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地域主義における自然認識の現代的意義と限界

一
玉野井芳郎氏の所説の批判的検討―

石 井 雄 二

1.問 題の所在

1970年 代後半頃か ら地域主義が提唱され,現

在では,広範囲の学問領域で地域に関わる論議が

日常茶飯事化 している。 しかし,こ れまで経済地

理学の分野においては,現代の日本における地域

主義を吟味・検討 し,それに一定の評価を与えた

研究は極めて少ないといえよう
1)。

伝統的に地域研究をひとつの重要な課題として

追求 し,従来か ら,「地域」を対象とする豊富な

理論的 。実証的業績が蓄積されてきた斯学
2)に

あ

っては,今 日の時点で,同 じく「地域」を何 らか

のかたちで問題とする地域主義の主張を週上にの

せ,それを社会科学的方法で跡付けることは,決

して無駄 とはいえない。そればかりか,「 自然と

人間の関係」のテーマをひとつの基点として発展

してきた斯学
3)に

おいて,今 日深刻化する環境間

題・資源問題の本質究明と,それへの解決に取り

組む地域主義の所説を検討することは,す ぐれて

現代的意義をもつ課題であると考えられる。

いわゆる地域主義に関わる論議
4)は ,専門分野

が異なる各々の論者の多様な問題意識を反映 して ,

全体としての体系性に欠け,論点が知的拡散 し曖

昧になりがちである。なかでも,晩年 ,「地域研

究集談会」を精力的に主催するなど,全国各地の

人々に一定の影響力を与えた故玉野井芳郎氏の所

説
5)も

,その例外ではない。 しかし,今 日の深刻

な生態系破壊・資源枯渇問題を鋭 く自覚 し,人間

の生存の本質的あり方とは何かという根源的次元

か ら,「地域」と「人間と自然の関係」の理論的

接点を探究 しようと試みたところに,氏の地域主

義提唱の基本的論点をみることができる。氏の地

域主義は,1%0年代後半以降,一挙に顕在化 し

た人間生存の全面的否定に関わる諸問題を背景に,

既存の経済学体系から「広義の経済学」へのパラ

ダイムの転換という問題意識から提起されたもの

である。すなわち, これまでの「狭義の経済学」

では, もっぱら市場と工業中心の「非生命系」の

世界を対象に,生産一消費循環の「可逆的時間」

を問題とし,常に生産力が累積的拡大を遂げるこ

とが想定されているために,方法的に,生態系破

壊・化石燃料資源の濫費の問題を取り込めないと

いうことが,「広義の経済学」の構築=地域主義

導入の理論的契機となっている。氏における地域

主義の提唱は,「非可逆的時間」の流れのなかで ,

廃熱 。廃棄物の大量排出を,生産行程の負荷を表

すエントロピー増大過程として認識することによ

って ,既存の「生産」概念を根本的に見直 し,

「生命系」の視点か ら,「地域」を基盤に,本来

の「実体的意味」としての「人間と自然の関係」

を復権させる理論的 。実践的試みと考えることが

できる。

そこで.本稿では,生産力が膨張の一途をたど

り,改めて人間と自然の関係が厳 しく問われる現

段階において,玉野井氏の所説を取りあげて,そ

れが人間一自然認識に関わる概念である使用価値

の生産をめぐって,どのような問題を提起 してい

るのか,そ の現代的意義と限界を中心に検討を行

なうことにする。さらに,氏の自然認識が,どの

ような理論的脈落で地域認識に結びつ くのか,批

判的検討を通 じて基本的な問題点を明らかにした

い 。
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ところで,一般に生産力が,人間自身の行為を

媒介する自然に対する制御の度合を示す概念であ

るとすれば,玉野井氏は,今 日の異常ともいえる

生産力の肥大化の制御,いわゆる自然に対する制

御の「制御」を問題にしているといえるであろう。

氏は,現在深刻化する環境問題・資源問題の本質

を,「工業文明の危機」としてとらえていること

からも明らかなように,何よりも資本主義 。社会

主義という経済体制の如何を問わない超歴史的問

題として認識 している。 したがって,本稿での検

討 も,こ うした問題の発生を資本主義体制に不可

避のものとしてとらえる,も っぱら生産関係に究

極的に還元 した接近の仕方では,た しかに有効た

りえないと考えられる。斯学においても,矢田俊

文,杉野囲明氏 らの地域主義に対する代表的な批

判的論考
6)が

あり,極めて説得力があり,首肯で

きる面が決 して少なくないが,いずれも歴史的発

展段階の史観にもとづいた資本主義的生産関係の

観点からの批判であることでは,共通 している。

もっとも,2氏の論考は,人間と自然との物質代

謝の問題を中心に議論を展開 したものではないが ,

超歴史的=素材 。使用価値視点から,「工業文明」

それ自体が固有に抱える問題性を究明する玉野井

氏の問題意識とは,かなり組橋をきたしているの

ではないかと考えられる
7)。 この意味で,本稿で

は,超歴史的観点から,生産とは何か ,真の豊か

さとは何かを根底から考え直す作業に取 り組んだ

氏の見解に即 して,検討を試みることにする。

本稿では,以下の手順にしたがって議論を進め

ることにする。第一に,こ れまでの研究成果をた

どりながら,人間とそれ以外の生物の代謝活動の

本質的差異を明 らかにし,人間と地理的自然環境

の関係を念頭に置いて,生産力発展の理論的意味

を考察する。第二には,上で明らかにされたこれ

までの生産力発展の理解を踏まえて,玉野井氏の

「生産」概念の新たな認識が,現代的視点から,

どのような問題を提起 し,示唆 しているのか,そ

の有効性と問題点について指摘する。第二として
,

氏の自然認識のあり方と「地域」がどのような理

論的接点をもつのか,「 自然」と「社会」の概念

の区別の相対的性格を明らかにしながら,現段階

における妥当性をみることにする。

2.生 産力の発展 と自然認識

玉野井氏が,自然認識のあり方について,こ れ

までの「対象的自然」から「共生的自然」へ根本

的に変更 しなければならないと主張する理論的基

礎には,人間の使用価値「生産」は,「生命系」

の律動作用のなかで,生物の自己維持系と同等の

次元で再認識されてこそ,少なくともその定常的

な存続が可能であるという論理がみ られる。 した

