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はじめに

現在我が国では、河川の保全、管理に関して、いわゆる「多自然型の川づ

くり」が基本方針となっている(')。そして、「多自然型の111づくり」にとっ

て、重要なポイントは「生物多様性の保全と持続可能な利用」である。河川

を考えるとき、治水・利水と並んで生物多様性の保全という観点が現在欠か

せない。本稿はそのような考え方と関連する環境倫理思想を検討しながら、

環境倫理学を現実に応用するための基礎的な作業として、おおまかながら具

体的にその応用の筋道をつけようとするものである。

Ｌ多自然型の川づくり

我が国の河川の整備、管理に関して近年の法的な動きを簡単に見てみる

と(2)、1990年（平成２年）に「『多自然型の川づくり』の推進について」が

出され、1997年（平成９年）には河川法が改正され、河川行政の目的として

伝統的な治水・利水に加えて、「河川環境の保全と整備」が新しくあげられ

ている。これらを踏まえて、第９次治水事業７カ年計画（平成10年１月閣議

決定）で、「多自然型の川づくり」が河川整備の基本となったのである。そ

して、さらに平成12年の改正で、河川管理に対する市町村の積極的な参画を

促進することになった。
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そのような多自然型の川づくりの基本的な考え方は、次の通りである(3)。

①その川がもともと有していた多様な河川環境を保全・復元する。

②連続した環境を確保する。

③その川らしい生物の生息・生育環境を保全・復元する。

④水の環境を確保する。

⑤市民、有識者、関係団体等の理解と協力を得る。

このような多自然型の川づくりの重要なポイントの一つが、生物多様性の

確保であるとされているのである。

沖縄県においても、現在、生物多様性の保全・再生（と治水・利水）を目

指した多自然型の川づくりが、現に進行している。その具体的な例は、たと

えば西原町の小波津川に見られる。小波津川は、西原町池田付近の丘陵台地

に源流を持ち、中城湾に注ぐ、流路延長4.4km、流域面積3.81miの二級河川

である。2003年３月には「小波津川水系河川整備基本方針」が出され、同年

７月には「小波津川水系河川整備計画が出ている。そして、2004年３月17日

には、「小波津川川づくり協議会」も発足している。

小波津川の保全と利用に関する基本方針においては、地域住民の意見も参

考にしながら次のようなことが求められているとしている（４）。

①水害から人々の暮らしを守る役割

②人々にうるおいを与え、豊かな住環境を復元する役割

③地域の「軸」となる役割

④豊かな自然環境を復元する役割

そして、「これらの役割を達成するために『メダカやトンボが住み、人々が

集い.賑わう魅力ある川づくり』を基本理念とした河川整備を進めていくも

のとする」とされている。一言で、その整備の基本方針を特徴づけるとすれ

ば、「災害のない、多様な生物の生息する川づくり」(5)と言えよう。

以上のように、「多自然型の川づくり」においては、治水・利水と並んで

｢生物多様性」の確保が重視されている〔`)。
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Ⅱ生物多様性

