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日本語要約（300字以内） ／ English Summary（100語以内） 

現代のエコロジカル・クライシスの状況において重要なのは、人間生活の条件の事物性を、それをとりまく
自然世界に浸透される状況においてあらためて作られていくものとして考え直すことである。そこは、けっ
して安定的な土台でもなければ、自然と調和した閉ざされた世界でもない。むしろ、土台を不安定化し、調
和した閉鎖的世界そのものを壊す。この崩壊において、私たちは惑星の他性と出会う。都市開発の過程で産
出された盛り土のように、それは私たち人間にとって有用ではないとみなされ廃棄された事物が打ち捨てら
れていくダークな領域であり、廃棄されたのにもかかわらず残存してしまっているトラウマ的な次元との出
会いである。 

人間の条件，惑星，世界の二重性，盛り土，ダーク・エコロジー 

１　エコロジカルな危機における惑星的なものの他
性との出会い 

　「人間中心主義をダメだとし、マテリアリティや
モノを強調する人文学の議論は、新しい観念論に
陥っている」という批判がある。この批判は、人間
中心主義を超えたところに事物や物質を見出す思想
傾向（ロージ・ブライドッティが提唱する「ポス
ト・ヒューマニズム」のようなもの）に対する批判
としては間違っていないが、私の立場はこれとは違
う。私が『人間以後の哲学』などで試みたのは、人
間が生きていることを可能にする条件についての考
察である。ハンナ・アーレントは『人間の条件』で、
人間生活の条件を、人間世界として構築された事物
的なものとして建造されたものと概念化し、自然世
界から切り離され、それと無関係なものとして成り
立ちうると考えたのだが、ディペッシュ・チャクラ
バルティを始めとする学者たちは現代のエコロジカ
ル・クライシスの状況においてこの想定は成り立た
ないと考えた。重要なのは、人間生活の条件の事物
性を、人間世界として構築されているだけでなく、
それをとりまく自然世界に浸透される状況において
あらためて作られていくものとして考え直すことで
ある。これは別に、人間中心主義そのものを否定す
る議論ではない。人間だけでこの世は成り立ってい
ると考えることを批判することは、必ずしも、人間

不在の状況を肯定する議論にはならない。 
　チャクラバルティは、人間の存在条件が、人間世
界と惑星的世界の二重的なものとして成り立つと考
えることを提唱する。二つの世界は独立していてつ
ながらず、その限りでは連関しないが、それでも、
人間は二つの世界に同時に住み着き、条件付けられ
ている。そう考えることは、人間を、所有者ではな
く束の間の過客(passing guest)と捉えることである。
光、空気、風、水、湿り気といった自然の元素的事
物に取り巻かれるなか、惑星としての地球において
偶々生かされているものとして捉え直すことであ
る。だが、私たちは、このような惑星的次元に条件
付けられているなどと、普段は考えていない。それ
に気づくのは、危機的事態においてである。すなわ
ち、チャクラバルティも述べているように、私たち
は地震、火山の噴火、津波において、惑星と出会っ
てきた。それでも、かならずしも「人文学的な思考
のカテゴリー」としてそれと出会ったわけではな
い。つまり、既存の人間中心主義的な思考にとらわ
れるかぎり、それを思考することはできない。そこ
でチャクラバルティが提示するのは「惑星的なも
の」という概念である。彼は、ガヤトリ・スピヴァ
クの「惑星は、他性の様相で、別のシステムに属し
ている。だが、私たちはそこに住み着いている。そ
れも、恩寵のようなものとして」という見解を読み
解く中でこの概念の重要性に気づいたというが、も



ちろん、惑星の他性は、現在進行中の気候危機のな
かで出会うことになったむき出しの物質的な現実を
言い表すための言葉として読み替えられている 。そ1

こは、けっして安定的な土台でもなければ、自然と
調和した閉ざされた世界でもない。むしろ、土台を
不安定化し、調和した閉鎖的世界そのものを壊す。
この崩壊において、私たちは惑星の他性と出会うの
だが、エコロジカルな危機は、崩壊を導いたのは人
類そのものだということに気づくよう私たちに迫
る。 