がって,ま ず最初に,人間と生物の代謝活動の本

質的相違を,改めておさえておくことから論を進

めていくことにする。というのは,氏の「生産」

概念の再構成が,自 然法則である熱力学第二法則

の観点から歴史的に普遍性をもつものとして提示

されているため,歴史貫通的な人間の物質代謝過

程が,人間独自の主体的活動であるという側面を

著 しく見失わせる性格を色濃 くもっているからで

ある。この意味で,対 自然活動における人間と生

物の根源的同一性と,同時にその本質的相違を理

解することは,決定的に重要である。

繰 り返すまでもなく,生物とは本質的に異なる

人間の代謝活動の独自性が,対 自然関係における

労働の主体的・合目的的活動にあることは,つ と

に強調されてきたところである。こうしたことは,

人間と自然との関係を物質代謝の概念によって規

定 し,それを媒介する過程を労働過程として把握

した『資本論』第 1巻第 3篇第 5章 において ,

次の一文に象徴的に述べ られていることは誰しも

知 っている。「蜘蛛は,織匠の作業にも似た作業

をするし,蜜蜂はその蟻房の構造によって多くの

人間の建築師を赤面させる。しか し,も ともと,

最悪の建築師でさえ最良の蜜蜂にまさっていると

いうのは,建築師は蜜房で蝦で築 く前にすでに頭

のなかで築いているからである。労働過程の終わ

りには,そ の始めにすでに労働者の心像のなかに

は存在 していた,つ まり観念的にはすでに存在 し

ていた結果がでてくるのである。」
8)ま

た同様に
,

『経済学 。哲学手稿』では,次のように述べられ
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ていることは周知のところである。「動物はただ ,

それが所属する種の尺度と要求にしたがってかた

ちづ くるにすぎない,と ころが人間はあらゆる種

の尺度にしたがって生産するすべを知っており,

どこでも,内在的な尺度を対象に当てるすべを知

っている。人間は, したがってまた,美の法則に

したがってかたちづ くることもする。」
9)

人間と自然との物質代謝活動が ,労働過程とし

て,頭脳・精神のなかに予め目的を設定 し,それ

にしたがって自然を合目的的意志のもとに制御す

るものであるところに,他の生物のそれとは明ら

かに区別される特徴がみられることは, これ以上

多言を要 しないo自然のなかに埋没 した形態で代

謝活動を本能的に行なう他の生物とは異なって ,

人間が明確な目的設定を通 じて主体的に自然法則

を認識・利用することができるのは,い うまでも

な く労働手段 (道具)を創造 し,それを多面的に

使用することができるからである。また,そ うす

ることを余儀なくされるのである。なぜなら,人

間以外の生物が,自 己の身体組織に制約されて ,

その内部に属 している特殊の諸器官を道具として ,

もっぱら自然に固定的・限定的に働きかけるのに

対して,人間は,自然に登場 した原初の段階から,

身体の外部に道具を製作 し,それを自己と外界と

のあいだに挿入 して代謝活動を行なうという,本

質的に異なった仕方で自己の生命維持を図らなけ

ればならなかった
10)。 いわゆる人間以外の生物は ,

自己の内部に埋め込まれた諸器官に決定的に依存

するため,道具の多様性にもとづ く自然への多様

性に富んだ働きかけを行なうことができず, した

がって基本的には,歴史的発展契機をもたないの

である。労働手段の製作や使用は,萌芽形態とし

ては,あ る種の動物にもまったく認められないわ

けではないが・
),ま

さに人間特有の代謝活動を特

徴づけるという点で ,「死滅 した動物種属の体制

の認識にとって遺骨がもっているのと同じ重要さ

を,死滅した経済的社会構成体の判定にとっては

労働手段の遺物がもっているのである。」
12)以

上

のことは,こ れまで言い古されてきた感がないで

もない しかし,熱力学第二法則の一貫 した視点

を据えて,生態学と経済学の統合化を図りながら,

生態系全体のなかで経済社会をとらえようとする

氏の所説をみる場合,こ のことは特に銘記 してお

く必要がある。

ところで,労働手段が人間特有の代謝活動を特

徴づけるということは,他の生物が「生産と消費

は直接的に統一」されているのに対 して,何より

も「生産」と「消費」が明確に分化 しているとい

うことでもある。人間以外の生物の場合,道具に

あたるものが,特殊の諸器官として身体のなかに

埋め込まれているために,生産物 =自 然からの採

取物が身体の内部に摂取 。同化されるにすぎず ,

「生活本能 というのは,何よりも消費本能として

あらわれており,あ るいは,消費本能の中に生産

本能がかくされている」
13)の

である。それに対 し

て,人間の代謝活動では,手の延長としての道具

が身体の外部に存在 し, したがって生産物も外部

につ くられることになって,「生産」と「消費」

が時間的 。空間的に完全に分化 し,生産物がまさ

に労働の生産物として,再び「生産」のなかに投

入されるという,次第に人間と自然の関係が迂回

した形態をとるようになって くる。「動物の生産

物は直接にそれの自然的身体に属 している,と こ

ろが人間は自由に彼の生産物に立ち向かう」
14)と

いうとき,人間の代謝活動には労働手段を基軸と

する生産力発展の契機が内包されているという含

蓄された意味を読みとることができる。したが

て,人間と自然の関係は,いわゆる「自然の人間

化」,「人間の自然化」の相互浸透による弁証法的

関係として把握することができ,労働を媒介する

労働過程の重層性にこそ,本質的な関係をみるこ

とができるのである。換言すれば,人類の黎明期

の段階におけるように,「根源的な食料倉庫」
15)

であり,「労働手段の根源的な武器庫でもある」

土地
15)の

結びつきか ら直接引き離 して,自 然物

を狩猟採集することが相対的に減少 し,労働過程

における労働対象・労働手段の諸契機が,次第に

労働の生産物になる割合が増大することになって

いくということである。道具が身体組織に種とし

固定化され,その不断の発展余地がほとんどない
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生物と異なって,人間と自然の物質代謝過程には ,

