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研究成果の概要：生物多様性保全と自然再生の理念は、地域社会の文化や社会のあり方と密接

に結びついており、そのようなものを統合した「地域再生」の理念と深い関係がある。そのた

め、自然と社会や文化の入れ子状態の中で、「サステイナビリティ」などの自然にかかわる理念

も社会や文化の理念から再定義されなければならない。そのようなことを実践的に可能にする

ための人材育成のあり方を実践的に提示するとともに、生物多様性保全や自然再生が、治水や

災害などの問題も含めた包括的な環境や社会のあり方、さらには、エネルギーや脱炭素化社会

の構築にも展開できる社会的な論理を提示した。『環境倫理学』（東京大学出版会）を出版して

その成果の内容を提示した。 
 
交付額 
                               （金額単位：円） 
 

 直接経費 間接経費 合 計 
2006年度 3,900,000 1,170,000 5,070,000 

2007年度 3,800,000 1,140,000 4,940,000 

2008年度 3,800,000 1,140,000 4,940,000 

総 計 11,500,000 3,450,000 14,950,000 

 

研究分野：環境倫理学 

科研費の分科・細目：環境学・環境影響評価・環境政策／哲学・倫理学 

キーワード：環境理念・環境倫理・生物多様性保全・自然再生・脱炭素化社会・理論と実践 

 

１．研究開始当初の背景 

1992年リオデジャネイロの地球サミット

で、生物多様性条約が締結され、国際的にも

生物多様性の必要性とその実現が課題とな

っている。国内的には生物多様性国家戦略が

策定されており、2003年に改定され、新生物

多様性国家戦略としてその指針を定めてい

る。その改定の内容にも見られるように、従

来のように、生物多様性の破壊の原因を人間

の自然に対するインパクトとして捉えて、人

間の介入を排除した形でその保全を捉え、一

方で、人間の持続可能な発展をはかるという

形ではなく、里山の自然のように、人間の適

度な介入、攪乱の必要性も必要とされ、外来

種に起因する生物多様性のように、人間の積

極的な介入により生物多様性を保全するこ

とも必要になってきている。また、「自然再

生」という人間が積極的に介入することも保

全の手法として捉えられ、2003年からは自然

再生事業が大きな国家プロジェクトとして

スタートしている。（研究が始まってからは

2007年に国家戦略の改訂が行われ、第三次生
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物多様性国家戦略が発表され、2010年に名古

