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報告原稿 

 

玉野井芳郎の地域主義：人新世におけるその現代性と可能性 

 

中野佳裕1 

 

 

私たちは世界の中、つまり人間以外の様々な生命・事物の中に生きています。言語

はそういう我、我以外のヒト、自然という三つのトポスを媒介する場、もっと正確

にいうならその三者の相互作用の場なのです。人間の社会は独立した系ではありま

せん。その系の成員である個人は、直接他の個人と関係をもっているのではなく、

世界＝自然との関係を介して相互に関係しあっているのです。言語はそういう場の

働きです。 

──渡辺京二2 

 

1 はじめに──人新世とエントロピー過程 

 21 世紀が近代の過去の時代と大きく異なるのは、産業社会の逆生産性が様々な次元において

顕在化し、その影響が地球規模に拡大している点である。なかでも地球温暖化の加速度的進行

は人類の生存条件を劇的に変容させており、それがもたらす破局的な未来像は、国連気候変動

に関する政府間パネル（IPCC）の一連の報告書や、気候変動が要因とされる自然災害の頻発に

よって日に日に現実味を増しているといえるだろう。 

 今世紀初頭に一部の地質学者によって「人新世（Anthropocene）」という地質学上の新たな

時代区分が提唱され、産業革命以後の人間の活動の地質学的影響力が問題視されるようになっ

てきたのも、そのような時代状況を反映している。科学技術史・環境史研究者のクリストフ・

ボヌイユとジャン=バティスト・フレソズが指摘するように、地質学からのこの提案は、西洋

近代において確立した「人間例外主義的な」歴史観の修正を余儀なくしている3。西洋近代は人

類史と自然史を峻別する特異な歴史観を確立した。この歴史観の中では、人間社会の活動は科

学技術と工業的経済に基づく自己完結的な進化を遂げると考えられ、地球生態系はその外部に

ある固定不変の環境世界とみなされていた。しかし、二〇世紀後半に顕在化した環境汚染、地

球資源枯渇、気候変動は、人間の経済的・社会的活動が地球生態系の均衡を攪乱させ、そのフ

 
1 早稲田大学地域・地域間研究機構（ORIS）次席研究員, DPhil（連絡先：y-nakano@aoni.waseda.jp）

Waseda University, Organization for Regional and Inter-regional Studies (ORIS), Junior Researcher, 

DPhil. 

2 渡辺京二、『なぜいま人類史か』、羊泉社、2006 年、81 頁。 

3 クリストフ・ボヌイユ＋ジャン=バティスト・フレソズ著『人新世とは何か？ 〈地球と人類の時代〉

の思想史』、野坂しおり訳、青土社、2018 年。 
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ィードバック効果として人間の生存条件の安定性と確実性が揺らぐという事態を引き起こして