「人間は自分と自然との物質代謝を自分自身の行

為によって媒介 し,規制 し,制御する」
16)も のと

して,歴史的発展の内在的契機が認められるとい

うのは,こ のように理解することができる。

対自然関係における人間的独自性は,生産力の

発展にともなって,労働過程の諸契機が漸次労働

の生産物に転化 していき,本源的自然から提供さ

れていた自然物としての性格を喪失 していくとい

うことにある。そして同時に,人間自身も「労働

の最初の動物的な本能的諸形態」
17)か

ら,脳髄や

神経系統を発展させ,協同的編成や意識的・計画

的行動の能力が著 しく高められた労働力に変容す

ることになる。いうまでもなく労働こそが,人間

を他の生物か ら区別す る本質的差異であって ,

「動物は外的自然を利用するだけであり,も っぱ

らその存在によってのみ外的自然に変化をもたら

すのであるが,人間はみずから変化をもたらすこ

とによって自然を自分の目的に奉仕させ,自 然を

支配するのである。」
18)労

働が,「人間生活全体の

第一の基本的条件であって, しかも,あ る意味で

は,労働が人間そのものをつくりだした」
19)と い

うことを考えれば,人間と自然の関係にとって第

一義的意味をもつのは,労働過程において自然物

と自然物の関係 として現れる「自然的生産諸

力」
20)で

はなく,それより「本質的な,純粋な側

面をなす」
21)労

働の生産物 と労働の生産物の関係

を表す「社会的生産諸力」である,と いうことが

できる。 したがって,自 然素材である自然的労働

対象 。自然的労働手段
22),そ

れ自身「一つの自然

力」
23)で

ある労働力も,労働過程に結集されてこ

そ,は じめて労働の生産力として発揮されうるも

のであるという意味で,た しかに「純粋生産力的

性格」
24)を

もつのは「社会的生産諸力」であると

いうことができる。すなわち,自 然的生産諸力は,

「それ自体としては単なる動物的な関係にすぎな

いもの」
25)で

あるが,そ れを「人間的な関係に包

摂 し,単なる自然物に生産諸力の構成要素たる性

格を附与するものは,社会的生産諸力に外なら

ぬ」
25)の

である。とはいえ,「人間の非有機体的

身体」
26)と

して本源的に存在する自然的生産諸力

は,社会的生産諸力に対 して,理論的・歴史的に

も先行 し,「生産諸 力 の中で より基礎的な位

置」
27)を

占め,し たがって,「 自然的生産諸力を

欠いた,単なる社会的生産諸力は之を考えること

が出来ない」
27)の である。このように,人間と自

然との物質代謝過程は,それに表現される迂回性

・重層関係を反映して,労働過程において生産要

素ごとに混然と融合された現象形態で,自 然的生

産諸力と社会的生産諸力の二側面の統一体として

認識することができる。

ところで,自然的 。社会的生産諸力の統一概念

である生産諸力が発展するにしたがって,生産力

内部の構成は不断に変化 し,社会的生産諸力に対

し自然的生産諸力の相対的地位が低下するように

なる。自然的生産諸力が,社会的生産諸力の発展

に包摂されるかぎりにおいてのみ変化 し,その機

能を発揮するにすぎないということを考えれば,

「自然的労働対象であれ,自然的労働手段であれ ,

総 じて自然的生産諸力は,社会的生産の進展と共

に,不断に生産過程内部における主導的地位から

追われて,ま すますみすばらしい役割を振当てら

れて行 く」
28)の

は明らかである。このようにみる

と,生産力概念が人間の自然支配力を表現するも

のであるという意味は,本質的に,労働の所産で

ある社会的生産諸力が「支配 しうるもの」
29),

「統御 しうるもの」
29)と

して主体的 。能動的にそ

の比重を高める一方で ,「統御 しえぎるもの」
29)

として,絶えず自然的生産 諸力が相対的に後退す

るということにある。

3.自然認識における主体と客体の関係

一玉野井氏が提起した問題一

玉野井氏が,現代における資源の濫費・生態系

破壊の問題をとらえる理論的視点は,基本的には,

産業革命以来の「工業文明」そのものに内包され

る危機が,工業生産力の巨大化に本質的原因をも

つということのなかにみられる。これまで生産力

は労働生産性を基準に,常に単位時間当たりの産

出高の大きさという「生産」の「ポジ」の側面の



みが問題とされ,それが資源問題・環境問題を不

可避的に発生させる「生産」の「ネガ」の側面を

前提にして成り立つものであることは,見逃がさ

れてきた。そして,氏 によれば,「生産」の「ネ

ガ」の側面を問題にしてこなかったのは,市場と

工業生産を対象とする既存の「狭義の経済学」が ,

生産一消費の循環過程として「可逆的時間」を暗

黙に想定 しているため,「生産」の「非可逆的時

間」の流れのなかで不可避に生起するエントロピ

ー増加過程を,方法論的に等閑視せぎるをえなか

ったことにその論拠があるとみている。今日,さ

まざまに解釈されているこのエントロピ_30)は
,

氏においては,最近注目を集めている資源物理学

者・槌田 敦氏の研究成果に主に依拠して,熱力学

上の用語として明確にとらえられており,環境に

負荷を与え,その「汚れ」の状態量が認識できる

指標となるものである。 こうしたエントロピーが ,

非生命系の経済社会システムのなかで累積的に増

大 し続ければ,究極的には,その延長に「カタス

トロフィ」が予想されるとする。狭義の「経済学

は,市場経済または商品経済の枠内で,工業にお

ける生産力の拡大をエントロピー概念への反省な

しに描き出すことができた」
31)と ぃう指摘に端的

に示されているように,氏は,資源問題・環境問

題の本質を,こ れまで「労働エネルギーの単位支

出量当りの産出高」
32)で

とらえられていた人間と

自然との物質代謝のあり方に求めている。そこで ,

その根本的な解決には,投入一産出の使用価値

「生産」の概念規定を,こ れまでの「質料変換の

可能な量」
32)を

問題とすることから,エ ントロピ

ー概念の基礎のうえに,「物質の状態量」
32)に

着

目して再構成する必要があり,人間の代謝過程を ,

エントロピーを定常的に減少させる「開放定常系」

としての自然生態系のなかに対象化・客体化する

構想が打ち出されることになる。いわゆる氏にと

って,「広義の経済学」へのパラダイムの転換は ,

現代科学技術にもとづ く巨大工業生産力の膨張を ,

自己維持系である自然生態システムのなかに抑制

することによって,新たな人間と自然との物質代

謝を構築することだといえよう。
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このように,氏においては,現代の資源問題・

