
「環境倫理学」英語教材開発に向けたグローバル・スタンダードの調査 

 

第１節 はじめに―学問分野のグローバルスタンダーを策定することについて 

 

「環境倫理学」という学問分野についてはすでに、英語、‘environmental ethics’を表

題に含む書物が複数発行されている。そして、それらのあるものは、欧米の大学で、教科

書として使われている。第三者機関による評価の高い大学で、伝統的な学部としての哲学

を冠する学部で、Environmental Ethicsや Environmental Philosophyというタイトルの講

義やセミナーが設けられ、そこで、そうした教科書が使われていることもある。これは、

英語ばかりでなく、ドイツ語、フランス語そのほかに置き換えても、同様の事例を挙げる

ことができるかもしれない。もちろん、さしあたりは、まず factを収集することも、分析

する前に必要であり、そうした収集された事実も、Bibliography として、ある学問領域を

概観するには確かに有用である。 

 そうはいうものの、fact の収集、記述に先立って、そもそも「環境倫理学」のグローバ

ル・スタンダードというものがどういうものなのか、見通しを考えておく必要がある。グ

ローバル・スタンダードということは、スタンダード、基準という限り、価値評価の問題

である。単なる事実の記述ではない。「事実から当為を導出することは誤りである」という

倫理学のよく知られた諺を引き合いに出すまでもなく、スタンダードを最終的に導き出し

てくるにあたって、その道筋の問題を知っておかなければならない。一定の予断に基づい

て、予め自らのものさしを反省し(たとえば、「環境」、「倫理」、「哲学」というキーワード

だけで事実を集めることの近視眼性を想像せよ)、実際のさまざまな事実群において、個別

の事実を分類し記述する判別の過程における、分類記述者の先行諸条件を自覚できるよう

にし、その条件を批判的に吟味できるよう用意しておかなければならない。 

 そこで、「環境倫理学」という限り、倫理学、哲学という一定の評価を得ている領域にお

ける特殊分野と想定されるその学問領域において胚胎されている問題を、従来の環境倫理

学の成果を配視しながら、予備的な考察を進めておきたい。なおここでは、後論での具体

的な「環境倫理学」、「環境哲学」における理論的な論争とその展開の詳細については、詳

細を割愛して、私見をもって、あり得べき判断基準を得るための、出発点となる判断基準

に纏る問題を探っておきたい。 

 まず既に言及したように、「環境倫理学」、「環境哲学」といえば、「倫理学」、「哲学」と

いう既存の理論と方法が確立されていると意識され、その中の、方法か対象かここでは慮

外に置けば、何らかの分別の観点を導入して、「倫理学」や「哲学」を特殊化したものだと

いう想定から出発することが―教育的効果を狙った in medias res という方法は別にして

―常識的な立場というものであろう。 

 例えば、「アメリカ史（学）」といえば、これを歴史学の一分野と見れば、歴史学の対象

設定や方法論について、類的に固有の妥当な基準が多くの学人の間に了解されており、そ



れに従って、「アメリカ」に関する「歴史学」も特殊一分野として演繹的に決定されると、

こういう了解を、個別具体的な研究のダイナミズムを措けば、誰もが取りたくなるであろ

う。 

 実際、同様の思考法を、類的な学問分野に対する、特殊分野を挙げると、同じような思

考法で、見当を付けることができるで。例えば、「宇宙物理学」は、「物理学」の、「昆虫学」

は「生物学」の、「国際経済学」は「経済学」の、特殊分野だと、中身や研究の実態を知ら

なくても、ある程度の図書館司書的な分類の知識さえあれば、そう想像するであろうし、

恐らくこれら特殊分野の教科書をめくれば、冒頭の導入部にそのような解説が期待される

し、実際、多くの著者は、そのような解説を冒頭に加えていることに出遭えるであろう。 

それでは、同様に、「環境倫理学」は「倫理学」の、「環境哲学」は「哲学」の、特殊分

野であって、それぞれ、「環境」が何であるかはひとまずおいて、形式的な分類法のしたが

って、「環境」の「倫理学」、「哲学」と考えて行くことが常識であり、多くの教科書の通用

であり、だから、そうすべきだと、そう結論づけるべきであろうか。 

この論行は、もっともわかりやすい思考の筋であり、また、「倫理学」、「哲学」を知らな

い「環境倫理学」、「環境哲学」に関心をもつ初学者一般にとっても、合点の行きやすい思

考法であろう。「環境法」が「法」一般の特殊分野であり、「環境経済学」が「経済学」の

特殊分野であると、解説されているとおり、同じ思考法に従うべきであろうか。 

 ここで、私は奇を衒う言辞を弄んでいる訳ではない。学のダイナミズムを知る者ならば、

例えば、アメリカの環境社会学、Environmental Sociologyが、先行する社会学自体、先行

する欧米の世界観そのもののパラダイム・シフトを志向したことを―その成否や妥当性は

措いて―思い起こすまでもなく、われわれは、多くのものの分類に当てはまる方法が、人

文諸学のいずれにも当てはまるかのような、学のダイナミズムを失った百科全書的思考法

こそ問題だとする視点を想起しておいてもよいであろう。 

 先にも示唆したとおり、学のダイナミズムは―ヘレニズム期のアレクサンドリア以来（嚆

矢はアリストテレスその人かもしれないが）過去のすぐれた Bibliothekerにおける収集分

類を透徹する知性に秘められたダイナミズムの問題は措いて―図書館的分類作業と異なる

ことは一定の理解を得られよう。きわめて瑣末、特殊なことがら、それが個人的なくせや

個人的な日常の些事であれ、一学人が学問の方法や対象設定について原理的に反省する場

面を考えれば、極めて特殊なことがらにおける、すべての予断を反省的に剔抉し批判をす

る思考がもたらす類全体の相貌の転換の可能性を知らぬものは、学に手を染めたことのあ

るものであれば、寧ろいないと言ってよいのではないか。アリストテレスのカテゴリー論

の累々たる古代、中世の学人の反省に思いを致しても、仏教の中論における反省でも道元、

日蓮らの論究を思い起こしても、分類的で、既存の概念に囚われた思考に随順することの

危うさには想像がつくであろう。 

 そうした過去の哲学こそすべて非論理的な曖昧な思考と思われるならば、学のダイナミ

ズムの例として、思考の怠惰の例を挙げておいてもよいであろう。例えば、「家族社会学」



や「宗教社会学」が一定の学問的な地位を得て、そのような分野の講座やポストが既存の

アカデミズムにおいて制度化しているからといって、これがスタンダードだと多くの学人

は念じていないであろう。「物理学」の「社会学」や、あるいは、「流体力学」の「社会学」

の学としての不可能性を塞ぐものではないのである。例えば、昨今の、学問における「不

正」とは何なのであろうか。あるいは、薬学研究、遺伝子研究における不正、plagiarism

の世界的蔓延とは何なのであろうか。これらの問題を考えても、19 世紀以来の、自分は文

系出身者だから、理科系のことは訓練も受けていなければ、何が起きているか想像もつか

ない、ということが、社会学、倫理学、哲学を看板とする者がつぶやく状況こそが、学問

自体がすでに矮小化され、局所化されている危機であることを表していると言わざるをえ

ないのではないか。現在、人工知能の発展において、過去の文献を全て、コンテクストと

もに記憶させ、新しい事象を過去のコンテクストのいずれかに分類させ、得点化によって、

数的な意味での最適化処理を演算として行い、テクスト生成を自動に行うことが、「労働の

省力化」として研究され、すでに労働市場に参入していることを考えても、思考の怠惰か

ら apathyへと向かう流れにいかに抗うかが、学人にとっての時代の重要な使命になってい

るといってよいであろう。 

既存の分かりやすい思考の道筋にはまることは、それこそ自覚化されねばならない課題

なのである。「環境倫理学」の fact 収集にあたっても、そのことを覚えるための効果的な

事例として、「倫理学」や「哲学」が独自の領域に閉じこもっている間に、夙に、生命科学

や医学では、倫理的、哲学的な問題を突きつけられて、現場の判断を求められたというこ

とが 20 世紀にはあったことを思い起こしてよいであろう。「倫理委員会」と称する委員会

が病院や医学部に作られた。こうした 20世紀の事件は、戦争の遂行における遠隔、無差別

の殺戮兵器の使用における正義の根拠や、科学とその成果の国家や産業の応用の問題とも

連動している事態なのである。「環境倫理学」が、西欧中世の歴史研究者、農学者、宗教者

などの声として立ち上がってきた側面をここで思い起こしておいてもよいであろう。学問

の形式的な分類に従っていては、あるいは、そうした、習慣化された志向を、反省もなく

使用していては、ただ見たいものを見てそれが現実だと言っているようなもので、図らず

も、世界の全体を把握することを下意識的に、連鎖としては集合的に、塞いでいることに

つながる危険があるのである。 

もちろん、形式的、論理的に、「環境倫理学」が「倫理学」より、類的であるというよう

な議論を展開することが私の意図ではない。そうではなく、既存の倫理学の方法を用いて

「環境」という既存の領域で発生した問題を解決しようとしたのが「環境倫理学」である

という思考法で、従来、「環境倫理学」を展開してきたこと、そのことについて問い直すべ

きだ、これが、私の先行する予断である。「生命倫理」、「経営倫理」と並行して、現代の、

「生命」や「経営」の問題を解決する倫理的原理を考察するように、「環境」の問題を、例

えば、気候変動の問題を、解決する倫理的原理を考察し（ethics）、実際の妥当な規範(ethic)

を提出することだと、そう考えることには、すでに袋小路に突き当たっていはしないかと



いう予断である。具体的に、大きく見れば、「環境倫理学」は、近代の思考法を、例えば、

「人間」の「権利」という概念を、当然のこととする先行前提のもとに、近代の「人間中

心主義」に対して、「非人間」の何かに、あるいは、人間と非人間の全体に価値の原理をお

く、という論を立ててきた。しかし、俗流の「エコ」や「緑」の旗印と同じくらい、その

思考法の行き先は、すでに行き詰まっているのではないかという疑念の表明である。この

行き詰まりの着地点をあるべき基準と考えて、過去の「環境倫理学」、「環境哲学」に関す

る factを収集して記述しても、科学勝利主義の科学史記述と同じ誤りを犯すことになるの

ではないかという疑念の表明である。 

私が意図していることは、「倫理学」や「哲学」の既存の原理を妥当なものとしてそれを

応用するという学の方法を、概念分類法に重ね合わせて、妥当なものだと即断してしまう、

「環境倫理学」の存立原理を問い直すということである。このような尺度で、いままでの

「環境倫理学」を振り返って、帰着点をそのまま妥当とするのは、既に出発点で論点を先

取している事に等しいということである。予備考察の締めくくりとして、より広く述べれ

ば、「生命」、「医学」の領域で、既存の倫理学や哲学では簡単に答えが出せないという事は、

「戦争」、「科学」、「技術」、「学問」等でも「倫理基準」が問われているように、われわれ

は、先に触れた「物理学」、「化学」、「生物学」の「社会学」の可能性同様に、まさに、既

存の「倫理学」、「哲学」の限界を問うことの必要性があからさまに目の前に突きつけられ

ているということである。 

そして、先に、「国際経済学」や「アメリカ史学」では見えにくかったことがらであるけ

れども、「哲学」や「倫理学」が、過去の学人の真摯な営みを振り返れば、常に、自己批判

的なダイナミズムそのものであるように、「環境倫理学」、「環境哲学」にとっても、どれほ

ど既存の「倫理学」や「哲学」を批判することができるか、そのダイナミズムが、学の存

立としての基準であり、あるべき普遍化すべきスタンダード、すなわち、可能的なグロー

バル・スタンダードではないか、という批判的見地を、fact の収集、記述においても、堅

持すべきだということが、私の予備考察の到達点である。 

以下においては、確かに、現在、「環境倫理学」、「環境哲学」に関する事実の収集である

けれども、それら個々の事実の内在する基準を明らかにしていくとともに、すなわち、通

念としての「グローバル・スタンダード」を明らかにしていくとともに、自己批判的なダ

イナミズムという観点からその「スタンダード」を批判的に検討する作業をも出来る限り

展開していきたい。 

 

第２節 環境倫理学の現況を概観するには 

「環境倫理学」の 21 世紀 2010 年代の状況を俯瞰するには、適切な Bibliography 等に当

たる必要がある。見たところ、英語圏においては、国際環境倫理学会、また、学術雑誌、

Environmental Ethics がある。他方、ヨーロッパにおいては、ハイデッガー等科学技術に

関する哲学的省察の伝統もあり、「環境倫理学」という枠組みでだけ見るのではなく、「環



境の哲学」にまで目配りする必要がある。 

 

2.-(i) M. Angelmeyer ほか編(1980) A Search for Environmentasl Ethics: An Initial 

Bibliography 

 古いところでは、1970 年代までの、いわば「環境倫理学」揺籃期の、アメリカの環境倫

理学関係出版物の Bibliography である M. Angelmeyer ほか編(1980) A Search for 

Environmentasl Ethics: An Initial Bibliographyを参照するのが便利である1。これには、

各著作、論文について 100 語程度の解題も付されており、戦後アメリカ思想史の一断面と

いう趣もある。 

 

2-(ii) The Center for Environmental Philosophy, affiliated with North Texas 

University 

環境倫理学の現況を知る入口としては、北テキサス大学(North Texas University)提携、

1995 年設立、環境倫理学、環境哲学を専門とする環境哲学センターがある2。学術雑誌

Environmental Ethics 創刊者、E.C. Hargrove が所長を務める。環境倫理学、環境哲学関

連著作については少数の紹介がある。このサイトには、Environmental Ethics の過去の掲

載論文の著者、タイトルを知ることができる。 

また、このサイトには、「初学者のための環境倫理学発祥小史」(‘A Very Brieg History 

of the Origins of Environmental Ethics for the Novice’) が掲載されている3。以下、

「環境倫理学」という馴染みのない学問の現在を考える上で数少ない貴重な証言であり、

なおかつ、「環境倫理学」をアメリカで最初に講義したと言われるキャリコットを擁する研

究所のものなので、参照軸としても、拙訳により引用しておく。 

 

「環境倫理学が生まれるに至った事件は、「地球の日」(Earth Day)の最初【訳

者注：1970 年サン・フランシスコ市で祝われた Earth Day か】、1970 年のと

きのことだった。そこで、環境主義者たちは、環境活動集団に関わる哲学者

たちに、環境倫理学について、是非何か貢献するよう求めたのであった。す

でに、知識人のあいだでのそれらしい雲行きは、1960 年代の終わりの数年間

に増していたが、その根拠となるのは、大部分は、学術誌『科学』に発表さ

れた二つの論文にあった。すなわち、リン・ホワイトの「われわれの生態学

的危機の歴史的起源」（Lynn White (1967.3), “The Historical Roots of Our 

Ecological Crisis”）とギャレット・ハーディンの「入会地の悲劇」(Garett 

Hardin (1968.12), “The Tragedy of the Commons”)にあった。その一方、

                                                   
1 M. Angelmeye et al. (eds.) (1980) A Search for Environmentasl Ethics: An Initial 
Bibliography, Washington, D.C. 
2 http://www.cep.unt.edu/ 
3 http://www.cep.unt.edu/novice.html 



