘 思想 とは ︑中 国 の紀元 前五 世紀 頃か ら 始まる 戦国 時代 に著 さ れた書 ﹁老 子﹂ およ び
﹁荘子 ﹂に 表現 され て いる思 想を 指す ︒そ れ らは直 接に 宗教 的背 景 を持っ てい るわ けで は
ない︒ その 点で は︑ バ ラモン 教の 中に あり な がら︑ 絶対 神の 位置 づ けの弱 いウ パニ シャ ッ
ドと似ている︒
老荘 思想 の宇 宙観 の 中で︑ その 根元 的な 秩 序その もの ︑秩 序の 形 成原理 ︑秩 序を 形成 す
４︶
︵１

︒したが って 道は これ ま で定義 して きた 汎精

る力で あり ︑ま た万 物 を生み 出し 成り 立た せ ている もの ︑そ して 人 間の思 弁や 知覚 によ っ
てとら える こと がで き ないも のが 道で ある
神である︒
﹁老 子﹂ には ︑平 等 主義が 明確 に示 され て いると ころ は見 あた ら ない︒ その 点で は﹁ 荘
子﹂を待 たな けれ ばな らない ︒しか し︑
﹁老子 ﹂に は先 に定 義し た広 い意味 での 循環 の思 想
５︶
︒そ れは︑道に 戻るの で
︵１

が繰り 返さ れて いる こ とは指 摘し てお く価 値 がある ︒
﹁ 老子 ﹂では ︑生物が 盛ん に成 長す る
姿の中に︑ 再びそ のも と︵根︶に 帰って いく 姿を見ると いう

あり︑ 人間 もま た道 に 戻り運 命に 身を ゆだ ね るべき だと いう ︒生 態 系の物 質循 環の 定常 性
を︑道の示す秩序と見ているのである︒
﹁老 子﹂が 哲学者 の作 品であ ると する なら ば︑
﹁荘子﹂は︑常 識を 批判 する物 語作 家の 作
品とた とえ るこ とが で きる︒ 道に つい ての 主 要な考 え方 は﹁ 老子 ﹂ と共有 して いる ︒こ の
﹁荘子 ﹂で 最も 注目 さ れるべ きも のは ︑万 物 斉同の 思想 であ る︒ 万 物斉同 とは ︑人 々が 現
実を評 価や 感覚 で対 立 させた り差 別し てと ら えるこ とを 批判 し︑ そ の背後 にあ る同 一性 の
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︒

６︶
︵１

本質を とら える べき だ とする もの であ る︒ 同 一性の 本質 とは 究極 的 には道 とい うこ とに な
る
この 万物 斉同 で著 さ れる平 等主 義は ︑美 醜 ︑善悪 ︑生 死な どに と どまら ず︑ 生物 種の 区
別など 自然 界の 現象 も 含めた ︑文 字通 りの 万 物に対 して 貫か れる べ きもの であ ると して い
る︒有 名な 朝三 暮四 も 万物斉 同を 展開 した 斉 物論編 にあ り︑ 現象 的 で無意 味な 差異 の背 後
にある 共通 の本 質の 立 場に立 つべ きで ある こ とのた とえ であ る︒ ま た︑同 じく 有名 な胡 蝶
の夢も 同じ 篇に あり ︑ 胡蝶が 荘子 にな った の か︑荘 子が 胡蝶 にな っ たのか を区 別す るこ と
の無意味さを語っている︒
先に 述べ たよ うに ︑ 老荘思 想は 宗教 的背 景 を持っ てい ない が︑ 道 として の汎 精神 に高 い
道徳的 権威 が与 えら れ ︑それ が精 神の 内在 的 な創造 原理 と結 びつ く ことに よっ て徹 底し た
７︶
︵１

︒

平等主 義が 生ま れた と いって よい ︒ま た︑ 老 荘思想 には 全体 に鋭 い 文明批 判が あり ︑こ の
点でのエコロジーとの関わりも注目される
三浦梅園の全体論
三浦 梅園 ︵一 七二 三 ︱ 一 七八 九︶ は︑ 近世 初期の 日本 の自 然哲 学 者であ る︒ その 主著
﹃玄語 ﹄に あら わさ れ ている のは ︑一 つの 壮 大な世 界観 ︑宇 宙観 で ある︒ 中国 の老 荘思 想
や朱子 学な どか ら言 葉 自体を 借り なが らも ︑ まった く独 自の 意味 づ けを与 えて ︑独 自の 体
系を展 開し た︒ そこ に は︑こ れま で述 べた 思 想が持 って いた よう な 先験的 な絶 対者 ︑絶 対
精神は そこ には 存在 し ない︒ した がっ て︑ こ れまで 述べ てき たよ う な宗教 的威 力な いし は
道徳的 権威 を持 った 汎 精神と いわ れる よう な ものを その 体系 の中 に 見つけ るこ とは 困難 で
ある︒ にも かか わら ず ︑その 体系 から は︑ 自 然界に おけ る平 等主 義 と循環 思想 が当 然の 帰
８︶
︵１