環境問題は,本来的には,広 く「工業文明」その

ものの問題性を問うことのなかにあり,少なくと

も歴史発展段階にもとづいた資本主義・社会主義

経済体制という,歴史の特殊制約性の問題に解消

して認識されてはいない。たとえ社会主義経済体

制の段階にあっても,それが,理論的には,巨大

工業生産力を基軸とする生産力の飛躍的発展のう

えに,さ らに豊かな生活の実現が想定されている

という意味において,氏は,資源問題・環境問題

の超歴史的性格をみているのである。 したがって ,

この限りにおいて,今 日の資源危機や公害激化の

問題は,「資本主義的生産関係」に固有に発生す

る性格のものではなく,す ぐれて経済体制を超え

た人類共通の課題として,その解決が迫られてい

るものなのである
33)。

もっとも,こ のような氏の

見解に対 しては,お そらく資本主義の本質的矛盾

を工業生産活動と自然との矛盾にすりかえ,生産

関係 =価値にその真の原因を求めるべき問題を ,

歴史貫通的な使用価値 =素材の側にあるとするマ

ルサス主義的考え方として批判が投げかけられる

であろう。マルクス経済学の命題にたつ考え方か

らすれば,方法論的には,一般に資本主義の歴史

的制約性にその不可避性をみることになる。 しか

しながら,使用価値 =素材的視点からの接近によ

る方法が,使用価値は価値のたんなる「素材的担

い手」
34)に

しかすぎず ,「使用価値は,一つの独

自な学科である商品学の材料を提供する」
35)と ぃ

う点から,一方的にしりぞけられるとすれば,視

野狭窄のそしりを免れないといえよう。

そのことは,たとえばマルクスが『資本論』第 1

巻第 4篇第 13章「機械 と大工業」において,農

業生産における物質代謝の撹乱が,た しかに資本

主義的生産様式に起因するものであるとしながら

も,真の生産力の発展とは何かを意識 して述べた

と考えられる,次の文言からも明白である。「そ

れ (資本主義的生産様式 :筆者)は ,かの物質代謝

の単に自然発生的に生 じた状態を破壊することに

よって,再びそれを,社会的生産の規制的法則と

して,ま た人間の十分な発展に適合する形態で ,
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体系的に確立することを強制する」
36)持