いる。ここにおいて人類史を地球規模での自然史に埋め込みなおして考察する必要が出てきた

のである。 

 人新世の問題群を進化生物学の観点から先取りしていた経済学者の中に、ルーマニア出身の

ニコラス・ジョージェスク＝レーゲンがいる。彼は 1974 年にイタリアのフィレンツェ大学で

報告した論文の中で、人間の生物進化過程の特異な構造を次のように分析している4。人間は他

の生命体と同様に自然環境に依存して生きなければならない。その点において人間は生物学的

存在である。しかし人間の進化の過程を見ると、生物学的な機能に基づく「身体内的進化

（endosomatic evolution）」に留まらず、様々な道具を身体の延長として用いて生存を図る「身

体外的進化（exosomatic evolution）」を遂げている。むしろ人間の進化を推進しているのは後

者であり、次第に人間は組織化された社会の中で生きるようになる。 

 ジョージェスク＝レーゲンによると、社会の組織化が進む中で人類は、①支配者と被支配者

の社会的対立の顕在化、②工業的商品への依存の増大、③自然資源の浪費の三つの問題に直面

するようになった。彼は第三の問題に言及した上で、「人間社会の抱える問題は身体外的進化と

結びついている点で純粋に生物学的とはいえないが、根本においては生物学的である」と結論

付けている5。 

 一見回りくどい議論に思われるが、これは、人間社会と自然界の間に生じるフィードバッ

ク・ループの構造を進化論的視座から説明している見事な議論だといえる。ジョージェスク=

レーゲンのこの直観を、複雑系科学とオートポイエーシス理論の視座から具体的に説明してい

るのが、イタリアの経済学者マウロ・ボナイウチである。ボナイウチによると、物質系

（material system）、生物系（biological system）、社会システム（social system）の間には双方

向的なフィードバック・ループが存在している。作用因の方向は、下位クラスの物質系から上

位クラス（物理法則を超えたレベル）の社会システムへと働く「上向き因果（upward 

causation）」だけではない。後者から前者へと働く「下向き因果（downward causation）」も存

在する。人間の社会生活は物質系や生物系に依存しその制約を受けるだけではない。人間の創

出した経済技術体制が社会システムの進化を特定の方向に「ロック・イン」し、生物系・物質

系の進化にも影響を与えるのである6。産業社会の基盤を成す化石燃料依存の経済技術体制のグ

ローバル化が、大気中の二酸化炭素濃度の増加によるオゾン層破壊やプラスチック製品の大量

 
4 Nicholas Georgescu-Roegen, ‘L’economia politica come estensione della biologia’, 1974 in Bioeconomia: 

Verso un’altra economia ecologicamente e socialemente sostenibile, a cura di Mauro Bonaiuti, Torino: 

Bollati Boringhieri, 2003, pp. 65-78. 

5 Ibid., p. 78. 

6 Mauro Bonaiuti, La grande transizione: Dal declino alla società della decrescita, Torino: Bollati 

Boringhieri, 2013.社会システム、生物系、物質系の間の複雑なフィードバック・ループの仕組みは、初版

の内容を大幅に加筆修正した新版（執筆中）においてより深く考察されている。現在、本書の新版の翻訳

プロジェクトが拙訳で進行中である。 
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廃棄による土壌汚染や海洋汚染を引き起こしているのはその典型であるといえる。 

 人類は狩猟採集社会から農耕社会、そして産業社会と、社会技術体制の複雑性を高める方向

で進化してきた。ジョセフ・テインターが述べるように、単純なシステムの社会から複雑なシ

ステムの社会（complex society）〔以下、複雑社会〕への移行は、人類が各時代に直面した生存

の問題に対する対応（例えば飢餓や物不足など）として起こった7。その点において複雑社会へ

の移行は、西洋社会をはじめ近代化を選んだ社会が拘束されていた歴史的状況の中で一定の妥

当性があったことは否定できない。しかし今日の人類が直面している問題は、そのようにかつ

て生存の問題の対応として創発された産業社会の諸制度が高度に複雑化した消費社会へと進化

する過程で、下向き因果のフィードバック・ループが一層強化され、人類の生物学的な生存基

盤が地球規模で脅かされるという逆説的現象である。テインターは複雑社会の行きつくところ

はシステムの生態系的・社会的維持コストの増大であり、システム崩壊は避けられないとして

いる8。 

 以上の考察から、次のような現代世界の構造的問題が導き出される。 

（１） ジョージェスク=レーゲンが明らかにしたように、経済過程は熱力学の法則に従い、不

可逆的な時間の矢の中でエントロピーを増加させる。大量の熱エネルギーを利用する

産業社会は、歴史的に見てエントロピーを加速度的に増大させてきた9。 

（２） 熱力学の法則が示唆するのは、エントロピー増大という量的な問題だけではない。イ

リャ・プリコジンとイザベル・スタンジェールによると、熱力学の法則が発見したの

は、熱が物質の形態変化を起こし（la chaleur transforme la matière）、物質の本来的性

質や状態を変えてしまうという事実である10。つまりエントロピー過程は物質の形態変

化の過程である。 

（３） したがって、経済過程の分析に熱力学の法則を導入することは、エントロピーの量的

増大だけでなく、それにともなう物質の形態変化を分析することを意味する。物質の

形態変化をマクロなシステム・レベルで考察するならば、経済過程によって引き起こ

される社会システム─生物系─物質系の形態変化を分析することになる(＊これは、本

報告の結論で触れる晩年の玉野井の「物質の現存在」の考察に関連する点である)。 

 
7 Joseph A. Tainter ‘Social complexity and sustainability’ Ecological Complexity, 3 (2006), pp. 91-103 and 

‘Energy, complexity, and sustainability: A historical perspective’, Environmental Innovation and Societal 

Transitions, 1 (2011), pp. 89-95. 