１．生物多様性条約

では、そもそも生物多様性とは何であろうか、「生物の多様性に関する条

約（生物多様性条約ConventiononBiologicalDiversity)」における定義

を見ておこう。この条約は、1992年の国連環境開発会議（地球サミット）の

開催にあわせて採択され、翌1993年発効した国際的な条約であり、日本も

1993年に締結しており、2002年５月現在183ケ国が締結している。その「第

２条用語」において、「生物の多様性」は「すべての生物（陸上生態系、

海洋その他の水界生態系、これらが複合した生態系その他生息または生育の

場のいかんを問わない｡）の間の変異種をいうものとし、種内の多様性、種

間の多様性及び生態系の多様性を含む｡」と定義されている(7)。一般的にも

すべての生物について、種内の多様性、種間の多様性、生態系の多様性を言

うものであると言える(8)。

そのような「生物多様性」について、「生物の多様性に関する条約」では

その目的が次のように述べられている(，)。「この条約は、生物の多様性の保

全、その構成要素の持続可能な利用及び遺伝資源の利用から生ずる利益の公

正かつ衡平な配分をこの条約の関係規程に従って実現することを目的とする｡」

(第１条目的)。一言で言えば、「生物の多様性の保全及び持続可能な利用

(theconservationandsustainableuseofbiologicaldiversity)」（前文

等）である。

もう少し具体的に述べられている前文の記述も見てみると、締約国は「生

物の多様性が有する内在的な価値並びに生物の多様性及びその構成要素が有

する生態学上、遺伝上、社会上、経済上、科学上、教育上、文化上、レクリ

エーション上及び芸術上の価値を意識し、生物の多様性が進化及び生物圏に

おける生命保持の機構の維持のために重要であることを意識し、……」と述

べられている。「生物の多様性の保全及び持続可能な利用」に加えて、ここ

ではさらに「生物の多様性が有する内在的な価値」という言葉にも注目した
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い。これは後で見るように、環境倫理学で言うところのいわゆる非人間中心