続的な生

産力発展の秩序ある再建という,こ うしたマルク

スの課題提起に示されるように,玉野井氏は,歴

史貫通的な「人間と自然との物質代謝」を根底に

据えて,「工業文明」が抱える普遍的問題を現代

的視点から照射 しようとするのである。この意味

で ,「広義の経済学」の構想は,氏の問題意識か

らすると,方法論上 ,「狭義の経済学」の考察の

範囲外にあった生産力それ自体の問題性を究明し,

その概念規定の再構成を意図 したものであるとい

えるであろう。

こうして,氏にあっては,人間と自然の関係を

めぐる問題は,決 して「生産関係」にすべて凝縮

して解消してしまう性質のものではないのである。

ところで,氏の既成の生産力概念に対する疑義

・批判は,ひ とくちでいえば,労働過程論におけ

る「対象的自然」という自然認識のあり方に向け

られているといえよう。すなわち,「対象的自然」

に働きかけて使用価値を生産 しながら,同時に自

己の対象化をも行なう労働過程が,何よりも人間

の主体的な合目的的活動として貫徹されるという,

もっぱら人間の側から自然が認識されることに対

して,理論的な反省をうながしているのである。

前章でも述べたように,人間以外の生物が種属の

本能的欲求に制約されるために,固定的 。一義的

にしか外的対象と関係することができないのに対

して,人間は,労働手段の介在を通 じて,外部の

自然と多面的・多義的に関わることができる。そ

のことは,労働の多様な目的意識性に応 じて,自

然対象を変容するだけでなく,そのもつ意味をも

歴史的に自由に変化させる可能性があることを意

味する。すなわち,労働過程の純粋に本質的側面

をなす「社会的生産諸力」の各々の段階における

歴史的制約性のもとで,対象的自然を「自然的生

産諸力」として選択・変形 し,同 じ対象であって

もそれに多様な意味を付与するのである
37)。

すな

わち,玉野井氏の問題意識の核心は,以上のよう

な強度に人間の主体的。能動的側面が前面に出た

従来の労働過程論では,経済社会システムを,自

然生態システムの物質 。エネルギーの循環のなか

に位置づけてとらえる視点が見失われ ,「生産」

を中心に展開される資源の「投入」,廃棄物・廃

熱の「産出」のエントロピー増大過程が脱落して

しまって,理論的に提起されえないということに

あるといえよう。そして,本来,人間と自然の物

質代謝は,それ自体合目的的活動となるものでは

なく,「 いまや投入と産 出はともに通過物とし

て ,すなわち自己維持系としての経済システムを維

持してゆくうえに必要不可欠なく物質代謝率 (rate

of metabolism)と してとらえられなければなら

なくなってきた」
38)と

するのである。 このように,

これまでの労働過程論から導き出される自然認識

に疑間を投げかけ,「共生的自然」への変更とい

う氏の問題意識と共通するものとして,た とえば

森田桐郎
39),尾

上久雄
40)両

氏の示唆 に富む論考

がある。

森田氏は,従来の労働過程論では,「対象的自

然」・生産物の獲得 =「同化」の局面 しか含んで

おらず,生産物が消費された後に,自然質料が再

び自然にかえる「異化」の局面はまったく考慮さ

れていないとする。そして,人間一自然関係は,

これまでの人間の側か らとらえた人間 (労働)一

自然一 (生産物)一人間 (消 費)の サイクルを,同

時に自然一人間―自然のサイクルとしても把握す

ることの視点が必要不可欠であることを指摘 して

いる。また尾上氏は,エ コノミー (経済)を「表

のシステム」,エ コロジー (生態学)を「裏のシス

テム」としてとらえ,後者を射程に入れて前者の

制御を志向することの今日的重要性を強調してい

る。玉野井氏の場合には,市場と工業生産中心の

無時間的循環運動に終始する経済活動は,自然の

循環から遮断・隔離された閉鎖システムであると

し,そ れが自己維持系としてエントロピーを定常

的に減少させるためには,「非可逆的時間」軸を

導入し,生態系=生命系の律動作用のなかに対象

化させる眼をもたなければならないと考えるので

ある。

玉野井氏が提起 した問題が,結局のところ,従

来,そ の主体性 。合目的的意識性が強調されるき

らいがあった人間労働 (主体)を 客体化 し,「共



生的自然」(客体)の なかに対象化することにあ

ること
41)は

,ェ ントロピーを定常的に減少させ

る生物の生命維持活動が,「 自立性」・「主体性」

の観点からとらえられていることに,最 も明瞭に

示されている。いわゆる労働過程には,エ ントロ

ピーの法則が絶対的に作用する以上,人間=主体

が,エ ントロピーを定常的に捨て去る機能をもつ

「共生的自然」としての客体のなかに対象化され

てこそ,他の生物と同様に生命活動を担う人間=

主体の存続が保証されるというのが,た しかに氏

の問題提起であるといえよう。

なるほど,労働過程論において,意識的な合目

的的活動に人間的独自性を求めたマルクス自身 ,

必ず しも人間と自然を主体と客体に等置 して,主

体と客体の関係を一義的・固定的に把握 したわけ

ではなかった。彼にあっては,必ず しも主体 (労

働)に よって客体 (自 然)が完全に取り込まれる

ものではないことは,し ばしばよく引用される次

の一文を想起するだけでも明らかである。「労働

形態を,た とえば木が木としての形態を維持する

ようには,再生産の生きた,固有の法則によって

は維持 しない (木材は一定の形態での木として自

己を維持 しているが,こ れはこの形態が木材の形

態であるからであり,こ れに対 し机としての形態

は,木材にとっては偶然的なものであって,それ

らの実体の固有の形態ではない)労働は,素材的

な ものにたい し外面的形態 としてのみ存在す

る」
42)す

なわち,合 目的的生産活動である労働は ,

使用価値の生産を通 じて,自 然素材の形態転換労

働 と して作用 し,自 然素材 は,形態の「一時

性 」
43)(zeithchkeit)「

無常性」
43)(vergangliCh―

kelt)が付与 されるだけで,そ の実体は一貫 して

維持される, ということである。労働の合目的的

性に規定されて,自然素材は,直接的に消費の対

象となる有用な形態に止揚されるまで不断に形態

転換をとげるけれども,そ の実体は形態に対して ,

無関心的に維持 され,人間 (労働)か ら客観的に

存在するそれ独自の自然法則に従うのである。こ

うした労働を形態転換としてとらえる理論的視点

は,玉野井氏が「生産」概念をエントロピーの法
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則によって再認識する視点と,共通性があり,一

脈通 じるものがあると考えられる。氏が,「生産」

を,改めて「生産と消費の直接的同一性」の視点

のうえに「消費」=「生産的消費」としてとらえ

直して,「生産」過程には,「低エントロピーの投

入物と高エントロピーの産出廃棄物 とのあいだに

は非可逆的 な落差」 が存在 し, 本質的にたんな

る自然界の「使用価値ポテンシャル」の減少にし

かすぎないというとき
44),こ のことはよリー層明

らかである。このようにみると,氏は,「人間は,

彼の生産において,ただ自然そのものがやるとお

りにやることができるだけである。すなわち,た

だ素材の形態を変えることがで きるだけであ

る」
45)と マルクスが語っているのと同じような意

味で,主体 (人間)を 客体 (自 然)の なかに対象

化 しているのである。

使用価値の実現が ,「 ある形態の物体やエネル

ギーが別の形態の物体やエネルギーヘと,エ ント

ロピー増加分に変換する過程」
46)で

あり,たんな

る潜在的に利用可能な自然資源の有用性の減少に

はかならないとする氏の主張は,労働主体である

人間が無から何も創造できないという点からみれ

ば,ま ったく正当なものである。 しかしながら,

『経済学批判要綱』における労働過程論を中心に ,

人間―自然認識を鋭 く論究 した向井公敏氏が適切

に指摘 しているように,「マルクスは主体―客体

の弁証法的展開過程としての労働過程を,たんに

自然的諸契機の無媒介な客体的連関―自然の物質

代謝 〔素材転換〕に解消しているのでもなければ ,

また逆にもっぱら労働の主体的過程としてのみ考

察 しているのではない」
47)の

である。こうした向

井氏の見解を敷衛すると,玉野井氏の見解は,エ

ントロピーの法則に完全に支配されるという観点

か ら,人間 (主体)を「共生的自然」のなかに極

度に対象化 したものであり,一面的・固定的に主

体と客体の関係が把握されていることがわかる。

さらに,向井氏が A.シ ュ ミッ ト『マルクスの

自然概念』
48)を

引用 して述べているように,人間

と自然とは相互に「非解消性」〔Unaun6sigkeit〕

の関係にあることを確認すれば,玉野井氏が考え
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るように,決 して主体が「生物的存在」として ,