8 Ibid. 

9 熱力学の第二法則（エントロピー増大の法則）は、閉鎖系をモデルに組み立てられている。これに対し

て実際の地球は開放系であり、経済過程で排出された余分な熱エネルギーを冷やす水土の循環系によって

成立している（＊この点については玉野井芳郎や室田武の著作で詳しく説明されている）。しかし、今日

の気候変動の加速度的進展と IPCC の一連の報告書の分析を見ると、開放系の地球システムでも処理しき

れないほどの速度で人間の活動が地球生態系の均衡を破壊しているといえるだろう。 

10 Ilya Prigogine et Isabelle Stengers, La nouvelle alliance : Métamorphose de la science, la seconde édition, 

Paris, Gallilard, 1986, Ch. 4, p. 168. 
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（４） 人新世における社会科学研究の課題は、グローバル化した消費社会という特殊な社会

技術体制が引き起こす実在系全体の形態変化の分析である。試みに図（A）～（C）

（別ファイルに添付）をご覧になられたい。図はそれぞれ（A）南極のオゾン・ホール

の形（NASA による観測、2019 年 10 月 21 日）、（B）台風 19 号の土砂災害によって変

化した日本列島の海岸線の形（観測衛星しきさい撮影、2019 年 10 月 13 日午前 10 時

55 分頃）、（C）プラスチックごみ廃棄による海洋生態系の形態変化（National 

Geographic, 2018 年 6 月号収録）を示したものだ。いずれもグローバル化した消費社

会とそれを支えてきた都市デザインが直接的・間接的に引き起こした物質系・生態系

の形態変化であり、人間の身体外的進化の地質学的影響力の範囲の広さと深さを示唆

するものである。21 世紀の社会科学は、現代社会システムが実在系全体におよぼす形

態変化を考察しなければならなくなるだろう。つまり広義の（物質系・生物系を含

む）社会形態学もしくは経済形態学のような研究領域が必要となってくる。 

（５） 今日、グローバル化した消費社会が生態系的にも社会的にも持続不可能であることが

明らかになっており、持続可能な文明への移行を構想する様々な理論的・実践的試み

が台頭してきている。トランジョン・デザイン（transition design）と総称されるこれ

らの試みの中心にある考えは、「社会デザインが人間や他の生物、物質系の存在論的可

能性を規定する」という考えである11。したがって持続可能な未来の構想にはトニー・

フライやアンヌ・マリー・ウィリスが提案する「存在論的次元を考慮に入れたデザイ

ン（ontological designing）12」が必要となる。 

 