主義的な価値である。

２．新生物多様性国家戦略

そのような国際的な動きを受けて、すでに述べたように我が国も1993年に

「生物の多様性に関する条約」を締結し、1995年に最初の「生物多様性国家

戦略」を策定している。その後、各方面の意見を聴取しながら見直しを行い、

2002年に「新生物多様性国家戦略」の決定に至ったのである。「新生物多様

性国家戦略」の目的は、その前文において次のように述べられている。「｢新

国家戦略〔新生物多様性国家戦略〕」は、人間生存の基盤であり、豊かな生

活、文化、精神の基礎である生物多様性の保全とその持続可能な利用を目的

としています｡」すなわち、我が国の「新生物多様性国家戦略」においても、

｢生物の多様性に関する条約」と同様に、「生物多様性の保全とその持続可能

な利用」がその目的とされているのである。

そして、さらに「新生物多様性国家戦略」においては、「生物多様性の保

全と持続可能な利用のための理念」という形で生物多様性の価値が、次の４

つの項目に整理されている。①人間生存の基盤、②世代を超えた安全性・効

率性の基礎、③有用性の源泉、④豊かな文化の根元。それぞれについて簡単

に見てみると、①については、「生物の多様性と自然の物質循環を基礎とす

る生態系」の健全さが人間生存の基盤であること、②については、「生物多

様性を尊重することは適正な土地利用を行うことを通じて、トータルで長期

的な安全性・効率性を保証することにな」ること、③については、「生物多

様性は、社会、経済、科学、教育、芸術、レクリエーションなどの様々な観

点から人間にとって有用な価値を持って」いること、④については、我々日

本人は自然に順応する形で、様々な知識、技術、豊かな感性や美意識を培っ

てきたこと等を例として挙げ、「生物多様性は人間生活を豊穣なものとし、

豊かな文化を形成するための根元となるもの」であること、等が述べられて

いる。
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Ⅲエコシステムアプローチと順応型管理

１．エコシステムアプローチ

そのような「生物多様性の保全とその持続可能な利用」を実現するために、

2000年の生物多様性条約締約国会議では「エコシステムアプローチ」の原則

が合意され、それを踏まえて我が国の「新生物多様性国家戦略」では「予防

的順応的態度」が基本的な考え方とされている。

エコシステムアプローチから見てみてみると、「エコシステムアプローチ

は、保全と公正な方法での持続可能な利用を促進する、土地資源、水資源、

生物資源の統合的管理のための戦略である｡」そしてその戦略の具体的な手

法として、「エコシステムアプローチでは、生態系の複雑で動的な本質に対

応し、生態系の機能に関する完全な知識と理解の欠如に対応するために順応

的管理（adaptivemanagement）が求められる｡」（順応的管理については、

次に見る「予防的順応的態度」を参照)。さらに、エコシステムアプローチ

では、相互に関連する12の原則が定められている。簡単に見てみると、資源

管理においては社会的選択を重視すること、生態系の管理においては経済的

な観点も必要であること、生態系のサービスを維持するために、生態系の保

全が優先的目標であること、適切な空間的・時間的広がりで実施されるべき

であること、管理に当たっては変化は避けられないことを認識し、変化と結

果を予測しそれに対応するために順応的管理を活用すべきこと、生物多様性

の保全と利用の適正なバランスと統合に努めるべきであること、科学的な知

識、固有の地域の知識等あらゆる関連情報を考慮すべきこと、等が述べられ

ている。

以上のように、エコシステムアプローチにおいては、生物多様性の保全と

持続可能な利用のために、順応型管理という手法によって、生態系の保全と

社会的・経済的な利用との両立が目指されている。

２．順応型管理

そのようなエコシステムアプローチの考え方を受けて、すでに述べたよう
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に、我が国の「新生物多様性国家戦略」では「予防的順応的態度」が基本的

な考え方とされている。「第１章５つの理念」の５つめとして「５予防的

順応的態度」の節で、自然と人間の共存のための基本的考え方として、次の

3つのエコシステムアプローチの考え方が（予防的順応的態度として）挙げ

られている。重要であると思われるので、次にそのまま全部引用しておきた

い(10)。

①人間は、生物、生態系のすべてはわかりえないものであることを認識し、

常に謙虚に、そして慎重に行動することを基本としなければなりません。

②人間がその構成要素となっている生態系は複雑で絶えず変化し続けてい

るものであることを認識し、その構造と機能を維持できる範囲内で自然資源

の管理と利用を順応的に行うことが原則です。このため、生態系の変化に関

する的確なモニタリングと、その結果に応じた管理や利用方法の柔軟な見直

しが大切です。

③科学的な知見に基づき、関係者すべてが広く自然的、社会的情報を共有

し、社会的な選択として自然資源の管理と利用の方向性が決められる必要が

あります.