こうした考え方に関してもっとも影響があったのは、アルド・リオポルド『砂

の郡だより』（A Sand County Almanac）に収められている「大地の倫理」（”The 

Land Ethic”）という論考であった。そこで、リオポルドは、生態系の危機

の根源は哲学的なものであるとあからさまに主張した。（なお、『砂の郡だよ

り』は、元々1949 年に刊行されたけれども、シエラ・クラブとバランタイン

の双方による特別版によって、1970 年に広く手に入るようになり、この版に

は、『めぐる川』（Round River）というもうひとつの書物の論考も収められて

いた。） 

 1970 年代の学術的な活動のほとんどは、リン・ホワイトの主張と入会地の

悲劇を議論することに費やされた。ここで議論されたことは、第一義的には、

歴史的、神学的、宗教的なもので、哲学的なものではなかった。この 10年の

間ほとんどずっと、哲学者は脇にすわって、「環境倫理学」と名乗る分野がど

のようなものと言ってよいのか判断しようと努めていた。最初の哲学的な大

会は、ジョージア大学のウィリアム・ブラックストーンによって 1972年に組

織された。大会発表論文は、1974 年に『哲学と環境危機』（Philosophy and 

Environmental Crisis）として出版された。この論集には、ピート・ガンタ

ーのビッグ・シキット【訳者注：南東テキサスにある森林地域】に関する最

初の論文が収められていた。1972年にはジョン・B・コブの『手遅れか―生態

系の神学』（Is It too Late? A Theology of Ecology）という書物が出版さ

れた。この書物は、内容の中心は、神学的、宗教的なものであるけれども、

哲学者によって書かれた単著の最初のものであった。1973 年には、オースト

ラリアの哲学者、リチャード・ラウトリー（現在姓はシルヴァン）が、第 15

回世界哲学会議で、「倫理学には、今までにないもので、環境に関する学に対

する必要があるか」(“Is There a Need for a New, an Environmental, 

Ethic?”)と題する論文を発表した。１年後には、もう一人のオーストラリア

の哲学者、ジョン・パスモアが、『人間の自然に対する責任』（Man’s 

Responsibility for Nature）という書物を書いたが、そこで、ラウトリーに

応答して、環境倫理学に対する必要性は全くないと論じた。1980 年代半ばま

で、哲学者たちの間では、論争はほとんど、パスモアの立場を論駁すること

に集中した。1975年、環境倫理学は、ホームズ・ロルストン３世の学術誌『倫

理学』（Ethics）に発表された「生態系に関する倫理は存在するか」（"Is There 

an Ecological Ethic?”）という論文によって、哲学の主流に注目されるこ

とになった。 

 ノルウェーの哲学者で『探求』（Inquiry）という雑誌の創設に関わった編

集者、アルネ・ネス(Arne Naess)は、「生態系に関わる社会運動における浅薄

な運動と、深い、長期的な運動」という論文を書き、1973 年に、同誌上に発



表した。これは、生態系に関わる深い社会運動の始まりとなった4。この運動

における重要な著作者には、ジョージ・セッションズ、ビル・デゥヴァル、

ウォリック・フォクスが、また、ある点から見れば、マクス・オェルシュレ

ーガーも、いる。 

 1970年代を通して、『探求』誌は、環境倫理学を扱う第一の哲学雑誌であっ

た。環境倫理学は、大体において、好奇の目で見られたし、主流の哲学学術

誌では、一年あたり、あるにしても、一つより多くの論文を掲載することは

希であった。出版の機会が劇的によくなったのは、1979 年のことで、その年

に、ユージン・C・ハーグロウヴが学術誌『環境倫理学』を創刊したからであ

る。この雑誌の名称がこの学術分野の名称になった。 

 この学術誌の最初の 5 年間は、論じられた話題はほとんど、自然に対する

諸権利、環境倫理学と動物の権利との、あるいは、または、かつ、環境倫理

学と動物解放との、関係であった。失われた権利【訳者注：サイト上テクス

トそのままとする】や動物の福祉の倫理学は、別の分野であると決定された。

動物の権利は、それ以降、別の分野として、別の学術誌、最初は、『倫理学と

動物』(Ethics and Animals)によって、後には、後継誌『諸種の種と種の間』

（Between the Species）ともに、なお後者は現在活動していないけれども、

展開してきた。 

 コブは 1980 年代初頭に、チャールズ・バーチとの共著で、『生命の解放』

(John B. Cobb and Charles Birch, The Liberation of Life)という別の書

を出版した。この書物は、アルフレッド・ノース・ホワイトヘッドの有機体

の哲学と一致する、＜過程の哲学＞の研究方法を採用している。ウェールズ

の哲学者、ロビン・アットフィールドは、『環境問題の倫理学』(Robin Attfield, 

The Ethics of Environmental Concern)という表題の書物を書いた。これは、

パスモアに対する、相応の長さのある、最初の応答となっている。『倫理学と

環境』(Donald Sherer and Tom Attig (eds.), Ethics and the Environment)

と題する論集も、ドナルド・シェアラとトム・アッティグによって編集され

た。 

 1988 年頃は転回点となった。多くの単著が手に入るようになり始めた。ポ

ール・テイラー『自然に対する敬意』(Paul Taylor, Respect for Nature)、

ホームズ・ロルストン『環境倫理学』(Holmes Rolston, Environmental Ethics)、

マーク・サゴフ『地球の経済』（Mark Sagoff, The Economy of the Earth）、

                                                   
4 日本でも、欧米でも、 “Deep Ecology”という、green、eco-同様の、学問的には厳密性の

点で使用に耐えないdeepをそのまま敬意をもって承認するかのように受け入れている思考

の怠惰が見られる。概説としては、Taylor, B. and Zimmerman, M. ‘Deep Ecology’, in: B. 

Taylor (ed.) (2005), Encyclopedia of Religion and Nature, London, 456-460 参照。 



ユージン・C・ハーグロウヴ『環境倫理学の基礎』(Eugene C. Hargrove, 

Foundations to Environmental Ethics)などである。J・ベアード・キャリコ

ットは、自らの論集『「大地の倫理」弁証』(J. Baird Callicott)を編んだ。

ブライアン・ノートンは、『なぜ自然界の多様性を保全すべきか』（Bryan Norton, 

Why Preserve Natural Diversity?）を書き、より最近になって、さらに『環

境 主 義 者 の あ い だ で の 合 同 に 向 け て 』 (id., Toward Unity among 

Environmentalists)を書いた。また数多くの本が、経済学や政策に関して、

クリスティン・シュレーダー＝フレチェット（Kristin Shrader-Frechette）

によって書かれてきた。 

 1980 年代には、第２の運動、エコ・フェミニズムが展開された。他の分野

から多くの思想家を巻き込んだものであったけれども、この運動の鍵となる

哲学者は、カレン・ウォレン（Karen Warren）である。エコ・フェミニズム

に続いて、第３の運動、マリー・ブクチンの諸見解に基づく社会的な生態学

が興った。大学人と急進的な環境主義者達との重要な連携が、＜生態系に関

わる深い社会運動＞のためのカナダ刊誌『トランペット吹き』（The Trumpeter）

とともに確立された。1989 年には、『季刊 地球倫理学』(Earth Ethics 

Quarterly)がより一般向け、環境関連雑誌として発刊された。当初は、焼き

直しの刊行物として第一に企図されたけれども、現在では、生命・環境を尊

重するセンターの刊行物として、国際的な「持続可能な」発展を一層中心に

据えている。 

 1990年代は、国際環境倫理学会（International Society for Environmental 

Ethics）の設立でもって始まった。この学会の設立は、ローラ・ウェストラ

とホームズ・ロルストン３世の尽力にほとんど負っている。現在では、世界

中に会員がいる。1992年には、環境倫理学を専門とする、査読付き哲学雑誌、

『環境的価値観（環境関連諸価値）』（Environmental Values）が、第１号を

イングランドで発行した。1996年には、新しい雑誌、『倫理学と環境』（Ethics 

and the Environment）が、ジョージア大学で創刊された（2001年には、イン

ディアナ大学出版会の刊行物となった）。1997年には、第二の国際組織、国際

環境哲学会(International Association for Environmental Philosophy)が

設立されたが、これは環境現象学に力点ををおくものである。この学会は、

雑誌『環境哲学』(Environmental Philosophy)を発行する。 

 理論的水準では、テイラーとロルストンは、多くの見解の相違があるにも

かかわらず、それ自体として価値あるものが客観的に存立しかつ、その中に

は、あるいは、その唯一なるものが、人間との関係で定まるものではない、

という理論に関与する立場である（objective nonanthropocentric intrinsic 

value theorists）とみなされている。キャリコットは、アルド・リオポルド



に親密に信奉する立場であり、それ自体として価値あるものが、人間との関

係で定まるものではないとする立場では同じくするが、しかし、それ自体と

しての価値の存立は主観的なものだとする立場である（ subjective 

nonanthropocentric intrinsic value theorist）。ハーグロウヴは、それ自

体として価値あるものは、人間との関係で定まるとする立場の中で、その論

拠は弱いと考える立場であるとみなされている。サゴフは、この立場に極め

て近いが、それ自体として存立する価値については多くを語らないし、また、

アリストテレス的な方法論ではなく、カント的な方法論を取る。テイラーと

ロルストンから最も遠い立場に立つのが、ブライアン・ノートン（Bryan Norton）

であり、価値決定は人間との関係で定まる立場として、論拠の弱い理説を考

案したけれども、それ自体として存立する価値の代わりに、価値を適用の文

脈で考えるプラグマティズムによる価値の構想を導入することを望んでいる。

価値がそれ自体として存立することに反対する立場で、価値の適用を重視す

るプラグマティズムの立場には、アンソニー・ウェストン(Anthony Weston)

や、アンドルー・ライト(Andrew Light)のような哲学者が含まれる。もっと

も、ベン・ミンティア(Ben Minteer)は、最近、それ自体として存立する価値

というものは、ある種の環境に関わるプラグマティズムに含まれる可能性が

あることを示してきた。」 

 

 以上は、「環境倫理学」という名称を含めた、環境に関わる哲学・倫理系の学問分野を先

導してきた人々のうちの主要な人物、キャリコット、ハーグロウヴがその内容に関与して

いると考えられても文脈的に免れ難い「小史」である。これは、アメリカ「環境倫理学」

の自我像として極めて興味深い。内容上、ほぼ同じような歴史的経緯でアメリカ「環境倫

理学」を解説するものには、Bron Taylorの『宗教と自然の百科事典』（B. Taylor (ed.) (2005), 

Encyclopedia of Religion and Nature, London）の記事 “Environmental Ethics” (ibid. 

597-608)がある。以下、この「小史」の特性を批判的に顧る。 

①  初学者に向けた「環境倫理学」の紹介であるにもかかわらず、「主流」をなす「哲

学」や「倫理学」の 20 世紀の実態、21世紀初頭の状況に何も触れられていない。例

えば、まず、環境主義者の社会運動との関係には注意が向けられているにもかかわら

ず、「哲学」、「倫理学」が同時代で何であったかは関心の外にある。特に、「国際的」

活動に触れているにもかかわらず、英語圏のことしか触れていない。その「国際的」

な「環境倫理学」への目配りにおいても、特に、20世紀のドイツの哲学並びに社会学

における技術批判、科学批判には言及がなく、特に、自己理解について、自己を二元

論的な客観に対立する主観と捉える考え方に対して、環境(Umwelt)との相互関係、相

関関係において間主観的に存立するとする考え方についても、全く言及がない。さり

とて、「英語圏」を中心に描いていると言い切れるかと言えば、英語圏の主流である、



分析哲学、科学哲学についても何も言及がない。さらには、倫理学に限って考えても、

教科書的倫理学の常識として、20世紀の英米倫理学が、規範的な倫理学の不可能性を

根拠に、メタ倫理学を展開していた実態について何もコメントがない。これらは、元

祖レオポルドはじめ、「環境倫理学」を旗印に掲げた人達が、過去の倫理学と理論的

に対質を重ねて理論的錬成を図っていたと言えるのか極めて疑わしいということに

なる。② 百歩譲って、閉ざされた「環境倫理学」の旗を立てようとした人達の話に

限られているとしても、「環境倫理学」揺籃期の運動を略述しているにもかかわらず、

「動物解放論」との関係で、ad hominem なる議論として、動物における快苦の

sentience という共通同意事項（opinio communis）を梃子に、功利主義的快楽論

（hedonism）を受け入れるならば動物にも人権を付与することが近代人権思想の必然

的帰結であると説くピーター・シンガーについて、言及がなく、その議論が応用倫理

学の展開に果たした役割について何一つ総括がなされていない。さらには、「生命倫

理学」、「経営倫理学」、「戦争の正義」などと並んで時代の要請として、「環境倫理学」

も生まれてきたという歴史的状況は疑い得ないにもかかわらず、そうした 20 世紀後

半の世界史的状況を踏まえずに、「環境倫理学」という孤立系の内向きの論理で書か

れている。特に、アメリカ環境社会学、アンソニー・ギデンスの再帰的近代論、ウル

リッヒ・ベックのリスク社会論など、環境の倫理学、哲学に直接関わる部分でも、あ

るいは、ピグー以来の環境経済学における市場経済主義やカップ以降の社会共通資本

の費用負担の問題、環境政治学における国際ガバナンス問題など、「環境」をめぐる

隣接諸領域における哲学的、倫理学的考察についても目配りがなされていない。ここ

にも内向きの議論しか見いだせない。③ 単なる応用倫理学として、また、人間中心

主義からの脱却という形式的な主唱の繰り返しとして、批判されてきた環境倫理学の

隘路について、何も言及がない。実際、最終パラグラフの、現在の理論的水準の図式

的説明では、まさに既製倫理学の「応用」で説明がつく形を、「初学者向け」として

も、採用している。しかもここには、カント的倫理学への言及はあっても、帰結主義

（consequentialism）、さらには、その代表格の、功利主義（utilitarianism）につ

いての言及がない。 

 確かに、環境倫理学をアメリカにおいて推進してきた学者の当事者の視点から見た貴重

な証言であることは間違いがない。これによって、アメリカ戦後思想史の一断面を知るこ

とができる。しかし、これに従って、あり得べき普遍化可能な「環境倫理学」に導かれる

とすれば、それがいかに内向きのヴェクトルを持つ局所化、閉塞化の動きと成り得るかは、

仮に私見によるコメントが偏向にとらわれているとしても、一定程度推し量られ得よう。 

 

2.-(iii) International Society for Environmental Ethics 

上記「初学者のための環境倫理学発祥小史」に言及される国際環境倫理学会について、



国際学界としては 1990 年に設立された5。ホームページでは、環境に関連する哲学・倫理

学関係科目の大学シラバスを、稀少であると謳った上で、リンクしている。最終更新日は

2014年 5月とあるから 2014 年前後の科目であると予測されるが、内容は後にアメリカの大

学の現況と比較すると極めて古いものを今なお掲載している。 

筆頭には、「環境倫理学」を大学で初めて開講したとされるキャリコット (Callicott, J. 