2 トランジション・デザインと脱開発論 

2.1 開発批判からトランジション・デザインへ 

トランジション・デザインを牽引する有力な思想潮流の一つが脱開発論

（postdevelopment）である。1990 年代初頭に最初の国際会議が開催されて以来、脱開発論

は、西洋近代が普及した経済発展パラダイムに基づく開発政策を「近代のデザイン・プロジェ

クト」と捉え、世界の様々な地域におけるその文化的・社会的・生態学的影響を批判的に研究

してきた。その最初期の研究は、南側諸国の開発政策がもたらす地域コミュニティの自律性と

文化の破壊に焦点が当てられており、オルタナティブな社会のビジョンも南側諸国の民衆の草

の根のコミュニティ運動の文脈から探求されていた。 

しかし 21 世紀に入り、消費社会のグローバル化が地球生態系に与えるマイナス影響が深刻

化する中で、先進工業国のパラダイム転換も構想する必要が出てきた。南ヨーロッパの脱開発

論者たちを中心に先進工業国の脱成長（décroissance）が提案されるに至ったのは、そのよう

な理由からである。今日、世界の脱開発パラダイム研究は、北側諸国と南側諸国の各地域に残

 
11 例えば、Tony Fry, Design as Politics, London: Bloomsbury, 2010 を参照されたい。 

12 Fry, ibid. および Anne-Marie Willis, ‘Ontological Designing’, Design Philosophy Papers Volume 4, 

Number 2, pp. 69-92. 
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る非近代的な思想文化や非資本主義的なコミュニティ経済を再発見・再評価しながら、持続可

能で多元的な世界への移行（トランジション）のシナリオを構想している13。 

2.2 ヒューマニスト的文化論から地球中心／関係中心の存在論へ 

 注目すべきは、脱開発論の議論の変化の根底に方法論的転回が働いている点だ。1990 年代当

初、脱開発論の多くの論者は近代西洋文明に特殊の経済発展パラダイムを相対化し、非西洋社

会の中で歴史的に実践されてきた有機的宇宙（コスモス）と調和する生活文化の再評価に努め

てきた。 

例えばセルジュ・ラトゥーシュは、『世界の西洋化』において「ヴァナキュラーな文化（la 

culture culturale）」と「人文主義的な文化（la culture culturelle）」の二つの文化概念を導入

し、比較している14。前者は、世界の様々な共同体の中で歴史的に維持されてきた生活の技

術・知恵・自然観の総体のことであり、人間は実在系に埋め込まれた身体的存在として捉えら

れる。他方で後者は西洋文明特有の文化概念であり、文化を専ら人間の精神活動の領域に還元

する考え方である。その起源はプラトン哲学における精神と物質を分離にまで遡る。人文主義

的文化は、ルネサンス～19 世紀までは知識階級の教養・芸術作品として発展し、20 世紀の消

費社会の台頭と共に文化産業として大衆化していった。第二次世界大戦後の「開発」の時代を

通じて消費社会のグローバル化が進行したが、ラトゥーシュによると、それは実在系に根差し

た非西洋社会のヴァナキュラーな文化が破壊され、イメージ／記号としてコード化された文化

商品が世界化する過程に他ならない。 

ラテンアメリカ、南アジア、西アフリカの脱開発論者も同じような理論的視座を採用してい

る。例えばコロンビア出身の人類学者エスコバルは、国際開発体制が生産する様々な開発言説

（development discourses）を近代西洋特有のエピステーメーとして批判する一方で、ラテンア

メリカの民衆世界で実践される非西洋的な文化実践に関しては、言説や表象の次元に還元せ

ず、実在論的視座から捉える身振りを初期の研究段階から保持している15。このように脱開発

論者は、非西洋社会の伝統的な生活文化を、人間・他の生物・物（人工物、自然物）が交差す

る実在系の中で育まれるものとして、その非資本主義的な性質を積極的に評価しようとする。 

しかし、実在論的な文化概念に立脚していた脱開発論も、初期の頃はヒューマニスト的な立

場から逃れることはできなかったのではないだろうか。その傾向は先駆者であるイヴァン・イ

リイチの仕事に顕著に現れている。彼は非西洋社会の生活文化を「ヴァナキュラーなもの（the 

 
13 Arturo Escobar, Designs for the Pluriverse: Radical Interdependence, Autonomy, and the Making of 

Worlds, Durham and London: Duke University Press, 2017. 