一方的に,自 然生態系としての客体のなかに収餃

されてしまうのではないのである。

これまでみたように,氏の提起 した課題は,現

代の資源問題・環境問題が人間の生物的側面の再

認識を厳 しく追ることを考えるとき,共生原理に

もとづ く人間と自然の「根源的同一性」の問題を

取り扱ったものと解釈することができる。 しかし,

こうした人間と自然の「根源的同一性」との関連

で,す ぐれて合目的的活動である労働が,人間と

自然との弁証法的展開のなかで明確にとらえられ

ていない点に,氏の自然認識の限界をみることが

できるのである。ともあれ,氏の問題提起は今後 ,

新たな人間と自然の関係を展望するうえで,一定

の有効性があることは間違いない。

4. 「地域」把握の視点をめぐる批判的検討

氏が「生産」をエントロピー増大の非可逆的過

程 としてとらえて,「現存の社会 。経済システム

に自然 。生態系を導入することは,社会システム

に “地域主義 (regionalism)"を導入することに

ひとしぃ」
49)と ぃぅとき,氏の地域把握の方法的

視座は,明 らかに氏の人間一自然認識のあり方と

密接不可分に結びついている。すでにみたように
,

氏の自然認識の核心的部分をな しているのは ,

「自然の一部分」である人間と自然の本源的な相

互同一性の視点のうえに,主体 (人間)が客体(共

生的自然)に対象化される眼をもたなければなら

ないということにあった。こうした自然認識は ,

なるほど,深刻きわまりない資源問題・環境問題

を惹き起こすまでに生産力が飛躍的な発展を遂げ ,

人間が自然からますます分離 。自立化する今日,

逆に,よ リー層人間と自然の一体性が要求される

という点で,す ぐれて現代的視点に立脚 したもの

である。 しかし,現実の自然認識のあり方は,抽

象的な次元で,人間と自然の根源的同一性の重要

性を指摘するにとどまらず,それを基点に,合目

的的労働を媒介する人間一自然の絶えぎる弁証法

的展開として,具体的に確認されなければならな

いのである。 したがって,「地域」を考える場合 ,

「自然の人間化」と「人間の自然化」の弁証法的

統一の相互連関のなかで「地域」をとらえてこそ ,

現代における「地域」の歴史的形態を見い出すこ

とができ,それを前提に,人間と自然の一体性の

適合形態を再建することが可能となり,地域主義

の実践的試みが有効たりえるのである。にもかか

わらず,氏の前提とする地域は,少なくとも理論

的には,氏の自然認識に規定されて,純粋に自然

地理学の立場からとらえられているといえよう。

このことは,人間の自律的営為を,ま さに自然生

態系の諸機能の相互連関のなかにみることの当然

の帰結であり,地域は自然生態系の 1つの特性

として ,「 自然空間の質的差異」の観点から把握

されているのである。

氏は, ヨハン・シュ ミットヒューゼン『植生地

理学』(宮脇 昭訳)か ら援用 して,次のように50)

自然生態系に地域的多様性があることを端的に示

し,地域 は自然地理学的側面か ら景観 (Land―

shaR)の概念でとらえ られるとしている。「生態

系においては,一般に太陽光線の照射量,気温 ,

湿度,水系と水の流れ,栄養塩類の流れ,さ らに

植生と自然環境との作用・反作用などといった複

雑な諸要因をもとにして生物個体群の数と分布が

定まっていて, したがって,生態系は,画一的な

ひとつのシステムではな しに,地域ごとのまとま

り (Lokalittt)を 示す個性的多様という特色をつ

くりあげているのである。」そして「生態系はそ

うした空間単位としての生態域 (Biochore)を形

成 し,季節の変化が織 りこまれる自然景観では一

般に生態域の境界が自然の立地空間にひとしいこ

とになろう 」(傍点は筆者)上の文言か らも明ら

かなように,自然生態系が地域として把握できる

のは,そ れが「画一的」なものではな く,「個性

的多様」という特色をもつものにほかならないか

らである。こうした地域把握の仕方は,氏の地域

主義の定義
51)に

みられるように,「経済的自立性」

。「政治的・行政的自律性」。「文化的独自性」と

いうかたちで「地域的個性」を追求するという,

一般に氏に限らず,地域主義を標榜する論者には

ぼ共通するものであるといっても差支えないであ
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ろう。 もっとも,エ ントロピーの法則から「生産」 ルギーの更新 。再生が継続的に創出できることに

概念を再構成する氏の場合,「地域的個性」は,  なるのである。

「広義の経済学」へのパラダイムの転換という問   こうして,以上のような地域の把握を踏まえて ,

題意識のもとに,ニ ュー トン的古典力学の可逆的  地域の経済活動は,具体的に,自然生態系の循環

運動を範とする「均質空間」。「均質時間」の「画  に適合する形態で,第一次産業を中心に「中間技

一性」に対する根本的批判から提起されたもので  術」。「適正技術」。「地縁技術」に基礎を置 く必要

ある。すなわち,「生産」活動に「生命」の視点  があるというとき,氏の見解が,現在の巨大工業

を導入するには,現実の「生命」は決 して画一的  生産力が地理的自然環境によって制御 されるとい

な時空間のなかでは育まれないとし,四季折々の  う,極めて自然環境決定論的な性格を拭い難 くも

変化がみられる「非可逆的時間」のなかで展開す  つことは否めない。 しかし, このことが氏の眼に

る個性豊かな「空間」が前提されなければならな  は,「地域主義というのは生態系を基礎とする環

い,と いうことである。 この限りにおいて,氏の  境決定論ではないかと誤った批判は,成 り立たな

地域把握の方法的視点は,「狭義の経済学」が想  い」
54)と いうふうに映 じるのは,すでにみたよう

定する時空間の外的形成の廃棄という課題から自  に,共生原理にもとづ く「自然と人間の根源的同

と導き出されてきたものである。         一性」という,人間一自然認識を導き出した論拠

こうした「画一性」に対比される「地域的個性」 が,自 然法則であるエントロピーの法則の観点か

に着目して,氏は,自 然生態系は「地域ごとのま  ら,生産力概念をとらえ直したことを理論的背景

とまり」があるものとして,「生態域」によって  としているからである。エントロピーの法則に従

境界づけられていると考えるのである。その際,  えば,た とえ合目的的意識をもつ労働に,いかに

とりわけ自然生態系における「土」と「水」の  人間的独 自性をみようとも,「生産」はたんなる

「地域性」を重視する52)。 というのは,「表層土  エネルギー・物質の形態転換の過程にしかすぎな

壌」と呼ぶべき「土」は,それが結節点となって  いものであり,「生産」は「自然現象」として ,

微生物と植物,動物との「生物サイクル」を成り  あらゆる歴史的発展の差異を掻き消 した「自然」

立たせ,ま た「水」は,「生命を育 くむ地域の水」 なものと眺めることができる。 したがって, この

として,蒸発,降雨という「水サイクル」を形成  点において,生産力は本質的には制御 。支配する

することによって,定常的にエントロピーを捨て  ことができないという意味で,生産力の発展によ

る機能をもっているからである。すなわち,地域  る「自然」からの解放 ,「 自然」の征服という命

レベルでの「生物サイクル」と地球的規模で循環  題は,ま ったく成り立たないのである。氏が,意

する「水サイクル」とが,各々「開放定常系」と  識するしないにかかわ らず, こうした「自然」の

して連結することによって,最終的に,エ ントロ  とらえ方の基礎のうえに,人間の永久的自然条件

ピーを地球外 (宇宙)に捨て去る機構を構築 して  である「自然と人間の根源的同一性」が語られて

いるのである。そして氏は,こ の地域における  いるため,本来,自 然環境決定論などということ

「土」と「水」にこそ,生命の自己維持系の名に  は問題とならないのである。すなわち,氏は,エ

値する社会経済システムの存立基盤が求められな  ントロピー概念からとらえられる「自然」と,地
ければならないとする。氏にあっては,「大気系  域概念を導き出してきた自然物の空間分布を表現