Baird)の、北テキサス大学の上級セミナー「アルドー・レオポルドと大地の倫理」Aldo 

Leopold and the Land Ethic のシラバスが転載されている。これは、出席者全員で最終的

に共同で論文を執筆することを目指すものである。しかし、これは、後に記す大学全体の

科目の中で位置づけるべきものであろう。 

 この国際学会が大学の講義題目として分類する項目は、以下の通りである。「アルドー・

レオポルド」(Aldo Leopold)、「動物研究」（Animal Studies）、「最新科学技術」(Emerging 

Technologies)、「気候変動と地球工学」(Climate Change & Geoengineering)、「環境研究」

(Environmental Studies)、「エコ・フェミニズム」 (Ecofeminism)、「生圏現象学」

（Ecophenomenology）、「生圏神学と緑の宗教」(Ecotheology & Green Religion)、「環境美

学」(Environmental Aesthetics)、「環境倫理学」(Environmental Ethics)、「環境の正義」

(Environmental Justice)、「食、水、農の倫理学」(Food, Water & Agricultural Ethics)、

「将来世代」(Future Generations)、「緑の想像力」(Green Imagination)、「土着の哲学」

(Indigenous Philosophies)、「生態系の哲学」(Philosophy of Ecology)、「破局遅延の可

能性」（Sustainability）6、「野生」(Wilderness)。これによって、さしあたり、何を環境

倫理学の守備範囲と、このグループのメンバーが考えているかは理解できる。 

 この中の一つとして「環境倫理学」については以下の 5 つの科目のシラバスが掲載され

ている。 

 ガラウデト大学(Gallaudet University)、T. Burke と C. Solomom、2008 年春学期「木を

伐らないこと―環境倫理学入門」、コロラド大学、Ch. Frakes、2010年秋学期「哲学、グロ

ーバル化、サステナビリティ」、ノースランド・カレッジの E. Partridge、1997 年冬学期

                                                   
5 http://enviroethics.org/syllabi/ 
6 あたかも地球環境と工業化の進展とが調和できるかのような響きで「持続可能性」と訳さ

れている。印欧語で言うならば、フランスの憲法の環境宣言のように、英語であれば、

durability という言葉を使うべきであろう。Herman Daly らがブレインとしてブルントラ

ント委員会が国連に提出した報告書（Our Common Future）が元であり、これが国連気候

変動枠組み条約の中で用いられることになったというのが経緯である。この sustainability

は、development の形容詞として、いずれも環境国際ガヴァナンスの文脈で外交交渉とし

て受けいれられた条約文の言葉で、mitigation、adaptation を含意とすることを取り決め、

かつ、この言葉を国内の環境法、環境教育に反映することを国際的に約したということを

思い起こすことが必要である。この用法の実質を考えれば、人間を原因とする人間生存条

件の破局をどれだけ遅延させることができるかという問題として理解することが正当であ

ろう。日本の政治において、「持続可能な社会保障制度」ということも実態としては、破局

を遅延させることが可能かどうかという議論であることを踏まえて理解した方が肯綮に当

たるというべきではないか。 



「環境倫理学」、アリゾナ大学、D. Schmitz、E. Willott、M. Zwolinski、2003年「環境倫

理学」、グスタフ・アドルフ・コレッジ(Gustavus Adolphus College)、D. Curtin、年代不

明、「環境に関するさまざまな哲学」である。 

 

2.-(iv) Internazionales Zentrum für Ethik in den Wissenshaften, Universität Tübingen 

インターネットのリソースとしては、国際環境学会ほか、ドイツ、テュービンゲン大学、

1990年創立、学における倫理のための国際センター（Internazionales Zentrum für Ethik 

in den Wissenshaften）がある。医学、生物学における倫理委員会ばかりでなく、すべて

の学における倫理を課題とし研究、実践を国際的に組織する学際的研究センターとなって

いる。このサイトの研究文献に、テーマ別リンクがあり、その中に「環境倫理学」

(Umweltethik)の項がある7。これによって、インターネット上で閲覧出来る「環境倫理学」、

「環境哲学」の諸論文、記事が収集されている。その資料を閲すれば、「環境倫理学」に関

連する諸活動の実態（研究誌、研究図書、研究論文等）を知ることができる。特に、英語

圏以外のものとして、アメリカ環境倫理学以外の関連学会、研究誌、さらに、ドイツ語圏

の研究状況を知ることができる。また、環境倫理学という名目に囚われることなく、環境

の正義、環境経済学、環境政治学、環境経営にまで的確な目配りがなされている。このこ

とから、インターネット資料のほかに同等、もしくはそれ以上の紙媒体による研究活動、

社会運動が展開されていると見込まれる。したがって、環境倫理学について、その学問が

時代に要請されている問題圏を十分に配慮した上で、改めて新たなグローバル・スタンダ

ードを検討していくためには、今のところは、消極的ではあるが、従来のアメリカ環境倫

理学の局所性を克服していくことが必要であると述べるに留める。 

 

2.-(v) Die Gesellschaft für ökologisch-nachhaltige Entwicklung 

オーストリアには、Die Gesellschaft für ökologisch-nachhaltige Entwicklung, 生態

学的で持続可能な発展のための協会、英語の名称 Society for Ecological Sustainability、

生態学的持続可能性のための協会、という NPOの団体がある8。このサイトは、Thomas Seiler

が管理されている。この協会では、2000年から2006年まで、『自然と文化』(Natur und Kultur)

という学術誌を発行しており、この雑誌に収められた、生態系の、あるいは、生態学的、

倫理学の論文ほか、ドイツ語による環境倫理学の文献が列挙されている。多くは、Abstract

だけでなく、論文本体を全文 PDF 版で読むことができる。これによって、ドイツにおける

近年の環境倫理学の進展を概観することができる。またここには、Callicottのドイツ語に

よる論文、「自然そのものの固有の価値」を社会倫理における人権の環境倫理学における対

応概念であるとする類比論法の展開を中心とする「自然の固有の価値―倫理学と実践主義

                                                   
7 http://www.izew.uni-tuebingen.de/bibliothek/links-und-materialien/umweltethik.html 
8 http://www.umweltethik.at/uber_uns.php 



をめぐる考察」という同誌 2003年掲載論文もあり9、アメリカ「環境倫理学」をドイツ哲学

の文脈においていかに理解しうるか、実際に試すことができる。 

 

2.-(vi) Senter for utvikling og miljø, Universitetet i Oslo 

ノルウェー、オスロ大学には、「発展と環境のセンター」があり10、そこでは、研究テー

マとして、「アフリカ」、「アジア」、「ラテンアメリカ」、「援助」、「エネルギー、環境、気候」、

「貧困」、「消費と生活の質」、「天然資源の管理」、「地球規模での健康」、「全球化（グロー

バル化）」、「ジェンダーと開発」、「食べ物」、「食糧政策」、「自然と文化」、「人権と開発」、「持

続可能な開発のためのガヴァナンス」と並んで「環境倫理学（miljøetikk）、 環境哲学

（miljøfilosofi）」が掲げられている。このテーマの内容として、ノルウェーの思想家で、社

会運動として生態系に浅薄に関わる運動に対してより根本から関わることを構想したアル

ネ・ネスについて、しばしば「エコロジー」という社会運動家たちに祭り上げられている

けれども、この研究の記述において、わざわざその思想について批判的に関わることに言

及している。また、環境の問題を人文学から把握することの必要性を明確にしている。何

よりも、もっとも重要な点は、現代の危機を「関係性の危機」として捉えるという視点を

提示していることであろう。そして、明確に、「環境」をめぐる既存の言説を、特に、既存

の環境倫理学をも、批判することに言及しており、この倫理学批判を、倫理のパラダイム

シフト（etisk paradigmeskifte）と予示的に言い表している。Nina Walentyana Maria 

Witoszek と Martin Lee Mueller が研究代表者である。この研究所での研究は大学院のコ

ースも提供している。 

 

第３節 各国大学の「環境倫理学」開講状況 

 

3.-(i) アメリカ、カナダの大学 （24 大学／分校） 

 Environmental Ethics という科目は、アメリカ、ハーバード大学、コーネル大学、コロ

ンビア大学、デューク大学、プリンストン大学、シカゴ大学、カリフォルニア大学バーク

レー校、ロスアンジェルス校、アーヴァイン校、各哲学科では開講されていない。 

それに対して、J. Baird Callicott 率いる北テキサス大学、哲学と宗教研究の学部

(Department of Philosophy and Religious Studies)には、学部、大学院に、Environmental 

Ethics という科目があり、E.C. Hargrove が担当している。また、環境倫理学の大学院コ

ースもある。「環境倫理学」、「生態系の哲学」、「技術の哲学」、「生命倫理学」、「水問題の哲

学」、「エコ・フェミニズム」、「比較環境倫理学」、「西洋の宗教と環境」、「環境の正義」、「環

境哲学特殊講義」、「自然誌と河川の哲学」などが開講されている。 

                                                   
9 Callicott, J. B. (2003), “Eigenwert der Natur: Gedanken über Ethik und Pragmatik”, 

Natur und Kultur, 4-2, 68-89. 
10 http://www.sum.uio.no 



そのほか、Environmental Ethics を、イエール大学では、School of Forestry and 

Environmental Studies、M.L. Bell が、ペンシルベニア州立大学哲学科では、地球科学の

教授 M.A. Bonta が、Aldo Leopold の Land Ethic を生んだ Wisconsin 州の Wisconsin 大学

マディソン校では、最近では 2014 年夏学期に J. Steinberg が、哲学科の学部上級科目と

して、オレゴン大学では、2011年秋、N. Morarが、タフツ大学、 Department of Urban & 

Environmental Policy & Planning では、S. Krimsky が、カリフォルニア大学サンタ・ク

ルーズ校では、2007年、C. Watersが、マサチューセッツ大学アマースト校では、 K. Olsen

が、開講している。そのほか、スタンフォード大学では、M.R. Blomfieldが、Introduction 

to Environmental Ethics を、ペンシルベニア州立大学哲学科では、K.H. Torell が、

Introduction to Environmental Philosophy を、U.L. Roessinger が、Philosophy, Nature, 

and the Environmentを、開講している。 

 なお、デューク大学には環境学部としてニコラス校があり、「持続可能な未来」のために

有用な知識とリーダーを創出することを使命とする。ポストとして、Dan and Bunny Gabel 

Associate Professor of Environmental Ethics and Sustainable Environmental Management

があり、Heather M. Stapletonが就いているが、コースとしては Environmental Ethics は

開講されていない。また、プリンストン大学には環境と人文学という領域横断的な科目が

用意されている。アーヴァイン校副専攻 Civic and Community Engagement では、

Environmental Ethicsが開講されている。 

 なおカナダの英語圏の大学について、トロント大学、環境学部では、人文科学、自然科

学の学際的領域の学部であるけれども、学部、大学院いずれのコースにも「環境倫理学」

という科目は設置されていない。一方、哲学部では、Ashley Taylorが「環境倫理学」を講

義している。オタワ大学哲学部でも「環境倫理学」が開講されている。また、地理学部に

は環境倫理学を研究テーマとする Marc Sanerがいる。ブリティッシュ・コロンビア大学哲

学部では遺伝子生物学、進化論生物学の哲学者 J.H. Beatty が「環境倫理学」を講義して

いる。マニトバ大学では、地理・環境学部では「環境倫理学」は開講されていないが、哲

学部には、応用倫理学・職業倫理学研究所があり、環境倫理学を内容とする「倫理学と環

境」（Ethics and the Environment）が、Meena Krishnamurthy や Mark Rosner によって開

講されている。 

 

3.-(ii) 中南米の大学 （６大学） 

ブラジル、リオデジャネイロ州立大学（Universidade do Estado do Rio Dejaneiro）、哲

学科では、学部コースは現在サイト上不明であるが、大学院には「倫理学」(ética)と並んで、

「科学の哲学」(filosofia das ciências)、「技術の哲学」(filosofia da arte)、「自然の哲学」

（filosofia da natureza）、「倫理学特殊講義」（tópicos especias de ética）のコースが設定

されている。サンパウロ大学（Universidade de São Paulo）哲学科では「倫理学と政治哲

学」が開講されているが、「環境倫理学」は開講されていない。 



アルゼンチン、ブエノスアイレス大学、教皇庁アルゼンチン、カトリック大学（Pontifica 

Universidad Católica Argentina Santa María de los Buenos Aires）、コルドバ大学、ヴェ

ネズエラ、セントラル大学、各人文学部、哲学科では、「倫理学」あるいは「実践哲学」は

開講されているが、「環境倫理学」は開講されていない。 

メキシコ国立自治大学、人文学部、哲学科では「倫理学の諸問題」（problemas de ética）

が複数開講されていて、倫理学、生命倫理学教授 Lizbeth Sagols が、「生態学危機と平和な

社会とを対象とする倫理学」（ética ante la crisis ecológica y sociedades de la paz）を開講

している。  

 

3.-(iii) オーストラリアの大学 （８大学） 

 オーストラリア国立大学、哲学部、あるいは、環境と社会(Environment and Society)の

学部、メルボルン大学哲学コース、フリンダース大学、哲学部、マカリー大学、哲学部、

アデレード大学人文学部哲学科、クイーンズランド大学、歴史・哲学研究学部、哲学科に

は、環境倫理学の授業はない。 

 シドニー大学、哲学・歴史研究学部、哲学コースでは、ドイツ・ロマン派、ドイツ観念

論の専門家 Dalia Nassar によって、「環境の哲学」、「自然と環境の哲学」が開講されてい

る。モナシュ大学、哲学・歴史・国際研究コースでは、Andy Lamey（カリフォルニア大学

サン・ディエゴ校）により「環境倫理学」が開講されている。アデレード大学、人文学部

地理、環境、人口学科では、環境評価、管理を専門とする Melissa Nursey-Brayによる「環

境倫理学」が開講されている。クイーンズランド大学、歴史・哲学研究学部、哲学科大学

院では、応用倫理学を専門とする Christi Favor によって「環境哲学」のコースが設けら

れている。 

なおメルボルン大学には、応用哲学と公共倫理学の研究所があり、所属の Sagar Sanyar

により、大学院哲学系修士コースで、セミナー「＜持続可能性＞と環境倫理学」が開かれ

ている。 

 

3.-(iv) 大韓民国の大学（４大学） 

国立ソウル大学文学部哲学科、国立仁川大学人文学部、国立江原大学哲学科、倫理教育

科、国立慶尚大学、哲学科では、「環境倫理学」は開講されていない。 

忠南大学哲学科では、倫理学（윤리학）の部門として、「応用倫理学（응용윤리학）」と

「生態系の哲学（생태철학）と生命倫理学（생명윤리）」との講義が開講されている。後者

は、環境哲学を研究テーマとする양해림(Hae-Rim Yang)が講義していると考えられる。 

 