２ 都市的な開発とトラウマ的なものの回帰 

　2002年に発表された論文「人類の地質学」でパ
ウル・クルッツェンが指摘したのは人類がグローバ
ルな環境に及ぼす影響が過去３００年で増大した
ということであったが、その増大が具体的に意味
することに関して、次のように述べている。すなわ
ち、人口数が急激に増えるのにともなって、地球の
資源の一人あたりの使用量も増大した。過去300年
で人口数は６０億になったが、今世紀には100億に
なると見込まれていて、さらに、メタンガスを出す
家畜の量は14億になった。そして、惑星の地表のお
よそ３０パーセントか５０パーセントが、人間に
よって開発されている。クルッツェンが例とするの
はアマゾンの熱帯雨林の伐採や、世界各地で建造さ
れるダム、河川の水流の改変といったことである。
地表の改変には、都市建設にともなう宅地造成や
埋め立てといったことも含まれる 。そして、宅地2

造成や埋め立てにともなう地表の開発は、具体的
には、土を削り取り、更地にするということなの
だが、削られた土は残土になり、ダンプカーに載
せられ、地球上のどこかへ移送されていく。『人
類』でティモシー・モートンが述べているように、
自分が出した廃棄物は、「はるか彼方」に行くの
ではない。それは実際「どこか」に行くのであ
る 。この「どこか」は、どこかとして、この現実3

世界の一部として存在しているのだろうが、普段、
日常生活を送っている人には、それが何かわからな
い。 

　2021年7月3日に起きた熱海市での土砂災害は、日

本のたとえば山奥において「盛り土」という現象が
起きているという現実を私たちに突きつけた。「土
がくる～規制なき負の」というテレビ番組（CBCテ
レビ制作、2019年11月19日放送）によると、盛り土
は、熱海市だけでなく、三重県の尾鷲市のようなと
ころにもある。さらに、盛り土そのものが東京や横
浜や大阪の都市開発ででた残土で、そこには産業廃
棄物が含まれることもある。これらの土の処理のた
めに、遠く離れた地方の山奥や海辺に放棄されてい
るのだという。残土も、廃棄物を含んだ土砂も、土
の一種である。もちろん、農作物を育てる肥沃な土
壌とは違う。廃棄物としての残土であり、その集積
物としての盛り土である。豪雨のとき、盛り土は崩
れ、土石流となり、人間世界を崩壊させることにな
るだろう。人間世界の構築において、残土とされ、
廃棄され、遠くに追いやられた盛り土は、じつは消
滅していない。あたかも心的なトラウマのごとく遠
方において封じ込められ、排除されていたはずの事
物としての土が、災害において回帰する。 

３　盛り土とダークエコロジー 

　事物としての土、それも、残土としての土とは何
か。これを考える上で参考になるのが、モートンの
次の議論である。モートンは、農作物の生産の土台
となる土壌を、人間中心主義的な土壌と捉えるのだ
が、これがほのめかすのは、人間活動とは相関しな
い、廃棄された土なるものも存在しうるということ
である。 

『資本論』の機械についての章でマルクスが述
べているように、資本主義が生産するのは、労
働者の悲惨であり、土壌の枯渇である。 

資本主義的農業のすべての進歩は、労働者から
掠奪する技術の進歩であるのみではなく、同時
に土地から掠奪する技術の進歩でもあり、一定
期間土地の豊度を高めるすべての進歩は、同時
にこの豊度の永続的源泉の破壊の進歩でもあ
る。たとえば、北アメリカ合衆国のように、一
国がその発展の背景として大工業から出発する
ならば、それだけこの破壊過程も急速になる。
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それゆえ、資本主義的生産は、同時に、あらゆ
る富の源泉である土地と労働者とを滅ぼすこと
によってのみ、社会的生産過程の技術と結合と
を発展させるのである。 

土壌は諸々の生命形態を分解し、これらの生命
形態のextended phenotypeであるバクテリアを分
解する。マルクスは、人間ならざるものの存在
をほのめかすのに、これらを消してしまう。彼
が土壌の喪失を嘆くのは、それが【肥沃】だか
らである。土壌の肥沃は、人間の物質代謝に不
可欠であるが、この場合、土壌は、人間にアク
セスされるものとして考えられている。これは人
間中心主義のもとにある土壌である。だがそれ
でも、マルクスは人間ならざるものを内包して
いるのであって、そのかぎりでは、それらをマ
ルクス主義の内部で消去しないでいることがで
きるかもしれない。これは朗報である。という
のも、そのようなことは、厳密な資本主義の経
済理論の領域においてはまったくありえないこ
とのように思われるからだ 。 4