屋で開催される生物多様性条約第 10回締結

国会議に向けて、SATOYAMAイニシアティブも

提起されており、本研究の課題の重要性がま

すます認識されている。） 

このように、生物多様性の保全や自然再生

が大きくクローズアップされ、「自然再生」

という手法に関しても、人間が積極的に自然

に介入しかかわりあうことが重視されてき

たにも関わらず、人間の自然を捉える「価値」

の問題や、「管理」の「理念」という介入の

仕方、かかわりあいの仕方に関しては明確で

多くの人々や専門家が合意できる基準がな

い。今まで以上に、人間の側の論理が重視さ

れなければならなくなったにもかかわらず、

人文社会科学の領域では、それを十分に扱う

準備ができていないのが現状である。特に、

新生物多様性国家戦略で「文化」ということ

が明記されるようになったものの、自然にか

かわる、またかかわりあうようなさまざまな

地域の文化に関して十分な研究の蓄積があ

るわけでもなく、それがどのように保全や再

生の理念にかかわるのかに関して、十分な方

針が確立されていないのである。つまり、生

物多様性の保全、自然再生に関して、どのよ

うな自然を保全すべきか、どのような自然を

再生するべきかという、理念にかかわる問題

は、生態学などの自然科学と環境倫理学、環

境社会学、環境史などの人文社会科学の境界

的な領域で、その領域の研究者の協働的な研

究が必要になってきているが、十分に展開さ

れず、理念の問題も検討されないままになっ

ている。 

再生すべき自然に関しては、従来は、生態

学によって、特に、近年では、保全生態学が

自然科学の立場からその像を描いている。そ

の中で、生態系を内部的に不均一で多様な部

分を内包した変動の大きい系として捉えて

おり、保全や再生の手法として、順応的管理

という手法が提案されるに至っている。 

しかし、人文社会科学の議論の中では、生

態系の概念自体が、いまだに、かつての有機

体論的で平衡点を前提とした安定した調和

的なものに留まっており、内部的に不均一で

多様な部分を内包した変動の大きい系とし

て捉えるような、自然科学の状況がうまく捉

えきれていない。自然科学だけでは十分に扱

えない「価値」の問題を、環境倫理学をはじ

めとした人文社会科学が引き受けなければ

ならない状況が出現しているにもかかわら

ず、自然科学と人文社会科学との共通の基盤

となる知識のレベルでも十分に了解が取れ

ていないのが現状である。 

２．研究の目的 

 外来種の問題も含めて生物多様性保全や

自然再生にかかわる事業が本格的に推進さ

れている中で、いかなる自然を守り再生する

のかという生物多様性保全や自然再生の政

策の根本的な理念を構築することを最終的

な目標にしている。そのために、自然科学と

人文社会科学とのこの問題に関する共通了

解を深めるための基本的な理論的基盤を整

備し、その「理念」や「価値」を中心に担う

環境倫理学の理論的整備を押し進め、生物多

様性や自然再生にかかわる「理念」の問題に

関する研究を総合化、統合化することを目的

に設定する。その目的のためには、机上で抽

象的な議論をするだけでなく、生物多様性保

全や自然再生の現場にたって、具体的な問題

の学際的な実証研究を進めるとともに、多様

な研究領域の研究者がお互いの理論的な問

題を交差させることにより、生物多様性の保

全や自然再生の普遍的な「理念」を検討し構

築することを目的としている。 

 

３．研究の方法 

二つの方向性で研究を展開した。 

（１）重点の研究のフィールドにおける 

自然科学との融合を意識した人文社会科学

的なインテンシブな調査 

 理論的研究と実証的な研究が有機的に結

びつけられるように、いくつかの実証研究を

展開した。①自然再生事業（釧路湿原、霞ヶ

浦、アザメの瀬、埼玉県くぬぎ山等）、②兵

庫県豊岡や新潟県佐渡におけるコウノトリ

やトキの野生復帰事業、③いわゆる獣害問題

を中心とした野生動物との関係（青森県脇野

沢、屋久島等）、④野生生物をアイコンにし

た地域振興を展開している場所（長野県佐久

の鯉、宮崎県綾町の照葉樹林、長野県志賀高

原の湿生植物等々）。これは、生物多様性保

全、自然再生ということを考えたとき、相互

に関連した異なる四種類の領域であるが、

「いかなる自然を保全、再生するのか」とい

う生物多様性保全の理念に深くかかわり、ま

た、いずれも、人の営み、生活、遊び、遊び

仕事、生業、産業などに密接に関わり合って

いる。「理念」を構成する重要な領域であり、

また、人文社会科学と自然科学との境界領域

にもかかわっている。自然科学の蓄積がある

フィールドに関しては、人文社会科学者の調

査に自然科学の研究成果を交差することに

よって、問題を明らかにし、自然科学の蓄積

がまだ十分でない領域に関しては、両方の調

査を、両方の研究の連絡を取りながら行った。 

 



（２）フィールドの現地での研究会と現地検

証 

 重点の研究フィールドを意識しつつ、比較

的研究の蓄積があるところを選定して、そこ

での現地研究会を開催した。初年度において

は、長野県志賀高原と、兵庫県豊岡、2年目

は、長野県佐久の鯉をアイコンにした地域振

興と淀川の治水と環境保全を一体とした形

で捉えるために京都で、最終年度は、エネル

ギーの地産地消（EIMY）を実践している福島
県天栄村湯本地区で行った。 

 初年度は、湿生植物の再生と地域の再生を

ともに組み合わせている志賀高原や、広義の

自然再生事業でもっとも成功している豊岡

のコウノトリの野生復帰事業で、人文社会科

学と自然科学の課題の接点とそこにおける

理念のあり方について考えてきたが、２年目

は、研究分担者の佐藤哲が提起しようとして

いる、野生生物等をアイコンとして捉える考

え方を検証するために佐久で議論をしたり、

治水と環境、景観などを一体として捉えよう

とする包括的ウェルネスという概念を提唱

しようとしている桑子敏雄の議論を検証し、

政策的課題を含めて議論するため、淀川水系

流域委員会の現場で行った。最終年度は、エ

ネルギー問題を取り上げ、地域における生物

多様性保全、自然再生と、エネルギーの地産

地消を可能にする、あり方を検討し、生物多

様性保全や自然再生などを地域再生にして

いくためにもエネルギー問題をそこに位置

づける可能性について検討した。 

 