つまり、順応的態度（管理）では、生物多様性の保全と持続可能な利用の

ために、生態系が複雑で絶えず変化しておりその全てはわかり得ないこと、

利用は生態系の「構造と機能を維持できる範囲内で」行われるべきこと、し

たがって、利用に際しては的確なモニタリングによって生態系の状態を絶え

ず把握し、その結果生態系の維持に何か問題が生じていれば（生じそうであ

れば)、それを解決できるように順応的に利用方法を見直すというやり方が

求められていると言えよう。
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Ⅳ、土地倫理

さて、以上見てきたように、多自然型の川づくり、「生物の多様性条約に

関する条約｣、我が国の「新生物多様性国家戦略」においては、「生物多様性

の保全とその持続可能な利用」が重要な目的となっている。

本稿の目指すところは、このような現実に見られる考え方と重なる、ある

いはそれを思想的に根拠づける環境倫理思想を提示し、環境倫理思想を現実

へ応用するための一つの方向性を見いだすことである。では、そのような環

境倫理思想とは何であろうか。まず注目したいのは、環境倫理学の父とも言

われるアルド・レオボルド（Aldol企opord）が主張した土地倫理である。

土地倫理は、生態系中心主義的な全体論的環境倫理思想であり、大きな影響

力を持っている。その要点を簡単に確認すれば、次のようになるだろう。

我々の歴史を見ると、例えば奴隷制が廃止され全ての人が倫理的な配慮の

対象となるなど、倫理を適応すべき範囲が徐々に広がって来ている。土地倫

理はこの方向をさらに推し進め、生態学の知見に基づいて、倫理の範囲を人

間から動物へ、動物から植物、さらに水、土、空気等へと広げ、生態系ない

し自然界全体（土地）をも道徳共同体の範囲に入れるべきであるとする。

そこから、生態系（土地）内に生きる者としての人間は、土地（自然）の

征服者ではなく、その一樹成員であり、一市民であるとされる。生態系全体

という視点が重視され、「ひとつひとつの問題点を検討する際に、経済的に

好都合かという観点ばかりから見ず、倫理的、美的視点から見ても妥当であ

るかどうかを調べてみることだ。物事は、生物共同体の統合性、安定性、美

(themtegrity，Btability，andbeautyofthebioticcommunity）を保つ

ものであれば正しいし、そうでない場合は間違っているのだ｡」(M)と主張さ

れている。

したがって、土地倫理においては、そのような全体論的な立場に立つこと

によって、個体主義的な環境倫理思想とは異なり、「生物共同体の統合性、

安定性、美」を維持できる限度内であれば、鹿を殺しても倫理的には許され

－７－



琉球大学法文学部紀要人間科学第15号2005年3月

ることになり、もし鹿が増えすぎてその生息する生態系の「統合性、安定性、

美」が脅かされることにでもなれば、我々は鹿の群れを間引かなければなら

ないとさえも言えるのである('2％つまり、土地倫理では、生態系（土地、

生物共同体）の保全はもちろん絶対的な条件であるが、その保全の成り立つ

範囲内における利用であれば特に制限されない。これは言うまでもなく、

｢生物の多様性に関する条約」における「生物多様性の保全と持続可能な利

用」という考え方と重なるものである。

ところで、土地倫理は非人間中心主義的な環境倫理思想の代表的なものの

一つであり、人間中心主義と対立する面を持つ。人間中心主義的な立場から

すれば、生態系（土地、生物共同体）を健全に保つことそのものに価値を認

める考え方は、とても認められないものである。しかし、「生物の多様性条

約に関する条約」においても我が国の「新生物多様性国家戦略」においても、

生物多様性の持つ人間中心主義的な価値と非人間中心主義的な価値は、両方

とも記されている。簡単に確認すると、「生物の多様性条約に関する条約」

においては非人間中心主義的な価値が、「生物の多様性が有する内在的な価

値（theintrinsicvalueofbiologicaldiversity)」という表現等で示され

ている(１３１。人間中心主義的な価値としては、「生物多様性及びその構成要素

が有する……社会上、経済上、科学上、教育上、文化上、レクリエーション

上及び芸術上の価値」が挙げられている('４)。「新生物多様性国家戦略」にお

いては、人間生存の基盤という項目の下でではあるが、「生物多様性を保全

することは、それ自体が目的である」(15)と述べられており、人間中心主義的

な価値としては、生物多様性は人間存在の基盤であること、世代を超えた安

全性・効率性の基礎であること、社会、経済、科学、教育、芸術、レクリエー

ション等の様々な観点から有用性の源泉であること、豊かな文化の源泉であ

ることが挙げられている(⑤。

そうしてみると、環境倫理学においても、我々はさらに人間中心主義と非

人間中心主義を（その全部の立場でなくても）いくらかでも両立させ、現実
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の自然保護に両者が共同できる可能性を探ることが必要である。そのために、

次にディープ・エコロジーにおけるエプロン・ダイヤグラムを見てみたい。

Ｖ・ディープエコロジーのエプロンダイヤグムと生物多様性

１．エプロンダイヤグラムとプラットフォーム原則

アルネ・ネス（ArneNaess）によって創始されたデイープ・エコロジー

も、現代の環境倫理思想の中で大きな影響を持っているものの－つである。

デイープ・エコロジーは自然と人間に関する思想、価値観の転換、そしてラ

イフスタイルの変革の必要性を説くが、その主張の中にエプロンダイヤグラ

ムという考え方があり、次のようなものである（図を参照)。

ネスによれルエデイープ.

霞…，
エコロジーを理解するため

根本原理（宗教、哲学）

プラットフォーム原則には、４つのレベルを区別
しなければならない(ｍ･

一般的指針

(生活姿勢、方針） すなわち、「①言葉で表現

された哲学・宗教上の認識
宴醗的、具体的決定

レベル２

レベル３

《.Ｃ鰯
レベル４

エプロン・ダイアグラムの図 や直観的真理、②ディープ

エコロジー運動のプラット

フォーム原則、③プラットフォーム原則と論理的に結ばれるいくらか一般的

な指針一生活姿勢やあらゆる種類の方針、④個々の状況とそれぞれの状況下

でなされる具体的決定｣の４つのレベルである。まず②について言えば〈ディー

プエコロジー運動のプラットフォーム原則とはネスによるものは８つである

が、そのうちの始めの３つを挙げてみると次のようである。．

（１）地球上の人間とそれ以外の生命が幸福にまた健全に生きることは、

それ自体の価値（本質的な価値intrinsicvalue、あるいは内在的

な固有の価値inherentvalue）を持つ。これらの価値は、人間以

外のものが人間にとってどれだけ有用かという価値（使用価値）と
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｝ま関係のないものである。