︒

結とし てあ らわ れて い る︒そ の理 由は ︑梅 園 の体系 が︑ どの 東洋 思 想にも ない よう な精 密
な全体論になっているからである

梅園 にと って 客観 的 存在は 天地 とい われ る もので あり ︑そ れは 私 たちの 大地 と空 とい っ
た極大 化し たも のに と どまら ず︑ 形の ない 気 と形あ る物 から なる ︒ この客 観的 実在 に︑ 梅
園は︑ 気物 概念 の他 に その全 体と して のあ り 方を性 ︑体 とい った 概 念など 多様 なと らえ 方
をする︒さらに最も精神的なものとしての神という概念なども登場する︒
天地 とい う客 観的 実 在と︑ こう した 諸概 念 の関係 を全 体と して 示 すこと はこ こで は困 難
であるが︑さしあたって︑この天地というもののあり方に注目しなければならない︒
天地 は︑ その 全体 を 一とし てあ らわ し︑ そ れが必 ず一 一︵ 一と 一 ︶とい う対 立し た構 造
として とら えら れる と いう︒ たと えば ︑生 態 系を例 に出 すな らば ︑ その全 体が 天地 であ り
それを 一︑ そし て生 態 系は生 産過 程と 分解 過 程から 形成 され てい る とみる なら ば︑ それ が
９︶
︵１