3.-(v) 中華人民共和国の大学 （６大学） 

 清華大学哲学科には「应用伦理学（応用倫理学）、教養科目として「环境（環境）」、「科

技与社会（技術と社会）」は開講されているが、「環境倫理学」は開講されていない。北京



大学「城市与环境（都市と環境）」学院では人文社会系、自然科学系の環境関連科目が提供

されているが環境倫理学は開講されていない。北京大学哲学科では、哲学基礎科目に、経

済哲学（经济哲学）、経営哲学（管理哲学）、藝術哲学（艺术哲学）と並んで環境哲学（环

境哲学）が設置されている。倫理学には応用倫理学の他、企業倫理学、生命倫理学の講義

が開講されているが、環境倫理学は設置されていない。マルクス主義哲学系教員では徐春

が環境哲学（环境哲学）を研究テーマとする。北京師範大学哲学と社会学の学院では「环

境美学」に関連する講演は過去に行われているが、通常の授業として環境倫理学は開講さ

れていない。華東師範大学哲学系では、「科学技術の時代の倫理的問題」（科学技术时代的

伦理问题）、「科学技術と社会」（科学技术与社会）などの講義が行われているが、「環境倫

理学」は開講されていない。中国人民大学哲学院では、「科学、技術と社会」という講義は

開かれているが、「環境倫理学」はない。 

復旦大学哲学学院では、吴新文が「応用倫理学」を開講しているほか、罗亚玲が、「環境

倫理学」を開講している。 

 

3.-(vi) 日本の大学 （８大学） 

日本では筑波大学大学院共通科目、渡邉和男らによる「環境倫理学概論」、徳島大学総合

科学部、石田三千雄、山口裕之による「環境倫理学」、大阪府立大学人間社会学部、上柿崇

英「環境倫理学」、千葉大学文学部オムニバス形式共通科目、忽那敬三「環境倫理学」、東

京都市大学環境情報学科、佐藤真久「環境の倫理」、法政大学文学部、相原博、「環境倫理

学」、上智大学法学部・神学部、瀨本正之、「環境倫理学」、滋賀県立大学環境科学部環境政

策・環境計画学科、土屋正治、「環境倫理学」などが開講されている。 

 

3.-(vii) 東南アジアの大学 8大学） 

カンボジア、プノンペン王立大学、人文学部哲学科は、クメール政治史、中国哲学、仏

教、インド哲学と並んで西洋哲学が提供されており、「応用倫理学」が開講されている。「弁

証法的唯物論」（Dialectical Materialism）は設けられているが「環境倫理学」は開講さ

れていない。Paññasastra 大学では、人文系に哲学科はないが、大学院に「応用哲学」があ

り、そこで、「全球的環境の認知」（Global Environment Awareness）という科目が基礎

科目で開講されている。また選択科目には「仏教倫理学」がある。また大学院には仏教

学のコースがあり部派仏教研究ほか、「仏教倫理学」、「仏教社会哲学と現代社会」な

どが開講されている。 

タイ、チュラロンコン大学（Chulalongkorn University）教養学部哲学科では、西洋

哲学、中国哲学、部派仏教、インド哲学が学ぶことができ、「環境倫理学」（จริยศาสตรสภาวะแวดล）

が開講されている。チェンマイ大学（Chiang Mai University）、人文学部、哲学、宗

教学学科には、種々の東洋哲学が学べるほか、「人間生態学」、「今日の世界における

環境学」、「環境保護」などが開講されている。タンマサト大学（Thammasat University）



教養学部哲学科では、「人間と環境」、「自然資源とエネルギーの持続可能性」、「環

境の哲学」が開講されている。 

 ベトナム、ハノイ大学（Vietnam National University, Hanoi）哲学（triết học）科では

マルクス、レーニン主義哲学と並んで倫理学（đạo đức hoc (道徳)）は開講されているが、「環

境倫理学」は開講されていない。ホーチミン大学（Vietnam National University, Hochiminh 

City）人文社会系、哲学科（khoa triết học）では東洋哲学と並んで西洋哲学が学ぶことが

でき後者ではマルクス、レーニン主義哲学が中心で、倫理学（đạo đức hoc (道徳)）は開講

されているが、「環境倫理学」は開講されていない。 

 マレーシア、マラヤ大学（University of Malaya）では、人文社会系では哲学科はないが、

地理学科があり、環境について学ぶことができるが、「環境倫理学」は開講されていない。 

 

3.-(viii) インドの大学 （4大学） 

 ジャワハルラール・ネルー大学(Jawaharlal Nehru University)、自然科学系環境学部、 

社会科学系、哲学研究所、デリー大学(University of Delhi)、自然科学系環境科学科、人

文学部、哲学科、ムンバイ大学（University of Munbai）、ムンバイ大学（University of 

Munbai）、自然科学系、地理学科、社会科学系、哲学科、カルカッタ大学 (University of 

Calcutta)、人文学部、哲学科 

 なお、デリー大学(University of Delhi)、自然科学系環境科学科修士には、「環境哲学、

環境倫理学」を論文主題として認定している。人文学部、仏教学科修士では、「仏教倫理学」

が課題論文となっておりその中に「ahiṃsā （非暴力、殺生の禁止）」がある。ムンバ

イ大学哲学科修士コースでは、仏教倫理学ほか、課題論文の主題の中に「環境倫理学、環

境哲学」がある。哲学科、カルカッタ大学 (University of Calcutta)、人文学部、哲学科

には、課題論文があり、その中の論題の中に「倫理学」があり、さらに下位区分として「自

然と応用倫理学の圏域」、「環境倫理学―人間中心主義、非人間中心主義という概念、感覚

能力を有する存在者を越えた価値、生命に対する畏敬、生態系に関わる深い社会運動、類

縁倫理学という概念」、「インド思想における生態系への関心―ジャイナ教と仏教の見解」 

 

3.-(ix) 中東の大学 （４大学） 

 サウジアラビア、キング・サウード大学人文学部、イスラーム大学（Jāmiʻah al-Islāmīyah 

bi-al-Madīnah al-Munawwarah）、キング・ファイサル大学（Ğāmiʿat al-Malak Fayṣal）に

は、哲学科はない（各大学イスラーム法の研究において哲学、倫理学の研究がなされてい

ると考えられる）。エジプト、カイロ大学、人文学部、哲学科では「科学史」、「アラビア科

学史」、「価値の哲学」は開講されているが、「環境倫理学」は開講されていない。イラン、

テヘラン大学、哲学科はギリシャ哲学が中心で、「倫理学」を直接関する科目は「倫理とイ

スラム教育」を除いて提供していない。 

 



3.-(x) アフリカの大学 （３大学） 

 ケニア、ナイロビ大学、人文学部宗教学、哲学学科、哲学コースには、「社会倫理学」

が開講されておりそのトピックには「富と飢餓」が掲げられているが、「環境倫理学」は

開講されていない。ナイジェリア、ナイジェリア大学人文学部には哲学科はなく、大学全

体でも「環境倫理学」は開講されていない。南アフリカ、ヨハネスブルグ大学人文系哲学

科では「環境倫理学」は開講されていない。なお大学院には人類学と開発研究のコースに

は「環境人類学」が開講されており「環境主義」が論題のひとつに挙げられている。 

 

3.-(xi) イギリスの大学 （7大学／コレッジ） 

オクスフォード大学、ケンブリッジ大学、ロンドン大学政治経済学院、キングズ・コレ

ッジ、ブリストル大学、エディンバラ大学、ダラム大学、各哲学科には、講義科目に

Environmental Ethicsはない。 

オクスフォードの学士の学位論文の分野として The Philosophy and Economics of the 

Environmentという領域が設定されている。ケンブリッジ大学地理学部には、environmental 

ethicsを中心的課題とする「社会と環境」の研究グループがある。ロンドン大学キングズ・

コレッジ、神学・宗教学コースの中に講義科目「応用倫理学」が、Clemens Sedmark により

開講されており、コース記述によれば、講義のトピックの一つとして environmental ethics

の諸問題への言及がある。ブリストル大学の環境教育のサイトでは、environmental ethics

は哲学の中の部門として確立されていると謳っている。エディンバラ大学には３－４年次

に応用倫理学のコースが設定されているがそのガイドには、わざわざ、環境倫理学は扱わ

ないトピックの一つと記されている。ダラム大学哲学部には、倫理学のコースがあり、教

員として、Dr. Liz McKinnell が、environmental ethics、feminism を研究分野としてい

ることが見える。 

 

3.-(xii) フランス語圏の大学 （11大学） 

 フランスでは、パリ第一大学人文社会系哲学科、シュトラスブール大学哲学部、エクス

＝マルセイユ大学、人文系地理、整備、環境コース、リヨン第二大学人文系コース、ルー

アン大学人文系、社会科学系コース、ボルドー大学人文社会学部には「環境倫理学」、「環

境の哲学」の講義は設けられていない。 

しかし、パリ第一大学には、教授陣には、応用倫理学、環境の哲学を専門とする Catherine 

LARRERE が哲学の教授にいる。また、人文社会系哲学科の職業人のための修士コースに、

Xavier GOUCHET が責任者を務める応用倫理学のコースがあり、副題は、環境並びに社会に

対する責任となっている。このコースには、「環境の哲学」（ philosophie de 

l’environnement）が講義として設定されている。またソルボンヌ現代哲学センターでも、

研究課題に「環境の正義」、「環境の哲学」を掲げている。 

フランス語圏では、カナダのモントリオール大学（Université de Montréal）、哲学科で、



「環境の倫理学と政治学」（Étique et politique de l’environnement）が、開講されて

いる。ケベック大学（Université de Québec）、哲学部で、モントリオール Collège 

Lionel-Groux à Sainte-Thérèse 教員、Antoine Corriveau-Dussault が Philosophie de 

l’environnement を開講している。 

カナダ、ラヴァル大学（Université Laval）、応用倫理学研究所 Institut de éthique 

applicée で は 、 Marie-Hélène Parizeau が 、 Recherche en éthique médicale et 

environnementale: Santé et normes éthiques, épistémologiques, politiques.「医療倫

理、環境倫理における研究―健康と倫理的、認識論的、政治的規範」と題するセミナーを

開講している。 

スイス、Universitè de Genève 哲学科では、「環境倫理学」は開講されていない。 

Université de Fribourg では、哲学科と道徳神学と倫理学の学科共通科目として、Prof. 

Andreas Brenner によって、Ethique de l'environnement「環境の倫理学」が開講されて

いる。 

 

3.-(xiii) ドイツの大学 （17大学） 

ベルリン自由大学哲学部、アウグスブルグ大学哲学・社会科学部、ベルリン大学哲学部

ビーレフェルト大学歴史学・哲学・神学学部、ボン大学哲学部、エアフルト大学哲学コー

ス応用倫理学課程、エルランゲン＝ニュルンベルグ大学哲学部、フランクフルト大学歴史

学・哲学学部、ハンブルグ大学精神科学部哲学科、ハイデルベルグ大学哲学部、ケルン大

学哲学部、テュービンゲン大学哲学部には、環境倫理学の授業はない。 

なおアウグスブルグ大学の学部授業には、生命倫理学はあるが、環境倫理学はない。な

お法学部には環境権の授業がある。また、大学院修士コースに、環境倫理学 Umweltethik

のコースがあり、倫理学を基礎に、質料に関わる倫理学 materiale Ethik と並んで環境倫

理学が講義として併置され、カトリック神学部、組織神学担当教授 Thomas Hausmanninger

が担当している。またボン大学では、福音神学（プロテスタント神学）学部、Frank Surall

が 2011年夏学期に、環境倫理学のゼミを行っている。フランクフルト大学歴史学・哲学学

部では、ダレル・メーレンドルフが英語で、「気候変動と正義」と題するゼミを開いている。

ハイデルベルグ大学哲学部倫理哲学基礎研究コースには「自然と環境とが有する価値」と

いう講義が日本メダカなど水生の生態学者 T. Braunbeck によって開かれている。テュービ

ンゲン大学には上記 2.-(iv)の研究所ほか、数学、自然科学学部の生物学科で、エヴェ・マ

リー・エンゲルスが、「生命科学の倫理、歴史、理論における根本問題」という講義を行っ

ている。 

 なおドイツ語圏として、オーストリア、グラーツ大学、哲学研究院には、「応用倫理学」

は開講されているが「環境倫理学」は開講されていない。なお博士課程には、気候変動と

正義を研究テーマとする Lukas H. Meyerが実践哲学の研究指導を行っている。インスブル

ック大学カソリック神学、哲学コース、一般哲学コースには、「環境倫理学」は開講されて



いない。ヴィーン大学哲学研究院では、Angela Kalhoff が、応用倫理学関連共通講義とし

て「植物倫理学に焦点をあてた環境倫理学」を開講している。同研究院には環境倫理学を

専門とする Peter Kampits がいる。また、スイス、バーゼル大学では、哲学部では「環境

倫理学」を開講していないが、生命倫理学、医療倫理学研究所、Karin Nordström ほか 2教

員によって、「地球科学、環境科学における倫理」というセミナーを開講している。同じく、

スイス、チューリッヒ大学では、哲学ゼミナールには「環境倫理学」の講義は行われてい

ないが、大学院修士課程に応用倫理学のコースがあり、その中に「環境倫理学」

(Umweltethik)が開講されており、Christoph Ammann と Markus Huppenbauer が担当してい

る。 

 

3-(xiv) イタリアの大学 （12大学） 

Sapienzaローマ大学(Sapienza Università di Roma)文学・哲学学部、哲学科、ボローニ

ャ大学（Alma Mater Studiorum-Università di Bologna）哲学部、フィレンツェ大学

（Università degli studi di Firenze）人文学部哲学科、ピサ大学（Università degli studi 

di Pisa）哲学コース、 ベルガモ大学（Università degli studi di Bergamo）文学と哲学

との学部(Dipartimento di Lettere e Filosofia)、 バリ大学（Università degli studi di 

Bari）、哲学、文学、歴史、社会科学の学部では etica ambientale は開講されていない。 

ミラノ大学（Università degli studi di Milano）人文学部哲学科では、道徳哲学教授

Laura Boellaによって、etica dell’ambienteが開講されている。また学際的修士課程自

然科学コースにも etica ambientale が開講されている。Brescia 大学(Università degli 

studi di Brescia)では、etica ambientaleが開講されている。Pavia大学（Università degli 

studi di Pavia）人文学部で etica ambientale が Vaccari Vittorio によって開講されて

いる。さらに Pavia の Borromeo 慈恵学院倫理学院では etica ambientale が、ボローニャ

大学 Felice Giovanni Palmeriによって開講されている。聖心カソリック大学環境学院(Alta 

scuola per ambiente)では、Corso di etica della sostenibilità ambientale が開講され

ている。Bergamo大学（Università degli studi di Bergamo）には、環境倫理学研究所（Centro 

di etica ambientale）が 2008 年に設立され、人間と自然環境の調和と共生のために、環

境に関係する人間の働きの複雑な領域を解明することを行っている。なお、ボローニャ大

学では 2006-2007、2010-2011年に、工学と建築の学部で、ボローニャ大学、パヴィア大学

工学部教授、環境倫理学担当、Felice Giovanni Palmeri によって、etica ambientale が

開講されていた。 

 またなお、Sapienza ローマ大学文学・哲学学部、哲学科では、生命倫理学と神経倫理

学（neuroetica）は開講されている。また、倫理学担当教授 Claudia Mancina によって、

2012-2013年に etica ambientale が開講されていた。 

また、「環境の哲学」（http://wds.bologna.enea.it/tesi/tesi.htm）のサイト情報から

確認すると、Verona 大学、文学と哲学の学部、科学哲学修士課程で、2011-2012 年、D.J. 



