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経済学研究 48-3

北海 道大 学 1999.1

文化と経済

田中慎一

(1) 文化

丈化というものの本質的意味を聞い，考えて

いく。この，耳慣れし手垢にまみれているとす

ら言ってよいであろう「文化」とはそもそも何

か。平凡な聞いであって，まことにはじめにこ

とばありきである。「文化」の本質的意味など

あるのか，あるとすればそれはどのように定義

できるのか，という聞い自体が一つの問題であ

るのだろう。ところが，言葉の問題なら辞典を

引けば済むとの意見がでるにちがいない。確か

にそれで、解決することがほとんどであろう。だ

が今それで事足りるとしない。「文化」を引く

と辞典が異なるにしたがって，その語義の数は

三つ，あるいは四つ，あるいは二つであったり

するし 1) また同じ意味の語義のはずでありな

がら，その説明には微妙な違いがあったりす

1 )余計なことかもしれないが念のために，わりと広く

知られている国語辞典として例えば『広辞苑 第四

版j(A)， r改訂新潮国語辞典j(B)， r日本国語

大辞典j(C)， r岩波国語辞典 第三版j(D)で「文

化」を引き，そこにでてくる複数の語義(Aは三つ，
Bは四つ， Cは四つ， Dは二つの諾義をあげている)

を総合すると次の五つの意味になるようである。①

文徳(文治)教化。②文明開化。③英語cult町 eもし

くはドイツ語Kulturに由来。④西洋風や新式。⑤学

問の進歩。以上の五つのうち，⑤はBだけにあり，

①はDにでてこない。 Bが⑤をあげているのはユニ

ークであるが，⑤は③の一小分類とみなすこともで

きょう。 Dが①をださないのは，①が古代中国語か

らの本来の意味であるが現代ではほとんど使われな

くなっている事情を反映しているのであろう。元祖

が落とされてしまった例である。

る2)。つまり辞典によっては欠落させられてい

る語義もあれば，逆に新しく付け加えられてい

る語義があったりすることになる。或る言葉の

語義には時代に応じて加除がなされたり，同じ

語義の説明にも変化が生ずる，ほんの一例が「文

2 )前註の③の意味を， Aはc叫tureに由来するものとし

て説明するが， B はKultudこ由来する哲学用語とし

て説明している。③の意味がヨーロッパ言語に由来

するものとしつつも，それをAは英語から， Bはド

イツ語から説明しようとするわけで，しかも Bは哲

学的なものとみなしていることになる。このように

AとBでは英・独に分かれているが，元らしきもの

をさぐると，次の今や古典的なものに行きつくので

はあるまいか 「文化 (一)武力，刑罰ナドヲ用

ヰズニ，教化スルコト。(中略)(斗〔独逸語， Kultur. 

英語， Culture. ノ訳語〕自然ヲ純化シ，理想、ヲ実現

セムトスル人生ノ過程。即チ，人間ガ自然ヲ征服支

配シテ，本来，具有スル究極ノ理想、ヲ実現完成セム

トスル過程ノ総称。カカル過程ノ産物ハ，学問，芸

術，道徳，宗教，法律，経済ナド是レナリ o国俗ニ，

西洋風ナルコト。又，新シガルコト。「文化住宅」

文化村」文化的設備JJ (大槻文彦『大言海』第4巻，

冨山房， 1935年， 230頁)ここには「経済Jも文化

であるとされており，注目してよいであろう。なお，

前註の②の意味はこの『大言海』にでていない。も

っとも，引用文中の同が②の意味をも含むと解され

なくもないが。②はcivilizationの訳語とも解される

が(鎌田正・米山寅太郎『大漢語林』大修館， 1992 
年， 628頁)， r大言海』はヨーロッパ言語の訳語と

しての文化の意味がculture，Kulturとは別にciviliza-

tionにもあることをはっきりとはみとめなかったこ

とになる。文化の語源としてヨーロッパ言語として

はculture，Kulturであって， civilizationには否定的だ

ったのか。おそらく文化と文明の違いが強く意識さ

れたのであろう。とすれば，文化の意味として核心

的なものとして残るのは③になるのではあるまい

か。それは西洋のなかにある或る言葉の意味の日

本への導入という問題を含む。因に「人生すべてチ

ャンスに乗ずるのは，げびた事である。jとの庭訓

を残した太宰治の翻訳言葉「文化」に対する態度(嫌
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化」にもあるわけで，それ自体は死物である言 めていき，達しえた自然的生存からの離脱の距

葉にも時代的にみると生きもののごとき側面が 離は様々である。この離脱を例えば物理的な方

あることになる。

文化をもっとも平易に一つだけ定義づけする

とすれば，抜け出ること，もしくは，抜け出て

変わっていくこと，ではあるまいか。無論これ

は辞典になく，わたくしに，文化という言葉に

一つの意味を付け加えようとしているのであ

る3)。そしてさらに，これを本義とし，辞典に

列記されている複数の語義はこれからの転義と

みなしてよいくらいとさえ思っている。無謀で

あるとの批難は十分承知のうえで，仮に文化の

本質的意味を一つ確定できるとすれば，これが

有力なものになるのではないかと考えるからで

ある。すなわち根本に直行して文化を再定義す

る試みであるが，既存の複数の語義を無視して

いるわけでは勿論ない。むしろ，それらがパラ

パラにならぬよう，この再定義によって束ねた

いと考えるのである。

さて，では，なにから抜け出るかというと，

自然的生存から，である。自然的生存とは，自

然の一部，自然に埋没した存在，である O すべ

ての動植物はそうなっていたし，今でもほとん

どがそうなっているが，人間だけがこの状態か

ら抜け出した 4)。このように自然から脱出を始

悪と利用)はおもしろい。(筑摩書房版全集8，1956 

年， 254-255頁)