と水系と土壌生態系よりなる一定の地域空間」
53) 

する「自然環境」としての「自然」を,同 じ「自

は不可欠の存在であり,それを前提にしてこそ,  然」ということで混同して取 り扱っているのであ

生産活動から生 じるエントロピー増加分を定常的  る。エントロピーの法則が絶対的に貫徹 し,生産

に減少させながら,生産活動に潜在的に利用可能  力を「自然」としてとらえたところの「物理的自

な「使用価値ポテンシャル」としての資源 。エネ  然」「生物的 自然」と,地理的 自然条件である
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「自然環境」を同一視 しているため,「 自然環境」

に決定されるという問題が鮮明なかたちで意識に

のぼらないと考えられるのである。生産力全体の

観点からとらえられた「物理的自然」と「自然環

境」とは,等 しく同じ「自然」を冠 して呼ばれる

にせよ,両者は明確に峻別 して考えられなければ

ならない。両者のとらえられた次元はまったく異

なっており,明 らかに「自然環境」は「自然的生

産諸力」に結びつ く「自然」であり,「生産カー

般」としての「自然」ではないのである。いうま

でもなく,自然的生産諸力に結びつく「自然」が ,

労働を濾過 した人間活動の所産以外のすべてのも

のは,本源的自然であるという場合の「自然」で

ある。このようにみると,氏の見解が,氏の理解

とは別に,明 らかに自然環境決定論に陥っている

と考えられるのは,結局,「 自然環境」を生産力

一般の「自然」と結びつけて論理を展開 している

ため,生産諸力を確然と「自然」と「社会」に分

かつ,自然的生産諸力と社会的生産諸力の本質的

差異を無意識のうちに見過ごしてしまったからで

あると考えられる。換言すれば, このことは,歴

史的に発展する社会的生産諸力を生産諸力のなか

に明確に位置づけていないために,本来,歴史的

発展の契機を内包 しない自然的生産諸力に結びつ

く「自然環境」によって,逆に社会的生産諸力が制

御されるということにはかならない。日常的感覚

における景観 としての「自然」,自然地理学的思

惟における「自然」―自然的生産諸力に結びつく

「自然」一と,エ ントロピー概念の観点からとら

えられた生産諸カー般の「自然」とを峻別して理

解するとき,少なくとも理論的に自然環境決定論

に陥っている氏の見解において,「地域」概念が

どういう役割を果たしているかは自明である。

今日,自 然生態系として見い出される「自然環

境」は,どんなに皮相な目で見ても,歴史的に過

去幾多の人為的変容を受け,その原形をとどめた

痕跡を認めることは,極めて困難である。神里

公氏も指摘するように
55),自

然生態系の論理に忠

実に従 っていると考えられる農業生産も,「特定

の作物植物の光合成生産を最大化するように,自

然に作為を加え,生態系を単純化 した結果」とし

て行なわれるものであり,失われがちな「自然の

極相の生態系にみられる,自 己を絶えず再生して

いく安定性,永続性」を維持する努力をはらって

いるのである。 したがって「生態域」としての

「自然環境」を取り扱う場合にでも,歴史的発展

に包摂される今日的存立形態が間われなければな

らないのである。明らかに自然的生産諸力として

とらえられている「土」と「水」に根ざした生産

力制御の課題が,歴史的実践の意味をもつために

は,やはり現在の社会的生産諸力を前提に,その

体系的な適合形態が追求される必要がある。もっ

と一般的なかたちでいえば,「 自然」と「社会」

の概念の区別が,生産諸力を構成する自然的生産

諸力と社会的生産諸力に対 して使用されたのと同

様に,生産諸力全体と生産諸関係, さらに下部構

造と上部構造の関係に対 しても適用される視点が

なければならない。いわゆる「自然」と「社会」

の概念の区別を,「階層的に同一な関係を常に全

体として包括 し,よ り高次の関係に対 してより低

次の関係をいい現わすもの」
56)と してとらえる視

角をもたなければ,エ ントロピー除去機能をもつ

「土」と「水」の現代的意義を問うことはできな

いのである。

氏の主張に,も ちろんはっきりとおさえられて

いないが,以上のような視点が決 してなかったわ

けではない。事実 ,た とえば,「四季の変化が織

りなす自然景観は,人間の歴史的営為の加わった

『文化空間』(Kultulandsha乱 )の域 にまで高めら

れる」と述べているように57),_応,本源的自然

と人為的自然の区別はなされている。一見,氏の

主張が,自然環境決定論と速断できない性格を帯

びているのは,あ らゆる社会の永久的な自然 。素

材的契機である「人間と自然の根源的同一性」一

すでに明らかなように自然的生産諸力の次元にお

いて認識される一の問題が,す ぐれて現代的視点

をもつものとして提起され,超歴史的に貫徹する

エントロピー概念の基礎のうえに,そ れに歴史的

普遍性 という仮像が与えられているからであると

いえる。



今日,自然的生産諸力の空間的表現である「自

然環境」が,す ぐれて社会的生産諸力に結びつ く

人為的環境に包摂される限りにおいて認識できる

にすぎないにもかかわらず,氏が自然的生産諸力

としての「土」と「水」の「地域性」をあくまで

も主張するとすれば,そ の「地域性」は「局地

性」
58)(die Lokalitat)ど

して理解されねばな ら

ない。すなわち,氏が課題とする生産諸力の制御

は,経済活動が「土」と「水」のもつ天然の位置

に結びつけて制約 されるということになり,「地

域」は自然的生産諸力の「局地性」の観点から把

握されているということを意味する。 したがって ,

この限りにおいて,地域主義の根幹をなす「地域

的個性」,「地域的独自性」も,こ うした観点から

とらえることができるのである。 しかし,今日の

巨大工業生産力が,こ の自然的生産諸力の「局地