14 Serge Latouche, L’occidentalisation du monde, Paris, La Découverte, 2005, pp. 66-82.「ヴァナキュラー

な文化（ La culture culturale）」の形容詞 cultural は、もともと農作業によって土地を耕す行為を意味す

る。ラトゥーシュの思想では、この意味がより一般化され、自然界との交感の中から生まれる生活の技法

全般を含意するようになっている。イヴァン・イリイチの著作における「ヴァナキュラーなもの（le 

vernaculaire）」に通じる概念である。 

15 Arturo Escobar, Encountering Development: Making and Unmaking the Third World, Princeton, NJ: 

Princeton University Press, 1995. 
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vernacular）」として評価する一方で、エコロジーに関する問題に関してヒューマニスト的な立

場を保持していた16。 

確かに、産業社会の根本的独占や逆生産性に関する彼の分析は、グローバル化した現代消費

社会においても十分有効であるし、『ジェンダー』におけるコモンズの研究は、新自由主義グロ

ーバル経済に対抗する現代コモンズ運動の提唱者（デヴィッド・ボリア etc）によって再評価

されている17。また、『H2O と水』以降の後期イリイチの視座は、物質文化と身体の歴史的変

容について示唆深い論点を残している。しかし、それでもなお、彼のヒューマニスト的立場

は、人新世の時代が投げかける人間社会（特に現代資本主義経済）と地球システムとの間にあ

る問題の規模の大きさと根深さを理解するには、限界があるのではないだろうか。（もっとも、

イリイチは地球システム科学の理論体系が人間をシステムの要素に還元してしまう傾向がある

ことに批判的立場をとっており、エコロジーに対するシステム論的アプローチが主流となって

いる現代にこそ、彼のこの批判は考察する価値があるといえなくもないが・・・。） 

21 世紀の脱開発論が、それまでの文化論的立場を保持しつつも、ヒューマニスト的立場から

の開発批判とは距離を置き、人間・他の生物・物（人工物・自然物）との間の相互依存を強調

する地球中心的存在論（Earth-centric ontology）ないしは関係的存在論（relational ontology）

へと軸足を移してきているのは興味深い18。地球生態系危機が深刻化する中で、脱開発論も理

論的転換を迫られているのである。特にエスコバルに関しては、オートポイエーシス理論や英

語圏の人文学におけるニュー・マテリアリズムの思潮を積極的に取り入れ、脱開発論の「存在

論的転回（ontological turn）」を積極的に牽引している。南ヨーロッパの脱成長論も、現代思想

におけるこの存在論的転回を意識しながら持続可能な世界への移行（トランジション）を構想

している19。 

 

3 玉野井芳郎の地域主義の現代性 

 ところで、脱開発論の国際的議論の中で見落とされているのが日本の思想潮流である。日本

では既に 1970 年代後半に経済学者の玉野井芳郎によって、地域主義と呼ばれる独自のトラン

ジション・デザインが提案されていた。日本の地域主義は、高度成長期の公害事件によって引

き起こされた深刻な生命破壊現象に対する反省の中から提唱された。それは平和の基礎に生命

の持続的な再生産という理念を置き、エコロジーに基づく地域分権型の経済体制を構想するも

 
16 Thierry Paquot, Introduction à Ivan Illich, Paris, La Découverte, 2013. 

17 例えば、21 世紀初頭から英語圏でコモンズ運動を推進するデヴィッド・ボリアーがそうである。David 

Bollier, La renaissance des communs, Paris, Editions Charles Léopold Mayer, 2013 を参照されたい。 

18 地球中心主義を提唱する議論として、Vandana Shiva, Earth Democracy : Justice, Sustainability and 

Peace, London: Zed-Books, 2005 が、関係中心主義的な存在論の議論としては、Escobar, 2017, op.cit.,が

ある。また、ラトゥーシュも脱成長論の一連の著作において、ヒューマニスト的立場を相対化して生命系

に軸足を置く議論を展開している（参照──Serge Latouche, Petit traité de la décroissance sereine, 

Paris, Mille et une nuits, 2007 ; Sortir de la société de consommation, Paris, Les liens qui libèrent, 2010.）。 

19 特に、マウロ・ボナイユーチの著作（Bonaiuti, 2013）が顕著である。 
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のだった。その核にあるのは、生命系の経済という独自の実在論である。 