（２）生命が豊かに多様なかたちで存在することは、第一原則の価値の実

現に貢献する。また、それ自体、価値を持つことである。

（３）人間は、不可欠の必要を満たすため以外に、この生命の豊かさや多

様性を損なう権利を持たない。('8）

これらがディープエコロジー運動の基本原則であり、ディープエコロジー

運動の考え方の特徴をなすものであるが、ネスは様々に異なった哲学や宗教

を持った多様な人間がこの原則に同意し、ディープエコロジー運動に参加で

きる可能性があると言う。つまり、一般的に、異なった前提からよく似たあ

るいは同じ結論が導き出されうるということが言える。この場合も、様々な

異なった哲学や宗教からディープエコロジー運動のプラットフォーム原則に

一致し、同意して、ディープエコロジー運動に参加できる可能性があるので

ある。様々な異なった哲学や宗教は図では、「レベル１根本原理（宗教、

哲学)」で、上では①である。たとえば、仏教やキリスト教は異なった教義

を持つわけだが、プラットフォーム原則に一致できるのであれば、共同して

デイープエコロジー運動を展開できるとするのである。そして、その運動の

具体的なやり方も同じでなくて良く、それぞれに応じて図のレベル３（上の

③）の一般的指針を導き、さらにそれに基づいて実践的で具体的な決定をそ

れぞれ行って行動すればよい（レベル４、上の④）というわけである。その

ようにそれぞれで決定して様々な仕方で環境問題に取り組んでも、プラット

フォーム原則で一致しているのだから、その様々な取り組みは自ずと一定の

原則を共有した－つの運動と見なせることになるわけである。

このようなディープエコロジー運動のエプロンダイヤグラムの考え方は、

様々な環境倫理思想が存在する中で、現実の環境保護に環境倫理思想を応用

していこうとするとき、重要な示唆を与えるものであるように思われる。次

に、この点を考えてみよう。
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２．エプロンダイヤグラムと「生物多様性の保全と持続可能な利用」

ディープエコロジーのプラットフォーム原則に示されている考え方は、な

るほど重要で面白いものではあるが、環境倫理学ではいわゆる非人間中心主

義の代表的なものの一つであり（ネス自身「生命圏平等主義biospherical

egalitarianism」と自己の立場を呼んでいる)、これも人間中心主義的な考

え方と対立する。ディープ・エコロジーにおける非人間中心主義的な考え方

は今見た、プラットフォーム原則（特に（１）と（２））によく示されてい

る。ネスとセッションズのものでは、人口を大幅に減らすべきであるという

意味の主張さえも原則の４として述べられている〔'9)。したがって、そのよ

うなディープ・エコロジーのプラットフォーム原則では、人間中心主義的な

立場が非人間中心主義的な立場と共同して自然保護に当たるということは難

しいだろう。

しかし、エプロンダイヤグラムの考え方そのものは、異なった哲学・宗教

等の根本原理を持っていても、プラットフォーム原則で一致できる可能性が

あることを教えていた。そこで、本稿は、エプロンダイヤグラムの考え方に

基づいて、しかしディープエコロジーのプラットフォーム原則ではなく、人

間中心主義と非人間中心主義が一致できるような別のプラットフォーム原則

に当たるものを立てて、現実への応用を考えてみたい。

では、そのプラットフォーム原則に当たる、本稿が提案したい別の考え方

とは何であろうか。それは、すでに見た「生物多様性（biodiversity）の保

全と持続可能な利用（sustainableuse)」。0)である。人間中心主義と非人間

中心主義をエプロンダイヤグラムのレベル１に属する異なった原理として位

置付け、プラットフォーム原則に当たるものとして「生物多様性の保全と持

続可能な利用」を立てれば、この両者は「生物多様性」の重要性を認める点

では一致でき、現実の自然保護活動において共同できる可能性が出てくるだ

ろう。

具体的に言えば、既に見たように、非人間中心主義のうち土地倫理的な生
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態系中心主義では、生態系そのものの価値を主張しはするものの、生態系