Negrioliが、「人間と自然―秩序と対立する複雑さ」(Uomo e natura: ordine e complessità 

a confront)、ボローニャ大学、文学と哲学の学部、文化人類学民俗学コースで、2007-2008

年に、Roberta Chiariniが「イタリアにおける気候変動の認識―人類学的一分析」、Padova

大学、文学と哲学の学部、科学哲学修士課程で、2010-2011年、Alessandro Pozzanが「自

由と必然性に関わる人間と自然との関係」などを講義している。 

 

3.-(xv) スペインの大学 （８大学） 

マドリッド、コンプルテンセ大学(Universidad Compultense de Madrid)、哲学部ほか、

サラマンカ大学 (Universidad de Salamanca)哲学コースほか、ヴァラドリド大学

（Universidad de Valladolid）哲学コースほか、ヴァレンチア大学（Universidad de 

València）、環境科学コース、哲学コース、セヴィリャ大学（Universidad de Sevilla）哲

学コースほか、グラナダ大学（Universidad de Granada）、サラゴサ大学（Universidad de 

Zaragoza）哲学コースほかには、「環境倫理学」（ética ambiental）という講義あるいはゼ

ミナールは開講されていない。 

マドリッド、アルカラ大学(Universidad de Alcalá)には、Tatiana Pérez de Guzmán el 

Bueno 記念環境倫理学財団 Cátedra de Ética Ambiental Fundación があり、環境倫理学の

研究を推進している。ヴァレンチア大学哲学コースでは、「生命倫理学、生態系倫理学」

（bioètica i ètica ecològica）、セヴィリャ大学（Universidad de Sevilla）哲学コース

では、「生態系の哲学」（filosofía de la ecología）が、開講されている。 

そのほか、マドリッド、コンプルテンセ大学、哲学部では、「自然（の概念の）哲学」

（filosofía de la naturaleza）、18 世紀から 21 世紀の物理学、生物学の存在論的、認識

論的前提を議論する「質料と生命についての諸理論」（teorías de la material y la vida）、

サラマンカ大学哲学コースでは、「応用倫理学」(ética aplicada)、「生命倫理学」（bioética）

また、「自然の哲学」（filosofía de la naturaleza）、「技術の哲学」（filosofía de la 

tecnología）が、ヴァラドリド大学、哲学コースでは、「応用倫理学」(ética aplicada)、

「生命倫理学」（bioética）、ヴァレンチア大学哲学コースでは、「道徳哲学、応用倫理学」

（filosofia moral I ètiques aplicades）、セヴィリャ大学（Universidad de Sevilla）

哲学コースでは、「自然（の概念の）哲学」（filosofía de la naturaleza）、サラゴサ大学

では「生命倫理学」（bioética）が開講されている。 

 

3.-(xvi) ヨーロッパのそのほかの大学 （17大学） 

 ロシア共和国のイマヌエル・カント、バルト州立大学（Валтийский федералъный 

университет́ имени Иммануила Канта ）哲学科、オムスク州立大学（ Омский 

государ́ственный университет́）哲学科、モスクワ大学（Моско́вский государ́ственный 

университет́ имени М. В. Ломоносова）哲学科では、экологическая этика(ecological 

ethics; environmental ethics)は開講されていない。 



なおモスクワ大学哲学科では、「倫理的知識の古典的モデルと新しいモデル」

（классические и современные модели этического знания）、「理論的倫理学と応用倫理

学」（Теоретическая и прикладная этика）が開講されている。また、ルーベン・アプレ

スヤン(Р. Г. Апресян)が экологическая этика (ecological ethics)を 2006 年に講義している。 

ポーランド、ワルシャワ大学（Universytet Warszawski）、哲学研究院（Instytut Filosofi）

には、「メタ倫理学と応用倫理学」（Metaetyka i etyka stosowana）のコース、また、生命

倫理学（bioetyka）のコースもあり、後者では、「臨床倫理学」(etyka cliniczna)、「倫理

学方法論」(metody etyki)が開講されている。しかし、「環境倫理学」（etyka środowiskowej）

に相当する講座は開講されていない。 

ハンガリー、エトヴェシュ・ローランド大学（Eötvös Loránd Tudományegyetem）教養学

部（Bölcsészettudományi Kar (facultas philosophiae）哲学専門コース（filozófia 

szakirány）には、「応用哲学」（Alkalmazott filozófia）は開講されているが、「環境倫理

学」（környezeti etika）は開講されていない。ミシュコルツ大学リベラル・アーツコース

哲学学院（Filózofiai Intézet）には、学部のコースに Hegedűs András による「生態学」

(Ökológia)のゼミが、倫理学修士コースには「環境倫理学」（környezeti etika）を研究テ

ーマの一つとする Hell Judit による「応用倫理学」（Alkalmazott etika）のゼミが開講さ

れている。 

チェコ共和国、プラハ、カレル大学（Univerzita Karlova v Praze (Universitas Carolina 

Pragensis)）、教養学部（Filosofická fakulta）、哲学と宗教学の学科(Ústav filosofie a 

religionistiky)では、（Environmentální etika）は開講されていない。オロモウツ、パラ

ツキー大学（Univerzita Palackého v Olomouci）、教養学部（Filosofická fakulta）、哲

学科(Katedra filosofie)では、「環境倫理学」（Environmentální etika）は開講されてい

ないが、自然科学系（Přírodovědecká fakulta）、開発研究学科には（Katedra rozvojových 

studií）、「環境研究と持続可能な開発」（Environmentální studia a udržitelný rozvoj）

のコースがあり、このコースでは「環境倫理学」が開講されている。担当は、環境倫理学

を研究分野とする Tomáš DANĚK である。また「生態系と環境保護」（Katedra ekologie a 

životního prostředí）のコースがあり、そこで「自然、公共、環境倫理学」(příroda , veřejné 

a environmentální etika)が開講されている。 

スロヴァキア共和国、トルナヴァ大学（Tranavská Univerzita v Tranve (Universitas 

Tyrnaviensis)）、教養学部（Filozofická fakulta）、哲学科（Katedra filozofie）には、

動物の権利に関する論者である倫理学者 Peter Singerの著作に関する Andrej Démuth によ

るゼミ（ “Peter Singer – Textový seminár”）が、また、倫理学科（Katedra etiky a morálnej 

filozofie）では、「科学と技術の歴史」（Odborno-vedecké podujatie）、「看護の倫理学」

（Ošetrovateľská etika）、「職業倫理」（Profesijná etika）、「広告の倫理」（Etika reklamy）

があるが、「環境倫理学」（Environmentálna etika）は開講されていない。ただし、修士コ

ースでは、『トレント公会議後の歴史的文脈における道徳的神学の原則』（2012 年、マサリ

http://fff.truni.sk/index.php?mod=page&id=694
http://fff.truni.sk/index.php?mod=page&id=694


ク大学）著者神学博士 Helena Hrehová が「環境倫理学 I」（Environmentálna etika I）、「環

境倫理学 II」（Environmentálna etika II）を開講している。 

ノルウェー、オスロ大学（Universitetet i Oslo）には、「発展と環境のセンター」（Senter 

for utvikling og miljø）で先述のとおり（2.-(vi)）環境倫理学、環境哲学の先進的研究

を行っている。哲学科では、オムニバス形式の講義の中に Jeng Saugstad による「環境倫

理学」（Miljøetikk）がトピックとして採用されている。ベルゲン大学哲学科では、Lavik 

Trygve が「環境倫理学入門」（Innføring i miljøetikk）、「環境倫理学」（Miljøetikk）を

講義している。 

 スウェーデン、ウプサラ大学、ストックホルム大学、各哲学科では、「環境倫理学」（Miljö 

etik）は開講されていないが、後者の大学自然地理学科（institutionen för naturgeografi）

では、哲学科の Olle Torpmanが「環境倫理学」を講義している。 

 デンマーク、コペンハーゲン大学（Københavns Universitet）哲学科、オーフス大学（Aarhus 

Universitet）哲学科では、「環境倫理学」（miljøetik）は開講されていない。 

 オランダ、ライデン大学（Universiteit Leiden）、グローニンゲン大学、アムステルダ

ム大学（Universiteit van Amsterdam）各哲学科には「環境倫理学」（milieu-ethiek）は

開講されていない。なお、アムステルダム大学哲学科では、E. Meyer Maが「動物の倫理学

と政治学」（Animal Ethics and Politics）を、T.R.V. Nys と H.W.J.M. Wijsbek が「医療

倫理学」（Medische Ethiek）を講義している。 

 

3.-(xvii) 小括 

 以上の調査から、一般的に言えることとしては、大学人文社会系の哲学を専門とするコ

ースでは、学部学生に対して、倫理学は開講されているが、応用倫理学となると、カテゴ

リーから特殊となり、少なくなる。そのさらに特殊部門と分類される「環境倫理学」が開

講されていることは極めて稀である。あるとしても、学部ではなく、大学院においてであ

る。他方、環境や地理などのコースにおいては、哲学を専門とせず、アカデミズムにおけ

る哲学の訓練を受けていない学者によって、しばしば「環境倫理学」が開講されている。 

 なお、カナダ、ノルウェーの大学ではほかの国に比べて、国内全大学数に対する「環境

倫理学」が開講する大学の数の割合が大きい。 

 

第４節 シラバスに見られる「環境倫理学」のコース記述と使用教科書 

 

4.-(i) 北テキサス大学、E.C. Hargrove「環境倫理学」 

シラバスによれば、コースの目的は下記のとおり。 

「このコースの目的は、環境倫理学、環境哲学の歴史を研究すること、とり

わけ、アルド・リオポルドの影響、宗教の役割、環境思想の背後にある観念

の歴史を研究することである。これ以外には、環境倫理学、環境哲学と、動



物の福祉、環境経済学との関連も研究の中心におく。」 

 先の自ら主宰する環境哲学センター、インターネット・サイト上の「小史」よりは、環

境経済学に言及する上で、視野の広がりが見える。しかし、Hargrove はもはや「環境倫理

学」は旧来のアカデミズム同様に、自己批判的なダイナミズムを失った提示法に従ってい

る。 

 指定必読文献は下記のとおり。 

Leopold,A. (1970), A Sand County Almanac (Ballantine) 

Cobb, J.B. (1972), Is It Too Late? A Theology of Ecology 

Hargrove, E.C. (1989), Foundations of Environmental Ethics (EE Books) 

Hargrove,E.C. ed. (1992), Animal Rights/Environmental Ethics Debate 

(SUNY)  

Sagoff, M. (2007), The Economy of the Earth, 2nd ed. (Cambridge University 

Press) 

 

4.-(ii) トロント大学、Ashley Taylor、Environmental Ethics 

 Ashley Taylorは、「環境倫理学」のコース記述に秘められら視線は、Hargroveとはある

意味対照的である。先ずは、端的に、「人間と自然環境との間にある関係から生じてくる理

論的、実践的な問題のうち中心的な問題のいくつかを取り上げて吟味する」と述べる。そ

してその前提として、倫理学の理論を前半で講義するという。これだけ見る限りでは、確

かに、既存の倫理学の応用であり、そもそも「人間対自然環境」という問題設定そのもの

を自明としているという安易さしか見えない。しかし、具体的な設問を見ると、前半の倫

理学の理論に関する問題としては、問として、「時間的、空間的に＜遠い＞人間の道徳的地

位とは何か」と、いわゆる「将来世代への義務」という擦り切れた言い回しを慎重に避け

て、より批判的に問題を掘り下げようとしていることが伺われる。これは、それに続く、「時

間軸があまりに長期にわたる場合の不確かさのもとでどのように理性を用いるべきか」、

「経済学から環境倫理学まで、諸概念の現実適合性とは何か」という問でも明らかなよう

に、「環境倫理学」を通して、従来の実践哲学での思考の方式、思考の用いる道具立てをも

う一度批判的に洗い直さなければならないという慎重さがここでも伺われる。さらに、当

初の「人間対自然」という問題設定における具体的問いとして、Taylorは、「汚染すること

を請求する権利を、あるいは、汚染をすることにおける正義を、倫理的に公正にすべての

人に平等に配分するということはどういうことか」と問うとき、単に人間中心的主義の否

定という安直さとは異なる視点を示している。そのほか、「大地の倫理には、他の倫理説に

対抗できかつ明確に倫理説として存立するものがあるのか」と問うように、多くのアメリ

カ「環境倫理学」者たちがとる、Aldo Leopold をとりあえず信奉するという構えもとらな

い。「だれがより配慮に与らなければならないのか。地理的に遠くに生きている同時代の貧

しき者たちか、あるいは、遠い未来の世代か」、また、「気候変動に反対する社会運動家た



ちは道徳的に許されるべきか」とも問うように「環境倫理学」を掲げてきた人達の安易な

社会運動へのコミットにも一線を画していることは明らかである。もちろん真価はその講

義で問われるけれども、既存倫理理論の是認に立った応用ではなく、批判の矛先は既存の

既成事実化した「環境倫理学」にも向けられていることはまず間違いない。指定参考文献

は著者名の列挙だけで、John Broome、Roger Crisp、Derek Parfitなどが挙げられている。 

 

4.-(iii) スタンフォード大学、Megan Rose Blomfield、Introduction to Environmental 

Ethics 

コース内容として、「人間と自然界との関係はどうあるべきか。人間と異なる動物やその

ほかの自然の一部に対して、われわれは道徳的義務を負っているのか。また、環境に関連

して、将来世代を含めてわれわれは他の人間に何を負っているのか。」という問いを冒頭に

掲げる。そしてこれらの問いを、現代の倫理学の諸理論に照らし合わせて吟味するという。

具体的には、環境に対するわれわれの義務というものがどのような本性のものか、またど

れほどの広がりをもつものなのかを考察すると、また、こうした環境に対するあり得べき

義務を反省することによって、われわれの現在基になる倫理学の諸理論が有効なものか否

かを考察すると、いう。ここにも、環境倫理学を今日教えるものが、単純に人間中心主義

の批判では済ませられない隘路を共有していることが理解できる。興味深いことに、既存

の倫理学のものさしを反省することから得た教訓を、改めて、動物の権利や、環境保護等

の問題に再度活かして考えることを実践することが提案されている。 

 

4.-(iv) ペンシルベニア州立大学哲学科、地球科学教授、M.A. Bonta、Environmental Ethics 

コース記述は、簡単な「環境倫理学」の規定となっていて、Bonta は、「環境保全、環境保

護、汚染、サステナビリティ、人口という諸問題をめぐる倫理的理論、正義、権利、共同

体、人間的価値を吟味する」と述べる。さしあたりは、環境問題を分析すると、そこには

倫理的な判断が含まれていて、その妥当性について吟味する学問が環境倫理学だという一

般的な見解を提示していると言ってよい。教科書は、 Elliot, R. (1995)(ed.), 

Environmental Ethics, Oxford である。 

 

4.-(v) ウィスコンシン大学マディソン校、Jesse Steinberg、 Environmental Ethics 

 コース記述によれば、環境倫理学では、大地、将来世代、絶滅危惧種、生態系に対して

なされる道徳的な悪を扱うことにおいていかなる倫理的理論が、いかに適合するかを論ず

るという。そのほか、かならずしもすべての道徳的悪が、人間に対するものではないとい

う見解を批判的に吟味し、生活の質という概念、いわゆる「救命ボート」に乗り合わせて

いる状況における倫理などを探求するという。これらの設定においても、既存の倫理学は

そのまま維持できるかという視点が伺われる。 

 



4.-(vi) タフツ大学、 Department of Urban & Environmental Policy & Planning、Sheldon 

Krimsky、Environmental Ethics 

 Krimskyは、「環境倫理学」の探求の対象を、「人格の自然ならびに自然界に住む生物学的

住者のすべてに対する権利と責任」と述べる。その探求の道具として、諸倫理学理論を用

いるとし、環境問題に現れてくるさまざまなジレンマを解決するためにどのような理論を

適用するかを考察するという。「応用倫理学」という言葉に含意されている思考形式に沿っ

た解説型の説明であり、既存の倫理の限界という問題については言及がない。 

指定課題図書は、下記の通り。 

Keller, D.R. (ed.)(2010), Environmental Ethics: the Big Questions, Wiley 

& Blackwell. 