理論面において玉野井は、経済学のコペルニクス的転回を推進した。第一に、ジョージェス

ク=レーゲンの著作における熱力学の第二法則（エントロピー増大の法則）の議論に注目し、

産業社会の持続不可能性を主張した。これはジャン=ピエール・デュピュイが『賢明な破局主

義20』で提案している「投企（プロジェ）の時間」に通じる考え方であり、生産力至上主義的

な進歩の思想の限界と脱成長パラダイムへの移行を促す論拠を提供している。 

第二に、独自のエコロジー経済学──生命系の経済──を構想した。玉野井によれば、生命

系とは「生きていることから生じる余分なエントロピーを外に処理することによってオーヴァ

ータイムに生命活動を維持している系21」であり、人間を「自然を克服する主体ではなく、自

然を受容する主体として」、生態系との物質代謝の中で捉える理論枠組みである。したがって生

命系の経済は、デカルト以降の近代哲学が依拠してきた人間中心主義を脱却し、人間を他の生

命との物質代謝のサイクルの中に埋め込みなおす生命中心主義的な存在論を提供することに貢

献している。 

第三に、地域主義研究集談会の活動や晩年の沖縄での生活経験を通じて、またカール・ポラ

ンニーやイリイチとの知的対話を通じて、生命系の経済に歴史的・文化的視点を導入した。な

かでも玉野井が注目したのが、経済過程で生じる余分なエントロピーを処理する水土の循環系

の役割であり、それらを地域独自のコモンズとして管理してきた伝統的な農業・林業・漁業の

営みである22。イリイチは玉野井のアプローチを、当時の欧米のエコロジー研究には見られな

い日本的感性の産物だと評価している。 

 

玉野井先生は、文化的次元と物理学的次元をつなぎ、エコロジーの研究に独特の日本的な

風合い（フレーバー）をつけました。その作業は、社会生活を支える水と土の母体と経済

思想との間にある相互作用を明らかにすることで達成されたのです。[…] 玉野井先生

は、哲学的人類学の中で土、水、太陽を包括的に捉えることができることを、つまり「地

球の哲学」について語ることが可能であると教えてくれました23。 

 

 筆者は別の論文で、玉野井の地域主義が生命系の経済を基盤とするコミュニティ（〈共〉）の

再構築を目指していたことを議論した。そして彼の〈共〉の概念が経済学の範疇を超えて、政

治学、美学（感性論）、倫理学の方向にも展開しようとしていた点を指摘した24。紙幅の関係で

 
20 Jean-Pierre Dupuy, Pour un catastrophe éclairé: Quand l’impossible est certain, Paris : Le Seuil, 2002. 

21 玉野井芳郎、『科学文明の負荷─等身大の生活世界の発見』論創社、1985 年、15 頁。 

22 玉野井芳郎、前掲書、56 頁。 

23 Ivan Illich, « Disvaleur » in Dans le mirroir du passé, Edition Descartes et Cie, 1994.拙訳。 

24 中野佳裕、「〈南型知〉としての地域主義─コモンズ論と共通感覚論が出会う場所で」、中野、ラヴィ

ル、コラッジオ編『21 世紀の豊かさ─経済を変え、真の民主主義を創るために』コモンズ、2016、381-

412 頁。および Yoshihiro Nakano, ‘Postdevelopment in Japan: Revisiting Yoshirou Tamanoi’s Theory of 
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詳述はできないが、まとめると次のようになる。 

 

① 共通善の政治学（──地域分権、乱開発の規制、地域生態系と文化の保全、地域の平

和の保障、自治体政治への市民参加を推進するコモン・グッドの政治学 

② コモンズの経済学──生命系の経済の視座の下、余分なエントロピーを処理する循環

型経済の構築。水土の系をコモンズとして保全する経済。 

③ 〈共〉の美学（感性論）──生命の再生産を保障する等身大の生活空間の構築。イリ

イチの『ジェンダー』の議論に着想を得た、人間の身体感覚や空間認識の（ジェンダ

ーによる）多様性や相補性に注目。 

④ 未来世代の倫理学──将来世代の生命（いのち）を維持するための生命中心主義的倫

理の構想。 

  

 特に③と④は晩年に提案されたものであり、玉野井自身の直観の域を出ていないことは否め

ない。しかし、未来世代の倫理学に関わる次の文章には、今日の脱開発論やニュー・マテリア

リズムの議論に通じる、脱人間中心主義的な存在論を志向する身振りが明確に現れている。 

 