（生物多様性）を保全できる範囲内であれば自然の「持続可能な利用」を認

めることができ、「生物多様性の保全と持続可能な利用」に同意できるだろ

う。

人間中心主義は非人間中心主義に比べれば、「生物多様性の保全と持続可

能な利用」を認めることは容易であろうが、次にその代表的な立場を検討し

て、確認しておきたい。取り上げたい人間中心主義的な立場は、キリスト教

の「神の信託管理人思想」である。

３．神の信託管理人思想（stewardship）

周知のように、リン・ホワイト・ジュニアは「現在の生態学的危機の歴史

的根元」で、キリスト教では人間は神の似姿として特別な存在であり、動植

物、自然を専制的に支配する権利を神によって与えられていると考えてきた

として、キリスト教こそが世界が知っている中で最も人間中心主義的な宗教

であると主張した。そこから、ユダヤ＝キリスト教の伝統を批判し、現在の

生態学的危機の歴史的根元はユダヤ=キリスト教的伝統にあるとしたのであ

る②)。

この批判は大きな反響を巻き起したが、「神の神託管理人思想」はキリス

ト教の側からの反論である。その要点は、なるほど人間は神の似姿として他

の生き物とは違う特別な存在であるが、創世記第一章二十八節で神が人間に

命じている「支配」は、暴君的な専制的支配ではなく、自然を慈しみながら

適切に管理せよということなのである。基本的に人間は自然を自分たちのた

めに利用し、役に立てて良いが、人間は神から自然の管理、世話を託されて

もいるのである。したがって、人間は自然を保護し、生き物を繁栄させる責

任がある。神の神託管理人思想は人間中心主義を特徴とする（した）が、そ

こからさらに、「神の目から見れば、自然には自然自身の価値があり、生命

と幸福に対する権利がある」(22)という主張さえ行い、「環境は神のもので人

間のものではないから、人間に影響があろうとなかろうと、環境を破壊する
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ことは道徳的に間違っている」(23)と考えるようになっている。自然は神の創

造物であるが故に、それ自体価値を持ち、神聖なものなのである。ここまで

くれば、これは非人間中心主義とも通じる面を持ち、人間以外のものに価値

を認める根拠も神の創造のゆえにということであり、明快である。しかし、

もちろん、大きな違いもある。いわゆる非人間中心主義において主張される

人間以外のものにおける内在的価値は神との関連によるものでなく、また神

の神託管理人思想においてはあくまで自然に対する人間の優位性は揺るがな

い。しかし、それにしても、神から自然の保護、管理を委託され、生き物を

繁栄させる責任があるとする「神の神託管理人思想」が、「生物多様性の保

全と持続可能な利用」という原則に対して同意することはもちろんであろう。

まとめ－環境倫理思想の現実への応用一

本稿は「はじめに」で述べたように、環境倫理学を現実に応用するための

基礎的な作業として、大まかにでもその道筋を示すことを目的としている。

最後に、簡単に確認しておきたい。

現在、河川の整備において、治水・利水と並んで生物多様性の確保・再生

を重視しながら、例えば沖縄県でも西原の小波津川で多自然型の川づくりが

行われている。国土交通省河川局のホーム・ページを見ると、東京の多摩川、

埼玉の荒川等いくつもの事例が紹介されている。その際のキーワードの一つ

は生物多様性であり、これは「生物多様性に関する条約」を受けて我が国で

も「新生物多様性国家戦略」が定められ、「生物多様性の保全と持続可能な

利用」が目指されている。その具体的な方法がエコシステム・アプローチで

ある(”。

さて、環境倫理思想のなかでは、そのような考え方に最も近いものは生態

系中心主義的な倫理である土地倫理であり、その要点を確認した。しかし、

土地倫理はいわゆる非人間中心主義の思想であり、この立場が人間中心主義

とも共同で自然保護（生物多様性の保護）に当たるための可能性をさらに考
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えてみた。というのは、現実に「生物多様性に関する条約」においても「新