モートンの考えでは、土は肥沃な土壌になりうると
考えるかぎり、土はすべて、人間の生産や消費活動
との相関関係の中にあるものとして考えられてしま
う。その外部に放擲された事物としての土が存在す
るとは、考えられなくなってしまう。もちろん、農
地において肥沃な状態で保持されている土壌も、建
設作業の過程で排出される残土も、人間活動との相
関関係のなかにある。この相関性ゆえに、地球の地
表の大半が人間的なあり方で改変されてしまったの
であるが、ただし、前者は人間に役立つものとして
改変されているのに対し、後者は人間にとって不要
な廃棄物として改変されてしまっている。廃棄され
た残土は、山奥や空き地のどこかで盛り土され、し
かもときに、産業廃棄物が混入している。モートン
であれば、この盛り土的状況は、人間の通常の理解
や常識を超えたところに広がるハイパーオブジェク
トであり、人間ならざるものの領域だと言うだろ
う。 
　さらにいうと、モートンのいうダーク・エコロ
ジーの問題でもある。人間は惑星的な規模において

地質的な力をふるう存在になったが、それはただ地
球を壊すといったことの問題ではなく、人間の存在
条件を掘り崩す事態であり、だからこそ、そこに一
種のループが形成されていると考えたほうがいいと
モートンはいう。しかも、このループの存在に、多
くの人は気づいていない。その気付きは、ちょうど
ノワール小説で、探偵が実は犯罪者だったことが暴
露されるというようにして起こる （9）。犯罪者5

だったとはつまり、自分が自分の存在の基盤を掘り
崩してきた張本人だったということなのだが、それ
に気づくときはもう、安定した背景は存在しなく
なっている。背景の欠如は、「文化的に（物理的
に）抑圧されてきた「汚染物」の回帰において、人
間が人間ならざるものにくわえてきた所業の帰結へ
の気づきにおいて明らかになる」とモートンはい
う （46）。たしかに、（私もそうだが）多くの人6

は盛り土なるものが日本列島の暗がりに存在し、し
かも長期にわたって少しづつ蓄積されてきたという
ことなど知らなかっただろうし、それが異常気象を
きっかけにして崩落したとき「汚染物」として回帰
したまさにそこで、この蓄積に多少なりとも加担し
てきたことに気づかされた。土なるものは、かなら
ずしも、肥沃な土壌となって人間のための食糧生産
に従属する従順な存在ではない。都市開発において
処理された残土というあり方において蓄積されてい
くとき、それは人間世界を破壊する強烈な力になり
うる。残土の廃棄と引き換えにして構築された文明
的な人間世界の脆弱さは、まさにモートンのいう
ダークエコロジーのなかにあるものとして考えるべ
き課題である。 
　人間中心主義の限界に関する丁寧な思考を放棄
し、それを一概に「人間中心主義をダメとする」議
論に還元してしまう議論自体、人間中心主義にとら
われているのは明らかだが、その問題点は、自分た
ちが生きている状況を脅かすもののリアリティを無
視していることのできる議論にすがりつき、その観
点から、エコロジカルな危機を論じていくというこ
とにある。そこでは、エコロジカルな危機の解決と
して、脱成長や自然との調和、肥沃な土壌をベース
とす る 健 全 な 生 活 と い っ た 理 想 化 さ れ た
（idealized）見通しが示されるが、それらはいずれ
もダークな現実をないことにする点で観念論といえ

 Ibid., 62.4

 Timothy Morton, Dark Ecology: For a Logic of Future Coexistence, (New York: Columbia University Press, 2016), 9.5

 Ibid., 46.6



る。人間中心主義的な観念論が成り立たないのは
2021年になり世界的に進行する気候災害の頻発に
よって明らかになりつつあるが、この現実を見ない
ものとして機能している人間中心主義の観念論の延
命措置としての知的営みもないわけではないらし
く、それらからいかにして逃れ自由に思考していく
かを考えることが、今の私のさしあたっての課題で
ある。 