４．研究成果 

 以下の３点にまとめられる。 

（１）自然に関する保全、再生等の論理と人

間の社会や文化の保全、再生の論理は深い関

係にあり、一体のものとして考えなければな

らない。そのため、自然に関する保全や再生

の論理や理念は、人間の社会、文化によって

再定義されなければならない。 

 このことに関しては、研究メンバーを中心

に、『環境倫理学』の書籍を編纂して、世に

問うこととなった。目次等は下記に示す。 

（２）自然と社会の両方の論理を橋渡しする

のは、その両方に精通している専門家がかか

わる必要性があり、その種の専門家のあり方、

養成の仕方について明確に提示した。さらに、

具体的な人材育成という形で提示した。博士

課程学生やポスドクの研究協力者たちは、そ

の種の専門家として、下記に示すような研究

成果を生み出している。 

 

（３）生物多様性の保全や再生の問題は、単

に自然の保全や再生にかかわるだけでなく、

地域再生として示され、さらに、治水や災害

などの自然のリスクにかかわる問題やそれ

に関する地域の主体形成の問題にも関係し

ている。さらに、エネルギーの問題、地球温

暖化対策、脱炭素化社会の形成の問題などに

もかかわっており、そのための社会の理念を

提示することとにも関係している。これに関

しても、『環境倫理学』の中で、具体的な形

で示して世に問うこととなった。 

 以上、三つの問題に関連して、研究プロジ

ェクトの中で、さまざまな新しい概念、概念

的枠組み、主張などがなされている。

「re-generationとしての自然再生」「サステ

イナビリティの再定義」「環境アイコン」「包

括的ウェルネス」「恵も禍も全体として捉え

る環境倫理」等々。 

 それらを集大成するようなものとして、

『環境倫理学』を東京大学出版会から出版す

ることとなった。１０月に刊行するべく、現

在印刷中である。その目次案について、下記

に掲げる。 

 

鬼頭秀一・福永真弓（編）『環境倫理学』

東京大学出版会、2009年10月刊行予定。 

序章 環境倫理の現在――二項対立を超え

て（鬼頭秀一） 

Ⅰ．「環境倫理が語れること」 

第１章 自然・保護――「自然を守る」とは

何を守ることか（森岡正博） 

第２章 公害・正義――「環境」から切り捨

てられたもの／者（丸山徳次） 

第３章 生命・殺餐――肉食の倫理、菜食の

論理（白水士郎） 

第４章 自然・人工――都市と人工物の倫理

（吉永明弘） 

第５章 社会・未来――世代間倫理の行方

（蔵田伸雄） 

第６章 精神・豊福――生きものと人が共に

はぐくむ「豊かさ」（福永真弓） 

Ⅱ．「環境倫理のまなざしと現場」 

第７章 「持続可能性」を問う――「持続可

能な」野生動物保護管理の政治と倫理（安田） 

第８章 「文化の対立」を問う――捕鯨問題

の「二項対立」をこえて（佐久間淳子） 

コラム 「野生の復帰」を問う――野生復帰

において人はどこまで可能か（池田啓） 

第９章 「自然の再生」を問う――自然の「保

護」と「再生」の政治性（瀬戸口明久） 

第10章 「外来種駆除」を問う――政策か

らこぼれおちる「ローカル知」（二宮咲子） 

第11章 「浪費的保護」を問う――自然エ

ネルギーと自然「保護」の隘路（丸山康司） 



Ⅲ．「環境倫理から生まれる政策」 

第12章 家庭から政治へ―─地球温暖化対

策から透かしてみる持続可能な社会（井上有

一） 

第13章 知識から知恵へ――土着的知識と

科学的知識をつなぐレジデント型研究機関

（佐藤哲） 

第14章 政策から政（まつりごと）へ――

熟議型市民政治とローカルな共的管理の同

床異夢（富田涼都） 

第15章 リスクから予防へ――リスクマネ

ジメントと予防原則をめぐって（松田裕之） 

第16章 分断から連帯へ――包括的ウェル

ネスの思想（桑子敏雄） 

終章 恵みも禍いも――豊かに生きるため

の環境倫理（鬼頭秀一）     以上。 
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