生物多様性国家戦略」においても、両方の考え方が併記されているからである。

その両方の立場が共同で自然保讃に当たることを可能にするのは、ディー

プエコロジーのエプロンダイヤグラムの考え方であった。ただ、プラットフォー

ム原則としてはディープエコロジーのものではなく、「生物多様性の保全と

持続可能な利用」を本稿としては提示した。これをエプロンダイヤグラムの

プラットフォーム原則とすれば、人間中心主義も非人間中心主義もその多く

が同意できるのではないかと思われる。じっさい。キリスト教の神の神託管

理人思想も「生物多様性の保全と持続可能な利用」には同意できるだろうと

思われた。

「生物多様性の保全と持続可能な利用」をプラットフォーム原則として立

てても共同できない立場があるとすれば、人間の利益のためであれば生物多

様性（生態系）を破壊しても構わないという考え方、および逆に生物多様性

(生態系）を守るために自然を一切利用してはならないという考え方等がそ

ういうことになるだろう。テーラーやレーガンのいわゆる個体主義的な保存

論は、「利用」を否定し、合意できないかも知れない。

ところで、応用倫理学であってももちろん理論は理論として徹底した検討

がなされなければならず、問題点も十分検討される必要がある画。しかし、

それにしても、ある理論が矛盾や問題点を含むからといって（そもそもいか

なる問題点も含まない完全な理論というのはあり得ないだろう）現実に応用

できないとか、あるいは対立する面を持つ二つの思想は現実に共同して自然

保鍍に当たれないとすることは、あまりに安易で誤った考え方であると言わ

ざるを得ない。現実に理論を応用する時重要なことは、できるだけ矛盾や問

題点が少なく、現実に応用したときできる限り問題を生じさせる可能性の少

ない理論を選んで応用するということであろう。どんな理論も多少なりとも

問題点を含むのであれば、それを現実に適用した場合、その問題点に応じた

問題（あるいはそれ以外の予期しない問題）が生じる可能性があるだろう。
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そこで、この欠点を補うために、エコシステムアプローチ的に言えば、絶え

ず現実をモニタリングし、「順応的に」現実に対応していけば良いのである。

そのような意味で、土地倫理を始めとして、環境倫理学の中には、「生物多

様性の保全と持続可能な利用」をエプロンダイヤグラムのプラットフォーム

原則とすることによって合意し、現実の自然保護にそれぞれの立場から「生

物多様性の保全と持続可能な利用」を実現すべく共同できる思想が少なから

ずあるように思われるのである。

何度も見たように「生物多様性に関する条約」においても「新生物多様性

国家戦略」においても、対立する面を持つ人間中心主義と非人間中心主義の

二つの考え方が併記されており、その意味では、現実の自然保護活動におい

ては、人間中心主義と非人間中心主義はむしろ相補的でり、補強しあってい

ると考えることができる。「生物多様性の保全と持続可能な利用」は、生物

多様性それ自体の価値という意味でも人間にとっての利用価値という意味で

も重要であると見なされているのであり、決して両立しないものではないの

である。

注

『新生物多様性国家戦略』（以下『国家戦略』）環境省編ぎようせ

い平成14年ppl36~137

『国家戦略』ppl35~137

『国家戦略』ｐｐｌ３６

｢小波津川水系河川整備基本方針」平成15年沖縄県ｐ･３

琉球新報2004年３月22日朝刊

平成16年６月26日、自然再生推進法（平成14年）に基づいて、「やん

ぱる河川・海岸自然再生協議会」が発足している。自然再生法もその
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「目的」において、「生物多様性の確保を通じて自然と共生する社会