McPhee, J., Encounters with the Archdruid, Farrar, Straus & Giroux.  

Taylor, P.W., Respect for Nature, Princeton Univ. Press.  

Garvey, J. (2008), The Ethics of Climate Change, Continuum International 

Publishing, 2008. 

 

4.-(vii) マサチューセッツ大学アマースト校、Kristian Olsen, Environmental Ethics 

 現状の環境倫理学の話題を解説するとして、端的に、「人間以外の動物を殺して食べても

よいか」、「自然界にはそれ自身で固有の価値をもつものがあるか」などを導入としており、

そうした問いの先行前提となっている「自然」や「人間」という概念をどのように批判的

に取り扱うかということがらについては何も語っていない。教科書は、Jamieson, D. (2008), 

Ethics and the Environment: An Introduction, Cambridge: Cambridge University Press

である。 

 

4.-(viii) カナダ、モントリオール大学（Université de Montréal）、哲学科、「環境の

倫理学と政治学」（Éthique et politique de l’environnement） 

 コース記述には、環境の倫理学、環境の政治哲学における現代の主要な論題を扱うとし

て、動物の解放、自然の価値、自然への敬意、生態系中心主義、市民権と生態系というこ

とがらが並ぶ。 

 

4.-(ix) カナダ、ケベック州、Laval 大学、応用倫理学研究所 (Institut de éthique 

applicée)、Marie-Hélène Parizeau、「医療倫理、環境倫理における研究：健康と倫理学

的、認識論的、政治的規範」(Recherche en éthique médicale et environnementale: Santé 

et normes éthiques, épistémologiques, politiques) 

 

内容は、健康に関する哲学的問題、健康に伴う、倫理学的、認識論的、政治的位相に関わ

る規範を議論するという。指定図書は下記の通り。 



Canguilhem, G. (2013), Le normal et le pathologique, Paris, PUF Quadrige.  

Merleau-Ponty, M. (1976), Phénoménologie de la perception, Paris, 

Gallimard, Tell.  

Foucault,M. (2004), Cours au Collège de France. 1978-1979 : Naissance 

de la biopolitique, aris, allimard.  

 

4.-(x) スイス、Université de Fribourg、哲学科、道徳神学・倫理学学科、共通科目、Prof. 

Andreas Brenner、Ethique de l'environnement 

コース記述は、欧米の「環境倫理学」、「環境哲学」が、キリスト教神学者にしばしば

担われているように、神学、哲学を議論の出発点においている点で興味深い。Brennerは「生

態系に関わる倫理学の古典的テクストと同様に、神学的、哲学的倫理学の基本的な議論を

提示する」とし、このことを基礎に、「人間以外の自然に対するわれわれの行いになぜ規

律を課さなければならないか」、「富める国の人々は、とりわけ貧しい国の人々に義務を

有しているか」、「天然資源とは、真実において誰に帰属するものなのか」を論ずるとい

う。教科書は、自著、Brenner, A. (2010), Manuel d'éthique de l'environnement : de la 

théorie à la pratique, Fribourgである。 

 

4.-(xi) ケベック大学、Antoine Corriveau-Dussault、Philosophie de l’environnement 

 Corriveau-Dussault は、環境の哲学のコース記述として、端的に、環境の哲学とは、環

境ならびに環境の科学が投げかける哲学的問題を研究する学問だとする。現代哲学の議論

を土台としてと断った上で、二つの大きな問題を探求するという。それは、一つは、環境、

環境の本有的、機能的価値、環境保全の政治的正当性など、倫理学的な自然の問題、一つ

は、生物多様性、生態学などの環境の科学に関する認識論的な自然の問題、と提起されて

いる。具体的な議論は示されていないけれども、環境を問題とすることが自然科学の対象

とすることでは尽きていないということが示されているし、さらに、環境を扱う自然科学

自体が、政治的、倫理的に、全く中立で無差別などという観念では取り扱えないことも予

見される。 

 指定文献は以下の通り。 

Hicham-Stéphane Afeissa (ed.)(2007), Éthique de l’environnement: 

nature, valeur, respect, Paris: Vrin. 

David R. Keller (ed.) (2010), Environmental Ethics: the Big Questions, 

Wiley & Blackwell. 

 

4.-(xii) ボローニャ大学、2006-2007年、工学と建築の学部開講科目、ボローニャ大学、

パヴィア大学工学部教授、環境倫理学担当、Felice Giovanni Palmeri、etica ambient 

コース記述という体裁のため簡略な表現であるけれども、Giovanniは、環境倫理学とい



う学問は、現代を倫理的に反省してみる時に関わってくる根本的な諸問題と通底するもの

で、同時に、地球環境の危機的諸状況を主題的に扱う中で、これら諸問題を貫く構造を明

らかにするものだという事を述べている。また、環境倫理学は、法的、経済的、制度的、

職業倫理的文脈で判断される諸判断において働いている方向づけや慣性的な行為型を考察

するものだとも考えている。ここにも、環境倫理学は単なる伝統的倫理学の応用であると

いう単純な思考法には従っていないことが見て取れる。環境問題はひとつの特異点として

今までの思考法の布置を捉え直す梃子になっていると言うべきであろう。講義内容は、気

候変動始めさまざまな地球規模の危機を考察した上で、科学技術的解決への信奉とは異な

る危機回避代替策としての倫理を探る。 

課題図書は以下のものである。 

Beck, U. (2000), La società del rischio. Verso una seconda modernità, Carrocci 

editore, Roma.(『リスク社会』（原著ドイツ語、1986 年刊、Risikogeselleschaft) 

Capra, F. (2003), Il punto di svolta. Scienza, società e cultura emergente, Feltrinelli, 

Milano. 『展開点―科学、社会、新興文化』（原著英語、1984 年刊 The Turning 

Point: Science, Society and the Rising Culture） 

Hosle, V. (1992), Filosofia della crisi ecologica, Einaudi, Torino. 『生態系危機の哲

学』 

Jonas, H. (1997), Principio responsabilità. Un'etica per la civiltà 

tecnologica, Einaudi, Torino. 『責任という原理―科学技術文明のための倫理』

（原著ドイツ語、1979 年刊、Das Prinzip Verantwoltung. Versuch einer Ethik für die 

technologische Zivilisation.） 

Jonas, H. (2000), Sull'orlo dell'abisso. Conversazioni sul rapporto uomo-natura, 

Einaudi, Torino. 『深淵の縁で―人間と自然との関係に関する対話』 

McNeill, J. (2002), Qualcosa di nuovo sotto al sole. Storia dell'ambiente del XX 

secolo, Einaudi, Torino. (原著英語、2000 年刊、Something New Under the Sun: An 

Environmental History of the Twentieth Century World) 

Wordlwatch Institute, (annuari), State of the World, Edizioni Ambiente, Milano. 

 

4.-(xiii) ミラノ大学（Università degli studi di Milano）人文学部哲学科、道徳哲学教授

Laura Boella、etica dell’ambiente 環境の倫理学 

 講義内容は、「グローバル世界の都市」というタイトルの許に、「環境の倫理学入門」、

「都市とグローバル化」、「深化」という三部分が続く。指定図書は下記の通り。 

Andreozzi、M., Etica Ambientale （刊行予定）. 『環境倫理学』 

Benjamin, M. (2007), Immagini di città, Einaudi, Torino. 『都市のイメージ』 

Sassen, S. (2003), Le città nell’economia globale, Il Mulino, Bologna. 『グロ

ーバル経済における都市』 



Lazzarini, A. (2013), Il mondo dentro la città. Teorie e pratiche della 

globalizzazione, Bruno Mondadori, Milano. 『都市の内部の世界―グローバ

ル化の理論と実践』 

Rykwert, J. (2002), L’idea di città, Adelphi, Milano. 『都市の理念』 

Harvey, D. (2013), Città ribelli. I movimenti urbani dalla Comune di Parigi 

a Occupy Wall Street, Il Saggiatore, Milano. 『反逆する都市―パリ・コンミ

ューンからウォールストリート占拠へ』 

 

4.-(xiv) モナシュ大学 Andy Lamey「環境倫理学」 

講義内容には、「ハイデッガーと環境」、「動物の倫理学」、「自然と本有的価値」、「本有的

価値抜きの環境倫理学」、「ファシスト環境主義」、「自然を模造する」、「将来世代への義務」

が並ぶ。「ファシスト環境主義」が何であるかは表題だけではわからないけれども、国家主

義やそれに追随する哲学者が、「自然」という言葉を、非―人為性を通して、疑う余地のな

い本源性や原理性を含意するために用いていたことを想起すると、環境倫理学にとって、

非―人為性の観念としての「自然」を利用した政治理論、芸術理論は重要なテーマであろ

う。 

  Lamey のコース記述は冒頭に、「環境の危機によって引き起こされた倫理的諸問題は、哲

学の伝統的な諸概念を拡張することとなり、ついにはその有効性が崩壊するまでに立ち至

っている。こうした事態が、環境的価値観や、人間中心主義を否定する世界観に基づく今

までに全くない倫理を要請することになったのである。」と述べている。これは、まさに、

従来の思考法では掴み損ねてしまう脈絡を内蔵すると映る現代的問題の様相を言い表そう

とする言葉として腑に落ちる。つづいて、こうした意識から提起された考え方やそこで用

いられている概念を吟味することが環境倫理学なのだという。確かに、単純に、従来の哲

学、倫理学との摺り合わせでは真実態には達し得ないという予感には同調を覚えるけれど

も、だからこそ、こうした予感の論理的展開が本当に時代を超え出ていくものか否かを冷

静に判定するには、いかなる意味で過去の思考法が限界を示すのか、まさに過去の思考法

に従うときに隘路とその隘路に立った時の錯誤を、当の錯誤者に気づき納得させる理路を

開鑿していくことができて、初めて、環境倫理学が時代の先端にたつことの意味を人々に

知らしめることができるであろう。Lamey がそのような意味でどこまで環境倫理学の真価

を伝ええたかはこの記述だけでは判断し得ない。ただ、Lamey が具体的に扱った課題とし

ては、「動物の権利」、「自然の本有的価値」、「価値の生態系中心的概念」を取り上げており、

以下、過去の環境倫理学で議論されたさまざまな倫理的ディレンマを議論するという。こ

れらディレンマにおいて、いかに伝統的概念が破産しているかを明らかにし得たかがこの

講義の成否を示す試金石となるであろう。 

 

4.-(xv) アデレード大学、人文学部地理、環境、人口学科、Melissa Nursey-Bray、「環境



倫理学」 

自然環境や社会環境に関わる意思決定がなされる時にどのような倫理的判断がなされてい

るのか、その判断内容と判断過程について見識を深める、このことが、「環境倫理学」の有

する、Nursey-Brayの考える、目標であるということが分かる。そのために、環境と関わる

限りでの倫理学の諸理論を、特に、そうした諸理論の有する人間中心主義や、生物中心主

義や、生態系中心主義を、紹介することが講義の内容となる。Nirsey-Brayは、理論の紹介

だけを主とするのではなく、ケーススタディを通じて、利害関係者や環境管理者の倫理的

な判断が、具体的に環境条件にどのような影響を与えるかその過程を理解することを重視

している。この問題意識は、従来の倫理学が、現実の判断の背後にある原理の合理性を分

析する点では優れているにしても、現実の価値形成過程や、価値判断から生ずる現実の社

会状況を、理論的問題の埒外としたり、現実の過程と論理的演繹とを曖昧にしたりしてき

たことを考えると、倫理学の実践性にとっての有効な問題を提示している。 

 

4.-(xvi) スロヴァキア、トルナヴァ大学、倫理学科修士コースゼミ、Helena Hrehová、

「環境倫理学 I」、「環境倫理学 II」 

  キリスト教神学者でもある Helena Hrehová は、二つの修士コースのシラバスでは、取り

扱うトピックを掲げている。後半に並ぶトピックは、P. Teilhard de ChardinとH. Skolimowski

の「技術中心的倫理」、A. Schweitzer、Ch. Sherrington、A. Dillardová、 Al Gore、 H. Librová

の「人間中心的倫理」、「生命尊重倫理」、A. Leopolda、J. Baird Callicotの「生物中心主義の

倫理」、G. Hardinの「救命ボートの倫理」、「地球活物主義（ガイア仮説）」、A. Naessの「生態

系に関わる深い社会運動」、G. Sessions と B. Devallの「深層的生態系」、K. Warrenの「エコ・

フェミニズム」などで、いわゆる「環境問題」に関わる思想として取り上げられるものである。こ

の意味で、20世紀からの話題のトピックの羅列とも見えるが、しかし、冒頭のいくつかの項目

は注目すべきである。「生圏哲学(ekofilozofia)」、「生圏倫理学（ekoetika）」、「古

代中性哲学における生圏倫理学的問題群」、「アリストテレスとトマス・アクィナスの

哲学と生圏倫理学」、「イマヌエル・カントの義務倫理学」、「実証主義的規約主義、

直観主義、反理性主義」、「生態学と現代倫理学」、「哲学的生態学」などと続くが、

ここから推測すると、Hrehová は、「環境問題」という領域に特異な義務・権利や、新

しい倫理的観念の構築ということに飛びつくのではない。この点で、ほかの「環境倫理

学」を旗印にする者たちとは異なるもので、西欧古代・中世哲学、神学から接近しよう

とする構えと推測できる。 

 ただし指定文献の一部は、古代・中世の文献ではなく下記のようなスロヴァキア語の

現代の原著あるいは翻訳の文献である。 

Bauman, Z. (2002), Úvahy o postmoderní době. Praha: Sociologické 

nakladatelství. 『ポストモダン時代の考察』 

De Pury, A. (1999), Člověk a zvíře – stvoření Boží. Praha: Kalich. 『人間と動物



―神の被造物』 

Drewermann, E. (1999), O nesmrtelnosti zvířat. Košice: Timotej. 『動物の不死

について』 

Keller, J. (2005), Až na dno blahobytu. Praha: EarthSave. 『福祉の根底にむけ

て』 

Kohák, E. (2004), Svoboda, svědomí, soužití. Praha: Sociologické nakladatelství. 