︒

一一と いう 構造 にな る わけで ある ︒こ うし た 客観存 在の 中に ︑対 立 をとら える 認識 論を 梅
園は反観合一と呼び非常に重視している

さら にこ の一 一と 分 かれた もの は︑ また そ れぞれ の一 が全 体と し て存在 しな がら 同時 に
一一という対立構造を内蔵しているというわけである︒
ここ まで 書く と︑ こ のよう な世 界の 構造 認 識をす でに 述べ たこ と に気づ くだ ろう ︒そ れ
は︑ま ず︑ 本稿 の冒 頭 で述べ たホ ラー キッ ク 構造の こと であ り︑ ま た︑仏 教で 述べ た華 厳
経の法 界縁 起に 示さ れ ている 究極 の入 れ子 構 造をし た世 界観 とほ ぼ 同形の もの なの であ る︒
そし て︑ 梅園 は︑ こ のよう な構 造を 持っ た 客観的 実在 であ る天 地 は条理 に基 づい て構 成
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され運 動す ると いう ︒ 条理と は︑ いわ ば現 代 自然科 学に おけ る法 則 である ︒法 則も また ︑
個別の 実在 に関 する 特 殊な法 則か ら︑ 一般 法 則まで 複雑 な階 層構 造 をして いる よう に︑ 条
理もまたそである︒
梅園 の平 等主 義と 循 環論は エコ ロジ ーと い っても いい くら いに 鋭 いもの であ る︒﹁ 万物 は
相依っ て足 らざ るも の は無し ﹂と して ︑天 は 人間に のみ 特権 的地 位 を与え てい るも ので は
なく︑ 人間 が優 れて い るとい って も︑ それ は あくま で人 間の 観点 か らみた 場合 に限 られ る
として ︑
﹁ 荘子 ﹂の思想 を彷彿 とさ せる ︒また ︑人間も 動植 物も それ ら が取り 入れ てい るも
のの変 化し たも のに 過 ぎず ︑死 によ って すべ てが終 わる わけ では な く︑
﹁ 気 ﹂す なわ ち自 然
界の物 質的 ・エ ネル ギ ー的形 態の 観点 から は ︑一つ の形 態か ら別 の 形態へ の変 化に 過ぎ な
いと喝破する︒
汎精 神で はな く︑ 全 体論が この よう な平 等 主義と 循環 思想 を生 み 出す︒ これ をど のよ う
に考え るべ きか ︒結 論 的には ︑全 体論 が徹 底 するに つれ て︑ 汎精 神 と同じ 機能 を果 たす よ
うになるということだ︒
梅園 の自 然哲 学は ︑
﹁ 天地を 師と すべ き ﹂と いう近 代科 学の 手法 に 通じる ︒ただ ︑時 期的
な問題 ︑鎖 国と いう 日 本の状 況に よる 西洋 的 な科学 的知 識を 得る こ との困 難性 が︑ 梅園 の
自然哲 学に 限界 性を も たらし てい た︒ しか し ︑それ が逆 に西 洋科 学 が持っ てい た強 い還 元
論的傾 向の 影響 を受 け ること なく ︑東 洋思 想 の中に あっ た全 体論 を 精緻化 する 方向 を採 ら
せるにいたった︒
全体 論は ︑常 に︑ よ り上の 階層 の原 理に よ って下 位の 階層 の事 象 を説明 しよ うと する ︒
それを 純粋 に追 求す れ ば宇宙 の普 遍的 原理 の 優位性 ︑し たが って ま た汎精 神論 の接 近を 予
想することはそれほど困難なことではない︒
汎精神と環境意識
これ まで 述べ てき た ような 汎精 神は ︑過 去の もので あっ たり 信仰 の 世界の もの であ って ︑
科学の 発達 した 現代 で 改めて 意味 を持 たな い と考え る読 者も いる だ ろう︒ 物理 学は 宇宙 の
創生期 の姿 から ︑素 粒 子の世 界の 秩序 まで 明 らかに しつ つあ る︒ ま た︑科 学に よっ て把 握
された 法則 を利 用す る ことに よっ て︑ 人間 は とてつ もな い利 便性 を 手に入 れて いる こと も
確かだ︒
当然 ︑た とえ 宇宙 の 根源的 な創 造原 理︑ 汎 精神︑ ある いは 梅園 の 全体論 があ った とし て
も︑こ れら の自 然科 学 的事実 と整 合的 なも の でなけ れば なら ない ︒ たとえ 汎精 神や 全体 論
がエコ ロジ ー思 想を 支 える可 能性 があ って も ︑科学 と対 立す るも の である なら ば︑ たん な
る非科学的な世界観の強引な普及になってしまう︒
しか し︑ 思想 の検 証 の中心 を科 学に 担わ せ る考え 方に は疑 問が あ る︒そ もそ も︑ 現代 科
学の現 在の よう な発 展 方向が 行き 着く とこ ろ に︑宇 宙や 世界 ︑あ る いは自 然や 人間 の理 解
の真の 意味 での 深化 が あるの だろ うか とい う 疑問が 存在 する ︒確 か に科学 はど こま でも 発
展して いく だろ う︒ そ れは人 間の 知性 の本 質 的傾向 であ り︑ 否定 す ること はで きそ うも な
い︒問 題は ︑そ の発 展 の方向 が︑ 私た ちが 生 きてい るこ の宇 宙に 関 する真 理の 核心 をは ず
しているかもしれないという疑問がぬぐえないのである︒
汎精 神を 語っ た古 代 の人々 は︑ 科学 的手 法 をつか って それ に到 達 したわ けで はな く︑ そ
れはあ る種 の直 観力 と 宗教的 な思 索の 結果 得 た確信 であ る︒ その 考 察が向 いて いる 方向 に
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こそ宇 宙の 理解 のた め の核心 が存 在す るこ と を私た ちは 否定 する こ とがで きる だろ うか ︒
東洋思 想が 汎精 神に つ いて与 えた 説明 に︑ 今 日では 不合 理で 科学 と 矛盾す るよ うな 内容 が
含まれ てい たと して も ︑汎精 神そ のも のが 科 学と矛 盾す るこ とま で 証明さ れた とい うこ と
にはならない︒
たと えば ︑私 たち は ︑私た ち自 身と いう も のをど れほ ど理 解で き ただろ うか ︒人 間に 対
する医 学的 理解 は深 ま ったと いう ︒そ れに よ って︑ 病苦 から の開 放 ︑さら には ある 程度 死
のモラ トリ アム もあ る 程度可 能に なっ たこ と は否定 しが たい ︒し か し︑そ れも ︑科 学に よ
って明 らか にで きる も のを明 らか にし ただ け で︑人 間と いう 数十 億 年の生 命の 進化 の結 果
として 絶妙 に機 能す る 人間と いう 生命 の本 の 一部を 知り えた だけ に 過ぎな いと いっ ても 間
違いはあるまい︒
さら にま た︑ エコ ロ ジーに 関連 して は︑ す でに触 れた よう な生 態 系の全 体的 秩序 がど の
ように 形成 され るの か につい ての ︑私 たち の 知識は とて つも なく 貧 困であ る︒ 還元 論的 な
科学の 方法 によ って は ︑その 全体 性は 何も 見 えてこ ない とい って も 差支え がな い︒ 冒頭 に
述べた よう な理 論に よ ってよ うや く新 たな 方 向から の接 近が 始ま っ たばか りで ある ︒も し
生態系 に対 する 私た ち 理解の 図式 が︑ 科学 に よって しか 与え られ な いとす るな らば ︑エ コ
ロジーの思想の普及は︑求められるものには決して到達しないだろう︒
では どう する のか ︒ 第一に 私は ︑こ こで 述 べた汎 精神 思想 は決 し て私た ちの 現実 生活 か
らかけ 離れ たも ので は ないと 言い たい ︒そ れ は︑私 たち の身 近な と ころに ︑素 朴な 形で 存
在して いる もの なの で ある︒ たと えば ︑私 は 幼いこ ろ︑ 母か ら﹁ 米 粒の中 には 三つ 神様 が
いる﹂ と言 われ て︑ ご 飯を食 べ残 して はい け ないと 言わ れた こと を 五十歳 にな った 今で も
しっか り覚 えて いる ︒ このよ うに ︑日 本人 の 意識に は︑ 東洋 的な 汎 精神思 想が さま ざま な
形をし てか なり 広く 浸 透して いる ので ある ︒ そのよ うな ︑素 朴な 精 神を非 科学 的と か︑ 前
近代的 とい うよ うな レ ッテル を貼 らず に︑ あ らため て整 理し て体 系 化して ︑日 本的 エコ ロ
ジー思想を見つめなおす必要があるのではないか︒
第二 には ︑梅 園の 中 にある よう な︑ ある い は生態 学研 究者 によ っ てホロ ン概 念を 用い て
追求されている全体論的な生態系認識︑あるいは研究を発展させる必要があるだろう︒
この よう な生 態系 認 識の進 化は ︑確 かな 環 境意識 を醸 成さ せる た めに不 可欠 な作 業で あ
る︒そ の環 境意 識の 高 まりこ そが ︑自 発的 環 境対策 を効 果的 なも の とし︑ 人々 に自 由な 選
択の機 会を 保障 しな が らも︑ 環境 保全 が進 む という グリ ーン ・リ ベ ラリズ ム︑ また それ に
基づく持続可能な社会経済システムを約束するだろう︒
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︵３
１︶法 蔵﹁華 厳五 教章 ﹂
無知