カネもうけや効率尊重や暴力革命という手段中心の男性原理ではない。目的と手段が一つ

になる生命（いのち）の世界です。ガリレオとデカルト以来、近代の思想は行きつくとこ

ろ〈死物化〉の世界をつくりあげてきました。今もこの方向に進んでいる。この極北から

生命（いのち）を見つけだすことはで容易ではない。私は 10 年前から〈生命系〉という

三文字をめぐって私なりに考えを深めてゆくにつれて、これこそ人間がそこにアイデンテ

ィファイ（一体化）することのできる唯一の完結した世界だという確信を深めるにいたり

ました。〈生命系〉の世界を切り開くために、将来の世代をも含む生命の流れにアイデン

ティファイするという試みよりほかに、何か積極的な表現がありうるでしょうか25。 

 

もちろん、玉野井の思想は時代の制約も受けており、地球温暖化の加速化も、新自由主義グ

ローバル化が引き起こす生活と生命の徹底的な商品化も、都市化とモビリティの地球規模での

高まりも予見してはいなかった。しかし、彼の地域主義が提案する未来社会構想は、21 世紀に

出現したトランジション・デザインの諸理論・諸言説と共振する様々な概念装置を提供してい

る。日本独自の脱開発論も、晩年の玉野井が残した哲学的課題をグローバル思想史の中で検討

することで深化するのではないかと筆者は考える。 

 

Regionalism’ in E. Klein and C. E. Morreo (eds.) Postdevelopment in Practice: Alternatives, Economies, 

Ontologies, London and New York: Routledge, 2019, pp. 37-51. 2016 年に刊行した日本語論文では、政

治学、経済学、美学の三つの視点をまとめている。2019 年に刊行した英語論文では、あらたに倫理学の

視点も入れて論じている。 

25 玉野井、前掲書、41 頁。 
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4 おわりに──未完の問題領域を拓く 

 最後に、玉野井の地域主義を 21 世紀のトランジション・デザインの基礎理論として発展させ

ていくために、二つの未完の問題領域の探求について触れる。 

第一の領域は、既に筆者が別の論文26で指摘していることだが、「〈南〉の認識論（エピステモ

ロジー）27」に関わる国際的研究の中で、地域主義を「場所の感性論」の方向へと進化していく

道である。晩年の玉野井の「等身大の生活空間」という概念は、生命系の視座から人間の生活と

生命の再生産を捉えなおす、独自の身体論や場所論を切り開く可能性を秘めている。この概念の

射程には、現象学における「生活世界」よりも更にもっと深層の実在系が入っている。しかし当

時の玉野井の議論は、イリイチの『ジェンダー』の議論に基づいて立論をしており、等身大の生

活空間を人間の女と男の相補性の世界に限定していた点において限界があったといえる。しか

し、生命系の中に人間以外の生物や物との関わりを積極的に導入し、二元論的なジェンダー観に

陥らない方法で、等身大の生活空間を再構築することが現代哲学の視座では可能ではないだろ

うか。現代哲学におけるニュー・マテリアリズムや人類学の物質文化に関する研究は、物質や生

命をエネルギーに還元しない多元的アプローチを提供している。 

第二の領域は、本報告で初めて提案することであるが、晩年の玉野井が直観的に提起した「物

質の現存在28」という考えに着目し、人間の生活空間の「かたち」について考察を深めることで

ある。この第二の領域は、レオポルド・コールや E.F.シューマッハーの経済理論の再検討や、批

判的デザイン研究における形態学的思考から学びながら、「経済形態学（economic morphology）」

と呼ばれうる道を開拓することになるだろう。 

 
26 中野、2016、前掲書；Nakano, 2019, op.cit. 

27 Boaventura de Sousa Santos, Epistémologie du Sud : Mouvements citoyens et la polémique sur la 

science, Paris : La Desclée de Brouwer, 2016. 

28 玉野井、前掲書、73-74 頁。 