『良心の自由、共生』 

Id. (2002), Zelená svatozář. Praha: Sociologické nakladatelství. 『緑の栄光』 

Librová, H. (1998), Láska ke krajině. Brno: Blok. 『故郷への愛』 

Ondok, J.P. (1998), Člověk a příroda. Hledání etického vztahu. Kostelní Vydří: 

KN. 『人間と自然―倫理的関係の探求』 

  



4.-(xvii) 城西国際大学環境社会学部、瀧章次、「環境倫理」 

 2014 年度から新しく開講された、１年次前期に配当された、瀧章次「環境倫理」のシラ

バスを以下に掲載する。 

 

 



 

  



 

 

  



第５節 「環境倫理学」、「環境哲学」関連文献―JIU「環境倫理学」、「環境哲学」英語教科

書編纂に向けて 

 

「環境倫理学」、「環境哲学」について、近年、下記のような、アカデミズムにおける教

科書、レファレンスを意識した論集が数多く、同工異曲のような様相で編まれている。 

 

Barkey, M.B. (ed.)(2000), Environmental Stewardship in the Judeo-Christian 

Tradition: Jewish, Catholic and Protestant Wisdom on the Environment, Washington, 

D.C. 

Callicott, J.B. and Frodeman, R. (eds.) (2009), Encyclopedia of Environmental Ethics 

and Philosophy, Farmington Hills, MI. 

Callicott, J.B. and da Rocha, F.J.R. (eds.) (1996), Earth Summit Ethics: Toward a 

Reconstructive Post-Modern Philosophy of Environmental Education, New York: State 

University of New York Press. 

Clowney, D. and Mosto, P. (eds.) (2009), Earthcare: An Anthology in Environmental 

Ethics, Lanham, Md. 

Cooper, N. and Caring, R.C.J. (eds.) (1996), Ecologists and Ethical Judgments, London. 

Elliot, R. (1995)(ed.), Environmental Ethics, Oxford. 

Elliot, R. (1997), Faking Nature: The Ethics of Environmental Restoration, London 

and New York. 

Gottlieb, R.S. (ed.) (1997), The Ecological Community: Environmental Challenges for 

Philosophy, Politics and Morality, New York. 

Hicham-Stéphane Afeissa (ed.)(2007), Éthique de l’environnement: nature, valeur, 

respect, Paris: Vrin. 

Keller, D.R. (ed.), (2010), Environmental Ethics: The Big Questions, Chichester. 

King-Tak, Ip. (ed.)(2009), Environmental Ethics: Intercultural Perspectives, 

Amsterdam. 

Light, A. and Holmes III, R. (eds.) (2003), Environmental Ethics: An Anthology, Malden, 

MA. 

O’Neill, J., Turner, R.K., and Bateman, J. (eds.)(2001), Environmental Ethics and 

Philosophy, Cheltenham. 

Pojman, L.P. (ed.)(1998), Environmental Ethics: Readings in Theory and Application, 

2nd ed,Belmont, CA. (3rd ed. 2001; 4th ed. 2005; 5th ed. 2008) 

Schmidtz, D. and Willot, E. (eds.)(2002), Environmental Ethics: What Really Matters, 

What Really Works, New York. 

Sterba, P.J. (ed.)(1995), Earth Ethics: Environmental Ethics, Animal Rights and 



Practical Applications, Englewood Cliffs, N.J. 

Sterba, P.J. (ed.)(2000), Earth Ethics: Introductory Readings on Environmental Ethics 

and Animal Rights, Upper Sadler River, N.J. 

Vromans, K. et al. (eds.) (2012), Environmental Ethics: An Introduction and Learning 

Guide, Sheffield. 

  

1986年、叢書 Oxford Readings in Philosophyの一つとして、Peter Singerが編集した

論集、Applied Ethics『応用倫理学』には、14の論文が編まれているけれども11、先に「2. 

環境倫理学の現況を概観するには」に訳した The Center for Environmental Philosophy

「小史」の記述が示唆するとおり、動物の解放を唱えた側に属する Peter Singer は、環境

倫理学関係の論文を一つも応用倫理学の論集に収めていない12。この「環境倫理学」に紙幅

を供しないという Singer の傾向は、1991 年に編集した『倫理学必携』(Singer, P. 

(ed.)(1991), A Companion to Ethics, Oxford: Blackwell)からも伺える。倫理学の歴史

から理論、応用、そして最前線といった倫理学の総覧において、「環境倫理学」は、本文 565

ページ中、応用倫理学 120 ページ、その 12項目の紹介論文中の 1項、10ページである。執

筆者は、オーストラリアの環境倫理学者 Robert Elliotである。 

また、61 の論文を集めた応用倫理学の論集、LaFollette, H. (ed.) (1997), Ethics in 

Practice: An Anthology, Oxford: Blackwellは、安楽死、堕胎、動物からなる第一部「生

と死」、家族と友人、性、徳からなる第二部「個人的生活」、麻薬、言論の自由、性的、人

種的差別からなる「自由と平等」、罰、経済的正義、世界の飢餓と国際的正義という三部構

成の、第三部の一番最後の項として立てられている。その「環境」の項には、4 つの論文、

Aldo Leopold, “The Land Ethic”、J.P. Sterba, “Reconciling Anthropocentric and 

Nonanthropocentric Environmental Ethics”、Warren, K.J., “The Power and Promise of 

Ecological Feminism”、J.B. Callicott, “Animal Liberation: A Triangular Affair”

がある。 

それでは、環境倫理学自身の論集はどうか。古いところでは、中国伝道に携わる両親の

下北京で生まれ、シカゴ大学で物理学で博士を取得した後、イェール大学神学士となり、

宗教と科学の関係を専攻としCarleton Collegeで教えたIan G. Barbourが編纂したBarbour, 

I.G. (ed.)(1973), Western Man and Environmental Ethics: Attitudes toward Nature and 

                                                   
11 Thomas Nagel, “Death”; David Hume, “Of Suicide”; James Rachels, “Active and 

Passive Euthanasia”; Judith Jarvis Thomson, “A Defence of Abortion”; Michael Tooley, 

“Abortion and Infanticide”; John Harris, “The Survival Lottery”; John Stuart Mill, 

“Speech in Favor of Capital Punishment”; Louis Pascal, “Judgement Day”; Jonathan 

Glover, “It Makes No Difference Whether I Do It or Not”; Derek Parfit, “Overpopulation 

and the Quality of Life”; R.M. Hare, “What is Wrong with Slavery?; Jane Radcliff 

Richards, “Separate Spheres”; Peter Singer, “All Animals Are Equal”; Nicholas Measor, 

“Games Theory and the Nuclear Arms Race”. 
12 Singer, P. (ed.) (1986), Applied Ethics, Oxford. 



Technology, Reading, MAがある。3部構成で、Lynn White, “The Historical Roots of Our 

Ecological Crisis”、René Dubos, “A Theology of Earth”ほか 2篇を収める「歴史的根

源」、技術文明の論者 Leo Marx の “Pastoral Ideals and City Troubles”ほか５編を収

める「人間と自然」、文学者 Paul Goodmanの “Can Technology Be Humane”ほか５編を収

める「技術と生態系」からなる。アメリカにおいて「環境倫理学」にキリスト教神学の伝

統があることを知らせる論集である。 

英語圏の「環境倫理学」の論題を導くことになった論集としては、ノートルダム大学、

生物学と哲学の教授、Shrader-Frechette の編纂した論集、Shrader-Frechette, K.S. 

(ed.)(1981), Environmental Ethics, Pacific Grove, CAがある。「われわれには環境倫理

学は必要か」、「環境に関わる今までの倫理学に替わる倫理学」、「将来世代の権利」、「自然

物の権利」、「動物の権利」、「生きられる環境に対する権利」、「消費を制限する義務」、「環

境対経済」、「環境対貧者」、「人口、個人の自由と公共の福祉」、「農薬の問題」、「核エネル

ギーと放射能汚染」という章立てのもとに、各々2論文を収めている。 

最近のものとしては、Robert Elliot (2004), Environmental Ethics, Oxford.がある。

13 の環境倫理学の論文が収められている。内容は、Mary B. Williams, “Discounting Versus 

Maximum Sustainable Yield” 「割引対最大持続可能産出量」、J. Baird Callicott, “Animal 

Liberation: A Triangular Affair”「動物の解放―ある三角関係」、Holmes Rolston III, 

“Duties to Endangered Species” 「絶滅危惧種に対する義務」、Robert Elliott, “Faking 

Nature”「自然を捏造する」、Mary Midgley, “Duties Concerning Islands” 「島に関す

る義務」、Richard Routley and Val Routley, “Against the Inevitability of Human 

Chauvinism” 「人間の排外主義の不可避性に対する駁論」、John Passmore, “Attitudes to 

Nature”「自然に対する態度」、Freya Matthews, “Value in Nature and Meaning in Life” 

「自然における価値と人生における意味」、Val Plumwood, “Nature, Self, and Gender: 

Feminism, Environmental Philosophy, and the Critique of Rationalism” 「自然、自

己、性的分業―雌性人類的嗜好の復権と超克、環境の哲学、合理主義に対する批判」、Mark 

Sagoff, “Can Environmentalists Be Liberals?” 「環境主義者は自由主義者になり得る

か」、Andrew A. Brennan, “Ecological Theory and Virtue in Nature” 「生態学の理論

と自然における徳」、Colleen D. Clements, “Stasis: The Unnatural Value” 「静止―

不自然な価値」、Elliott Sober, “Philosophical Problems for Environmentalism” 「環

境主義のための哲学的問題」。 

そのほか、Louis Pojmanの論集を取り上げる。Pojman は、牧師としてスタートし、その

後、Reinhold Niebuhrのもとで学び神学博士号を取得、さらに、Oxfordで分析哲学の研究

で博士号を取得、その後、大学教員生活の中で、哲学、倫理学関係で、大学講義付帯の必

読文献集として採用された論集を多く出版した。その中に、2005 年に亡くなった後も版を

重ねている、Pojman, L., Environmental Ethics: Readings in Theory and Application.

がある。第１版、1994年、第２版、1997年、第３版、2000年、第４版、2004年、第５版、



2007年、第６版、2012年。息子の学者 Paul Pojman が、第５版、第６版の編集に加わった

が、2012年に亡くなった。70余りの、学術論文以外に、環境倫理学関連抜粋、記事も含む

もので、当初は、「環境倫理学」の序に続き、第１部、理論、第２部、応用に分かれていた

が、版を重ねていく中で、書名副題は変わらないにもかかわらず、この区分は、第６版で

はなくなっている。 

 具体的には、第２版（1997）を参照すると、理論の部は、「自然に関する西洋哲学：われ

われの生態学的状況の根源」、「動物の権利」、「自然は本有的な価値を持つか。生物中心主

義、生態系中心主義、生態系に関する深い社会運動（Deep Ecology）」、「生態系と雌性人類

的嗜好との復権と超克の運動（Ecofeminism）」、「地球活物（Gaia）仮説と生物圏倫理学」、

「種、自然、自然物の保全」、「環境倫理学に関する非西欧的視圏」、「将来世代に対する義

務」という章立てである。他方、応用の部は、「人口―一般的諸考察」、「人口と世界の飢餓」、

「汚染―一般的考察」、「農薬」、「大気の条件―温室効果とオゾン層」、「危険な廃棄物をわ

れわれは克服しているか」、「核力をわれわれは復活させるべきか」、「経済学と環境」、「機

能不全と持続可能な社会」という章立てである。 

 第６版(2012)にはもはや理論と応用という区分はなく、第１章、「序」、第２章、「動物の

権利」、第３章、「自然とは何か」、第４章、「生態系の倫理学」、第５章、「人口と消費」、第

６章、「汚染―土壌、空気、水」、第７章、「食糧の倫理学」、第８章「気候変動とエネルギ

ー政策」、第９章「人種、階級、性的分業―環境の正義、生態系と雌性人類的嗜好との復権

と彫刻、原住者の権利」、「霊性の＜環境志向＞化（greening）」、「資本家秩序の新たな＜環

境志向＞―経済学、＜サステナビリティ＞【破局遅延可能性】、対応策」という章立てにな

っている。 

またそのほかの論集を参照すると、Clowney and Mosto (2009)の内容は、以下のような

区分である。第一部「環境倫理学のための哲学的、倫理学的枠組み」のもとに、(1) 「ア

ブラハムの宗教が有する世界観と環境」、(2) 「アジア、アメリカ原住民、近代西洋の世界

観と環境」、(3) 「自然の価値を秤量する」、(4) 「生態系に関わる根本主義的社会運動（Deep 

Ecology）と生物中心主義」、(4) 「生態系と雌性人類的嗜好との復権と超克（Ecofeminism）」、

(5) 「社会生態学と環境の正義」、第 2部「環境倫理学と環境に関する関心の対象となる諸

分野」の下に、(1) 「大気汚染と気候変動」、(2) 「廃棄物」、(3) 「土地の劣化」、(4) 「水

汚染と水資源」、(5) 「生物多様性」、(6) 「動物の解放と動物の権利」、(7) 「地球全域の

人口増大」、(8) 「破局遅延可能性（sustainability）、消費、経営とエネルギー」がある。 

さらに、論集、Keller, D.R. (ed.), (2010)は、過去の 70あまりの著名論文、著作抜粋

を集めた「環境倫理学」財産目録であり、西洋思想の流れの中に環境倫理学を位置づける

ことを企図している。編集上の区分は、緒言を除くと、以下、「道徳哲学の固有の論題とは

何か―環境倫理学概観」、「なぜ環境倫理学を研究するのか」、「人間中心主義とは何か」、「非

―人間中心主義とは何か」、「道徳的配慮可能性の圏域とは何か」、「環境倫理学の基礎を道

徳的拡張主義におくことに代わる代案は何か」、「自然と、文化と、主観性と、技術と、そ



れぞれと環境倫理学との関係は何か」、「環境公共政策の倫理的偽現に含まれるものとは何

か」、「環境倫理学の未来とは何か」である。ここから、英語圏の「環境倫理学」がいかに

学問として曖昧性を除去できずに展開されてきたかが推し量れる。 

以上のように、「環境倫理学」、「環境哲学」が、アカデミズムの中に場所を得て一定の蓄

積を経た結果、「環境倫理学」、「環境哲学」の論集が、編まれることになり、教科書として

活用されている。これは、先の開講状況、シラバス内容の調査からも明らかである。 

また、今までのところ、上に掲げたことは単なる論集における編者の区分や、論文のタ

イトルに留まる。したがって、単にこれだけのことから、研究の内実について評価するこ

とは危険なことである。そうではあるにせよ、論集という「環境倫理学」の全体像を表す

今まで出版されてきたものをみても、環境倫理学が理論と応用の面で、数十年の学会の批

判を受けて一定の共通前提となる理論なり応用法なりを提供しているかと言えば、単純に

は肯うことができない。そこで、スタンダードについて、一定の裏付けを得るために、形

式的な外観に留まらない検討をなお要する。 

 