いは中村元﹃東西文化の交流・選集第九巻﹄︵春秋社︑一九六五年︶第二章など参照︒
︵４
１︶こ うし た道 の定 義は﹁老子﹂にお いて 執拗 になさ れて いる︒金谷 治﹃老 子

無欲の すす め﹄︵講 談社 ︑一九 九七 年︶︑山 室三 良﹃老 子﹄︵明 徳出 版︑ 一九六 七年 ︶︑ 楠山
春樹﹃老 子入 門﹄
︵講談 社︑二〇 〇二 年︶︑森三 樹三郎﹃ 老子・荘 子﹄
︵ 講談社 ︑一九 九四 年︶
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など参照︒
内 篇 ﹄︵ 岩 波 ︑ 一 九 七 一 年 ︶︑ 福 永 光 司 ﹃ 荘 子 内 篇 ﹄︵ 朝 日 新 聞 社 ︑ 一

︵５
１︶たとえば﹁老子﹂第一六章参照︒
︵６
１ ︶金 谷 治 ﹃ 荘 子

九七八年︶など参照︒
﹁ 荘子 ﹂にもまたその よ
︵７
１ ︶た と え ば ﹁ 老 子 ﹂ 第 三 三 章 ﹁ 足 る を 知 る も の は 富 む ﹂ な ど ︒
うな主 張は 数多 くあ る が︑内 篇最 後の ﹁混 沌 ︑七竅 に死 す﹂ のた と えを私 は愛 好す る︒ 本
来自然 は︑ 混沌 とし て 人間の こざ かし い知 識 ではと らえ きれ ない も のであ る︒ そこ に︑ 狭
い人間 の価 値観 を持 ち 込むこ とに よっ て︑ 自 然は破 壊さ れて しま う ことを この たと えは 示
している︒
︵８
１︶以 下で 若干 の説 明を 加える ︑梅 園の 全体 論 は︑鷲 田豊 明﹃ 環境 と 社会経 済シ ステ ム﹄

︵勁草 書房 ︑一 九九 六 年︶第 六章 に詳 細な 解 説を与 えて いる ︒以 下 の記述 で物 足り ない 読
者はそ ちら を参 照し て いただ きた い︒ 以下 の 解説に 当た って ︑こ の 書で参 照し てい ない も
ので ︑新 たに 参照 した 文 献とし て尾 形純 男他﹃ 三 浦梅園 自然 哲学 論集 ﹄
︵ 岩波 ︑一 九九 八年 ︶
がある︒
︵９
１︶反 観合 一と は︑一面 で︑今 日的 用語 でい え ば分析 と総 合で ある が ︑それ が唯 物 弁 証 法

的な対 立物 の統 一と い う主張 を持 って いる と いう点 で︑ 全体 論を 予 定して いる 客観 実在 の
認識手法となっている︒
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