性」から解放されて,全国土に普遍的・画一的に

展開 。発展 してきた歴史的経緯を振り返っただけ

でも,氏の見解が,どれほど歴史的普遍性の衣裳

をまとって述べ られようとも,歴史逆行的 (非歴

史的)な性格を もつことはすでに明らかである。

「自然環境」を語ることは容易であるが,歴史的

自然の名に包括される「自然」,いわゆる「自然」

と「社会」の概念の相対的な階層的諸関係をみる

視点を無視することはできないのである。

以上 ,「人間 と自然の関係」と「地域」の論理

的接点のあり方を中心に,氏の地域概念把握の批

判的検討を行なってきた。氏の所説が「地域」を

対象に学際的領域に広 く関心が及んでいることを

考えれば,必ず しも十分な検討・吟味がされつ く

したわけではなく,今後の研究課題として残され

たことも多い。 しかし,少なくとも氏の地域主義

提唱の現代的意義と基本的問題点には触れ得たよ

うに思、う。

注

1) 1970年 代後半以降,かなり論壇を賑わしたにも

かかわらず,こ れまで経済地理学の分野において

地域主義に関わる論文が実に少ないことは,奇異

な印象を受ける。主なものを以下に列挙すると,

矢田俊文「書評 :坂井正義著『地方を見る眼』,杉

地域主義における自然認識の現代的意義と限界

2)

3)

4)

5)

6)

7)
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岡碩夫著『地域主義のすすめ』,玉野井芳郎著『地

域分権の思想』」『経済地理学年報』第 24巻第 1号
,

1978,矢 田俊文「地域主義について」『産業配置と

地域構造』第 2章第 4節 (大明堂,1"2),杉野囲

明「『地域主義』なるものへの批判―杉岡碩夫氏の

所説について」『立命館経済学』第 27巻第 5号 ,

1978,杉 野囲明「『地域主義に対する批判―玉野井

芳郎氏の所説について上 。下」『立命館経済学』第 28

巻第 2号 ,3・ 4・ 5合併号,1978,園田猛二郎 地

域主義『地域』概念の考察」『尾道短期大学研究紀

要』第 29集 ,1980,な お,フ ランス,イ タリアの

地域主義の歴史を検討 したものとして,竹内啓一

「『地域』概念と地域主義―比較研究」『一橋論叢』

第 84巻第 6号 ,1880,ま た,Takeuch,K:SOme
Remarks on the IIistory of iRegiOnal iDe―

scription and 'rradition of Regionalisrn in

Modern Japan, IProgress in IIurnan Geo_

graphy Vol.4 No.2,1980,ス ペインの地域主

義を扱ったものとして,栗原尚子「地域主義にゆ

れるスペイン」『地理』Vol.30,No.9,古今書院 ,

1985,上 野 登「地域主義者からみた三全総」『九

州経済統計月報』第 32巻第 2号 ,1978。

.『経済地理学の成果と課題』第 I・ Ⅱ・Ⅲ集 (大

明堂,1967・ 1977・ 1983)を 参照すれば十分伺う

ことができる。

川島哲郎「経済地理学の課題と方法」川島哲郎

編『経済地理学』(朝 倉書店 ,1986),川 島哲郎

「経済地理学」『経済学辞典』第 2版 (岩波書店 ,

1979)を 参照。

.児島俊弘氏は,「環境ノート(一)一生態系の論理

と地域主義」『農業総合研究』第 32巻第 2号 ,1978

のなかで,手際よく地域主義の類型化を試みてい

る。

拙稿「地域主義の理論構成とその方法的視座―

玉野井芳郎氏の所説にみる「地域」の経済学的意

味を中心に一」を参照。なお,三輪隆夫「玉野井

芳郎教授 。沖縄の足跡」『経済評論』,1986年 4月

号。

1 注 1)の前掲論文を参照。

なるほど矢田氏は,玉野井氏の地域主義に対 し

ては,も っばら経済体制 =生産関係の観点から批

判 していることは事実であるが,必ずしも公害間

題・資源問題を現代資本主義に固有に発生するも

のであるとは主張されていない。このことは ,

「『公害の経済学』について」『産業配置と地域構

造』第 3章 第 4節 (大明堂,1978)をみれば明ら
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かである。

8)K.マ ルクス著・岡崎次郎訳『資本論』第 1巻

第 1分冊 (1)(大月書店 。国民文庫版,1972),312

頁。

9)K.マ ルクス著・藤野 渉訳『経済学・哲学手

稿』(大月書店 。国民文庫版,1963),107頁 。

10)内田義彦『資本論の世界』(岩波新書,1966)の

Ⅳ章「労働 と疎外」を参照。以下の人間とそれ以

外の生物の代謝活動の本質的差異に言及したとこ

ろは,も っぱら上にあげた箇所に依拠して参照し

た。

11)河合雅雄『森林がサルを生んだ』(講談社文庫 ,

1985)の第 7章「道具の使用と製作」を参照。

12)前掲書『資本論』第 1巻第 1分冊,315頁。

13)前掲書『資本論の世界』,90頁。

14)前掲書『経済学・哲学手稿』,107頁。

15)前掲書『資本論』第 1巻第 1分冊,314頁。

16)前掲書『資本論』第 1巻第 1分冊,312頁。

17)同上,312頁。

18)F。 エンゲルス『猿が人間になるについての労働

の役割』(大月書店 。国民文庫版,1965),20頁。

19)同上,7頁。

20)自 然的生産諸力と社会的生産諸力の概念につい

ては,川 島哲郎「自然的生産諸力について」『経済

学年報』第 2集 (大阪市立大学,1952),「生産諸

力と地理的条件」『現代地理学講座』第 7巻 (河出

書房,1956)を参照。

21)同上,「 自然的生産諸力について」,84頁。

22)「 自然」「社会」の概念の区別については,前掲

書『資本論』第 1巻 ,313頁の次の叙述をみれば明
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