の実現を図る」と述べられている。

（７）『国家戦略』ｐ299

（８）『生物保全の生態学』鷲谷いづみ共立出版1999年pp22~２４

（９）『国家戦略』ｐ298

(10）予防的順応的態度は、もちろん「生物の多様性に関する条約」におけ

る「順応型管理」に対応する。「５予防的順応的態度」においては生

物多様性という言葉は用いられていないが、予防的順応的態度は「新

生物多様性国家戦略」の理念の一つであり、当然前提になっている。

(11）ＡＳｂｚ"dCb0C"りＡﾙﾘ2.2“c，A1doLeopold，０ｺ辻brdUniversityPress，

1987,pp224~2５（邦訳『野生の歌が聞こえる』新島義昭訳講談

社ｐ349）

(12）勘zjj，wz"“ｍＪＥｉＨｌ縮,DeSjardins,Wadsworth,3,..2001,ｐ､190

(13）『国家戦略』ｐ､298

(14）ゐれ．

(15）『国家戦略』ｐ４２

(16）『国家戦略』pp42~44.一般的には、人間中心主義的な価値として、

医療資源、食縄資源、産業資源、観光資源、気候変動の調節、また人

間に喜びや安らぎ、あるいは知的探求心の満足をもたらす知的、精神

的価値等の言い方もできるだろう。非人間中心主義的には、そもそも

環境倫理学の主要な主張の一つが、自然の生存権を認めようというも

のであり、「人間だけでなく、生物の種、生態系、景観などにも生存

の権利があるので、勝手にそれを否定してはならない｡」（加藤尚武

『環境倫理学のすすめ』、丸善、平成８年第９刷ｐｐｌ~12）とも言わ

れている。

(17）ZW8cDe幼Ｅｍｂ巴Mbzle腕2"',Ｅｄ・byAlanDrengson＆YUichilnoue，

NorthAtlanticBooks，1996,ｐｐｌＯ~12．（邦訳『デイープ・エコロ
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ジー』アラン・ドレングソン、井上有一共編、昭和堂、ｐ42~44.図

も邦訳ｐ４３による｡）

(18）（４）～（８）については、ｍｅＤｅｑＰＥｍｌｑ図ＵＭｂｚｊｅﾌﾟﾘ0醜＃，ｐｐ､49~５３

（邦訳『デイープ・エコロジー」ではpp76~82）

(19）ローセンパーグの提案している原則|とは、人口を減少させるべきであ

るという主張は見られない（”CDC"Ｅｍｈ③ｍ４ｂ”噸e"t,ｐｐ､155~166．

邦訳『デイープ・エコロジー』ではpl41~156)。

(20）「生物の多様性に関する条約」では、theconservationandsu8tam‐

ableuseofbiologicaldiversityという表現である。

(21）『機械と神』、青木靖三訳、みすず書房、1999年、所収、第５章

(22）ｍｅＲ妙ｆｓｑ／ＭｚｊＹ８”，RoderickF．Ｎash，TheUniversityof

WisconsinPress，1989,ｐｌＯ３（邦訳『自然の権利』、ロデリック.Ｆ・

ナツシユ、松野弘訳、筑摩書房、1999年、ｐ255）

(23）ｉbid・ｐｌｌｌ（邦訳『自然の権利』、ｐ､271）

(24）エコシステムアプローチと似た環境保全の考え方に、エコシステム・

マネジメントがあり、興味深い。これは、我が国の環境白書、林業白

書（1998年）でも注目されている.エコシステム・マネジメントにお

いても、生態系の保全と地域経済・社会の活性化の両立が目指される。

『エコシステム・マネジメント』（柿沢宏昭、築地書館、2000年）では、

アメリカでの例として、アップルゲート・パートナーシップを始めと

して幾つかの取り組みが詳しく紹介されている。これについては、稿

をあらためて論じたいが、ひとまず『エコシステム・マネジメント』

柿沢、拙稿「河川環境の保全とエコシステム・マネジメント」（『琉球

大学を含む水系・流域群における水環境の改善のための総合調査』

2002年度研究報告書所収）参照。

(25）たとえば、土地倫理にも、全体論、自然主義的誤謬という周知の問題

がある。これについても、稿を改めて論じたい。
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