第６節 「環境倫理学とは何か」という問いにいかに答えるべきか 

 倫理学にも、歴史学における Oral Historyではないが、現場の現実の個別具体的に語ら

れているところに理論構築の原点があるという考えが可能であろうか。確かに、一見、今

まで見てきたような雑多な「環境倫理学」という旗印のもとに集められた一つ一つの文書

も、いわば、大理論、定説となった「普遍妥当な」と言われ得る理論の「応用」として見

るのでなく、その一つ一つ雑多な現実の問題への応答そのものが、そこから現実的な解決

のヒントを得ていくための出発点で、「理論」とは、せいぜいさしあたりの一般化というも

のに過ぎず、「大理論」からの演繹を目指しているのではなく、特殊な事例集に対する特殊

な対処を示すもので、剴切には、応用倫理学というよりはむしろ、いわば「臨床倫理学」

なのだと、このように現状の「環境倫理学」という旗印の学を弁護することもできるかも

しれない。そうだとすれば、従来の講壇倫理学とは別に「環境倫理学」には、学的な方法

論と対象の定まった専門性というものはなく、現実の症例としての「環境問題」が消失し

ない状況において、理論的営為と併行して、臨床的な日々の現実的な実践の覚え書きとも

言えるものを積み重ねているということかもしれない。 

 しかし、今日の状況に対して、それが現代の危機に対する学人としての真摯な応答を形

成していると言い得るのか、臨床日誌をいくら集めてもそれは特殊個別事例ににすぎない

のではないか。「環境倫理学」の学としての存立について、いままで「環境倫理学」を旗印

を掲げてきた学人たちがどのような自己像を抱いているのか、以下批判的に検討した上で、

現在の「環境倫理学」の見たところの「グローバル・スタンダード」の内実を吟味してお

きたい。 

 

6-(i) Barbour, I.G. (1973), “Introduction”in: id. (ed.)(1973), Western Man and 



Environmental Ethics: Attitudes toward Nature and Technology, Reading, MA 

 1972 年刊、著者らのローマクラブへの報告書、『成長の限界』(The Limits to Growth)

の成果の要約でもある Randers と Meadows の論文（Rnaders, J. and Meadows, D., “The 

Carrying Capacity of Our Global Environment: A Look at the Ethical Alternative”, 

ibid., 253-276）が掲載されているように、また、刊行が編者自身言及する（16）1972 年

ストックホルムで開催された国連、人間環境会議の直後でもあるように、編者は、「環境問

題」が注目を集める中で、時代を意識する一方、自らの学問的役割として、宗教、哲学、

倫理学という根本的志向から議論を提供していると評せる。 

 そこでの基本線は、「環境の危機(environmental crisis)」という現象を、西欧工業国家

による河川、土壌の汚染、天然資源の蕩尽、野生動物の滅尽を、科学技術政策の問題とし

て理解し、その背後にある、自然ならびに技術にたいする集団的態度（attitude）を明ら

かにし、必要とあれば今までのものに替わるものを提起することである。この点において

は、環境問題、公害を、単なる科学と、科学の応用としての技術との問題として捉えず、

まさに、歴史的、構造的に、科学や、科学の応用を、社会的、倫理的に人間が実践してき

たことを批判的に明らかにするという志向を示しており、Barbourが「環境倫理学」を自著

に冠したように、「環境問題」をめぐる倫理学、哲学、神学者が当初に共有していたある種

の学的原理がそこにあると言ってよいと思う。 

 しかしながら、Barbourは、批判的に既存の倫理学を再構築するときの基本的な倫理的原

理を、無批判的に「地球上における生存と生活の質」と措定している点に（1）問題を含ん

でいる。また、歴史的、構造的、科学技術批判を展開するための出発点として、Lynn White

以来の、西欧における「人間に対する自然に対する態度」という集合的態度の問題とする

ときに、「人間対自然」という対立軸の両概念を無前提的に批判的に考察するということを

していない。また、その「態度」を暗黙のうちに「集合的態度」と考えているにもかかわ

らず、「集合的態度の形成」に関する社会的、歴史的な動態的構造分析については、予示的

であれ問題性を論ずることがない。そんなに単純に全ての人が、科学技術新報社になって、

産業主義の追随者になったであろうかと問えばわかるように、問題はもっと複雑なもので、

根本的な批判を目指す以上身長であらねばならないであろう。その点で、環境倫理学は、

生態学的な知恵の問題と社会正義とを原理とする学であって、その系は、科学技術に対す

るゼロでも 100でもない、適切な技術使用であるという結論を導いているところにもある。

すなわち、人間社会はみな集合的には「よき生」よりもまずは「生物的な生存」を大前提

とせざるを得ない、という隠された質料的思考を胚胎している点である。 

 

6-(ii) Shrader-Frechette, K.S. (ed.)(1981), Environmental Ethics, Pacific Grove, CA 

 Shrader-Frechetteは「緒言」冒頭(ix)において、次のように述べる。 

「環境の劣化(Environmental Degradation)【訳者注：日本語のおそらく public 

nuisance の訳語にはじまる「公害」に相当する】が、科学的あるいは技術的



解決を必要とする問題であると純粋に言えるならば、あるいは、第一義的な

意味でさえそう言えるならば、その場合には、もうとっくに、その解消が達

成されていたであろうという考えは十分説得的である。しかし、実際、汚染

並びに資源の枯渇という我々が直面する危機は、我々が承認している価値体

系におけるもっとも根本的な諸原理のうちに根本的な問題があることを反映

している。こうした危機によって、我々はそうした根本原理が適合している

のか評価することを迫られており、もし必要とあらば、「倫理的にふるまう」

とは、また、「『道徳的な』人間である」とは、そもそも何の謂なのか記述す

るための今までにない枠組みを発見することを迫られているのである。」 

 また、作者が調査や実際に関わった技術の社会的影響に対する評価、環境絵の影響の評

価においていかに技術者がみずからのよって立つ倫理的前提について無批判的であったか

について触れた上で、改めて、本論集を編集した動機付けを次のように語る（ix-x）。 

「現在、行政において行われている技術の社会に与える影響の評価、環境に

与える影響の評価の多くのものに蔓延している欠陥の一つは、研究者たちが

自分たちの仕事において暗黙のうちに当然と思い込まれている社会的、倫理

的諸前提に改めて気づきそれを分析することができないことである。それゆ

えに、こうした問題のひとつの解決策は、このような先行諸前提を白日の下

に晒すことである。私がこの本を書いたのは、こうした方向への一歩を提供

するためである。そのために、環境に関連する倫理的な諸問題への初歩から

の導きを提示する。本書が、複雑なことがらを十分明瞭に提示することによ

って、哲学徒、環境政策の評価に携わる人、そして一般の読者に、つぎのこ

とが納得のいくものになることを望む。『倫理学的に方法論的に無批判である

ことは、生命の問題に関しては弁護できないのと同等に、環境に対する影響

を評価することにおいても、弁護できないことなのである。』」 

 冒頭部に続いてすぐさま、倫理学の新たな枠組みの基本線の中には、レイチェル・カー

ソン (1907-1964)、ジョン・ミュイア(1838-1914)、アルド・リオポルド（1887-1948）、ヘ

ンリー・ソロー（1817-1862）のような作家が何十年も前に既に示唆したことであるという

が、私はこの見解には、多くの環境倫理学者が同意するほどには、直ちに同意しない。し

かしながら、上に引用した二つのことは、Shrader-Frechette 自身は「環境倫理学の入門書」

といいながら（xi）、まさに「環境倫理学」の批判性の原点を言い表す言葉となっていると

私は考える。 

「環境劣化」がそれこそ科学技術的な意味で現実態なのかそれとも社会的仮構なのかそ

の存立の妥当性はおいて、少なくとも現実態としての「危機」というものの存立を認定す

ることができる条件があるという出発点に立って、単純な言い方をすれば、倫理学は、過

去の遺産を弄ぶのではなく現代の危機と対峙するところに自己の存在理由があるという立

場に立って、「倫理学」とは、本来、この「危機」の存立条件に先立って原理性を有して、



その原理性ゆえに、「危機」に対する当為としての実践的規則、命令を処方箋として示すこ

とができるという考えは、「倫理学」あるいは「環境倫理学」を講壇的な局所性に閉塞させ

るか、すぐれた意味での実践性を冀求し続けらるものとならしめられるか、二分すること

になると、私は考える。ここで、公害がでてきたから既存の倫理学は破産していることが

見えたという単純なことを導き出すつもりも、公害の倫理学が、今までのどの倫理学より

も優れたものとなり得るなどということを導き出すつもりもない。Shrader-Frechette が述

べていることも、せいぜい今までの倫理的原理の修正を要する可能性を述べているに留ま

ると言えるであろう。一番、Shrader-Frechetteの緒言の含意として重要と考えられること

は、既存の規範倫理の根本原理を批判して、新しい原理を志向するというわれわれの批判

的動機と危機の現実態とが通底していることを述べていることである。別の言い方をすれ

ば、危機の真実態を見ないことは、既存の価値を無批判に受け入れることを招く危険性が

あるということである。公害を科学的、技術的な問題としてしかとらえないことは、そう

した危機の真実態を見ないことの実例であると Shrader-Frechette は警告しているのであ

る。 

 もし私の理解が正しいとすれば、時代の危機の真実態を注視し、既存の価値の根本原理

の妥当性を批判的に検討する営為とは、決して、従来の倫理学の諸理論を習得して、現実

の問題に応用して具体的な判断を導き出すという決議論（casuistry）的な思考の運動とは

全く異なる種類のものであろう。環境という何らか認定されている領域に限られた問題に

関する、ほかの領域として併行して並ぶ、決議論的な思考の運動が「環境倫理学」だと考

えるならば、それこそ、既存の価値観に従う応用の一分野ということになる。そうではな

く、「環境」は、危機の真実態に向かうための初発のてがかりに過ぎず、当たり前と思い込

んでいる思考法に含まれる既存の価値を剔抉し批判する、倫理批判、価値批判こそに重要

な意義がある。従って、少なくとも、既存の価値を無批判に肯定して環境問題に応用する

ことだとそのように「環境倫理学」という学を奉ずるならば、そうした態度は

Shrader-Frechette「緒言」の含意から最も遠いと思う。この系譜に、先行環境思想家の誰

を入れるかは措いて、倫理批判、あるいは、倫理学批判の遂行を、「環境」という表層に危

機の真実態を見抜くことと併行して、連動して、実践することに、新しい学問分野として

「環境倫理学」の可能性を見るという点に、改めて着目すべきであろう。 

確かに Shrader-Frechette が既存の倫理に対する代案に、みな「環境的」（価値）という

言葉で、形式的に、ある種確立された領域を示そうとしているけれども（ix）、そうした企

図には私は賛成しない。無批判的、固定的思考に、同様なものを対置する意味で、「環境」

という領域を設定しようとするのであれば、それはもはや批判的倫理学ではない。 

Shrader-Frechetteの意図によれば、また、環境政策立案者の数量的、質料的環境観に対

する批判からも明らかなとおり、「科学的、技術的」には収まりきらない「環境」の謂を探

求するものでなければならない。ひとまず、Shrader-Frechetteの志向することに同意でき

ることは、科学的、技術的に把握されることだけが現実であると見てしまう局所的、閉塞



的思考は、「環境倫理学」が批判的倫理学として批判の対象とするものであるということで

ある。 

 

6.-(iii) Elliot, R. (1995), “Introduction”, in id.(ed.) (1995), Environmental 

Ethics (Oxford Readings in Philosophy), Oxford: Oxford UP, 1-20. 

 エリオットの「環境問題」出現以降の学問史的短観によれば、「環境問題」という社会的

問題に対して、社会的性別を含む人権論、功利主義、徳の倫理学、利己主義という既存の

倫理学理論を応用する立場は、人間中心主義的な「環境問題」への接近法であるのに対し、

「環境倫理学」(environmental ethics)は、既存の倫理学理論に対しては、原理的な場面

において、価値評価の基軸を、人間にのみ関係付けるのではなく、人間に属さない存在者

にも関係付けるもの、いわば、拡張主義として、反-＜人間中心＞主義として、その存立を

要求すると規定する（8-9）。しかし、すぐれた意味での「環境倫理学」とは、「人間」、「自

己」、「人間対自然」という問題の枠組みを根本から問い直そうとする志向を有するものだ

と評価しつつ、その批判的続きを誤れば奇態な意見表明に終わることを含みとして述べる。

確かに、「環境問題」を「環境」の「劣化」(degradation)と、論点先取を回避する記述に

は（1）、慎重さがうかがわれるけれども、エリオット自身、「環境」、「自然環境」について

は、無批判的に使用している。また、争点となる「人間」、「自己」の理解、あるいは、否

定による外在的な規定としての「人間とは異なる存在者の集合」の帰属基準（membership）

を問題にする際には(9)、対論として論敵の前提を用いて反論していることを自覚している

とは思われるものの、生理学的基準に、いわば、質料的（material）思考による分別に、

従って、議論することそれ自身の限界、先行諸条件に関しては、批判的であるとは言い難

い。それでは、「人間中心主義」に対して感情的に「排外主義」とレッテルを貼って拳を振

り上げたとしても、実質的な批判を形成しているとは言い難く、場合によっては、人間中

心主義を裏口から引き入れることにもなりかねないことになっている。結果として、さま

ざまな「環境倫理学」的志向が過去にありましたという報告以上に、先行する「環境倫理

学」が共有財産として提示できる根本的批判を俯瞰的に提起しているとは言えない。 

 

6.-(iv) むすび 

以上の「環境倫理学」を旗印とした「環境倫理学者」の自己像を振り返る限り、先に、

現在、教科書、レファレンスとして利用されている近年の「環境倫理学」論集を、これら

こそが、グローバル・スタンダードの「環境倫理学」だと、そのまま肯定的に、累積的に、

学問的基本前提のように初学者に薦めることは、極めて危ういことである。論集が教科書

として使われているからといって、それらの事実から、「環境倫理学」という学問が健全な

理論的営為の下に、健全な進展を遂げていると即断することは、極めて危うい。事実とし

ての文献の蓄積は、決して、学問的な理論的更新を示していることを意味するわけではな

い。むしろ健全な哲学的、倫理学的営為としては、なお「環境」という局所化、閉鎖化に



よって、問題の全体が見えなくなるという、全体性を希求する哲学的批判の営為にとって

は、常に危険な陥穽が見え隠れするのである。「環境倫理学」が「環境」あるいは「環境問

題」を梃子にしながら、局所性、閉塞性を脱する批判を着実に遂行しているか否かという

観点から、「環境倫理学」の旗印のもとに集まっている学人の動向には、今後も注視してい

かなければならない。それと同時に、まさに、国際的に、グローバル・スタンダードとし

て、「環境倫理学」を大学の科目として提供するからには、単なる過去のトピックの解説と

いうレベルでは、まさにみずから学問的な不誠実に陥ることを自戒し、受講者のうちに批

判的営為をともに初歩から歩みなおすことを実践していくことが求められるであろう。そ

の意味では、「環境」のあるべき哲学、倫理学の授業としては、「環境問題」を手がかりに、

同時代の危機に対峙する批判的営為を共有することができたか否かが一番重要な試金石に

なると考えられる。 