3 )ウェーバー(Weber，Max 1864-1920)による次のご

とき論述を参考にした rT文化」なるものはす

べて，自然的生活の有機体的循環から人間が抜け出

ていくことであって，そして，まさしくそうである

がゆえに，一歩一歩とますます破滅的な意味喪失へ

と導かれていく。J(ウェーパー「世界宗教の経済倫

理 中間考察J1920年，大塚久雄・生松敬三訳『宗

教社会学論選』みすず書房， 1972年，所収， 158頁)

4)前註のウェーパーによる論述のほか，へーゲル(He-

gel，Georg Wilhelm Friedrich 1770 -1831) による

次のごとき論述が参考になる一一「獣の体からニヨ

ツキリ出ている人間の頭は，自然的なものからの脱

出を始め，自然的なものを引きちぎって，すでにい

くらか自由になって辺りを眺め廻している精神を表

わしているが，しかしその精神はまだ全くはその縄

目〔束縛〕を抜けきることにはなっていない。J(ヘ

面でみれば，高速ジェット機などはその最先端

をいくもので，文字通り舞い上がり，離脱をあ

たかも無限的にするのである。

抜け出るという，この離脱の距離には長短い

ろいろあるなかで，ついに飛ぶようになった。

しかも大量に，猛スピードで移動する。かつて

飛ぶのは神的なことであった。王の先祖を鳥と

想像した古代神話がわりとある。元祖は卵から

生まれたとする伝説である。こうした古代人か

らすれば，航空技術の高度な発展をとげた現代

人は神的な存在になるだろう。文化発展の高度

・低度はこの離脱の距離の長短に対応するだろ

う。その高度が文化価値の高度と即応しないと

しても。個体としても種としても脱皮5)を重ね

て比較的短時間のうちに変貌をとげつつ人聞は

賢くなってきた。そのため，人間はどこまでも

賢くなれるとする見方6)もでてくるのである

が，しかし賢いといっても必ずしもWlseである

とはかぎらず， clever (悪賢い)やsmart(他に

まさるための抜け目なさ)であったりするわけ

で，競争原理が大きく作動するようになった現

代社会にあっては，こちらの方が賢い中味とみ

なされがちであろう。

なお，漢字の「丈」の原義は人の死であり 7)

ーゲル「歴史哲学講義J1822-1831年，武市健人訳

『歴史哲学J上巻，岩波書庖版全集10，1954年，277頁)

5)インドの『スッタニパータj(Su仕a-nipata)(パーリ

語で書かれ，西紀前268-232(アショーカ王)以前

に成立， r経の集成」の意〕の冒頭部分には「旧い

皮を脱皮して捨てるようなものである。」というフ

レーズが17回くりかえされている。(中村元訳『ブ

ツダのことば』岩波文庫， 1958年)

6) r人は動物だが賢い動物である。考へてどこ迄も其

社会を改造して行ける動物である。神を懐ひ死後を

信じ得る動物である。さうして其以外の何物でも無

い。J(柳田国男「民間伝承論J1934年， r定本柳田

国男集』第25巻，筑摩書房，所収， 348頁)

7)1文は祭事に文祖・文考・文母のように先人に冠し

ていう語で，文とは死者のいわば聖記号である。J
(白川静『字統』平凡社， 1984年， 759頁)
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(したがって世代交替を意味することにもなろ

う)， I化」の原義は変わることであるから 8)

「文化jなるものを，あたかも抜け出て変わっ

ていくことである，これを文化の本質的意味と

してよいのではないかとする私見は漢字の原義

の合成と親和的なものである。

( 2 ) 経済

さて，この脱ぎすてられた皮ともいえる文化

産物 9)は様々な領域にわたる。この文化領域は

人間の生(liた)の営みの諸領域となって展開し，

それぞれ社会現象をとる。文化諸領域には経済，

政治，戦争，言語，法，行政，教育，道徳，技術，思

想、，学問，芸術，宗教など様々ある 10)。このうち

疑問もでそうな戦争も文化であって，戦争は人

聞が生きるか死ぬかであり，時には国家のみな

らず民族そのものが滅び、ることすらあるから，

その時代の最高の技術が駆使されるし，また戦

争を契機に技術の飛躍的発展がなしとげられや

すいI九比較的短期間のうちに，ほとんどあらゆ

8) I化去の義よりして変化・化育などの義が生れる。」

(向上書， 70頁)

9) I自由に大地から生ずるのはNaturprodukt(自然産

物)であり，人聞が耕作播種したときに田畑の産す

るのはKulturprodukt(文化産物)である。これに

従へば，自然はひとりでに発生したもの・「生れた

ものJ及びおのれ自らの「成長jに任せられたもの

の総体である。文化は，価値を認められたもろもろ

の目的に従って行動する人間によって直接に生産さ

れたもの，或ひは(もしそれが既に存在しているな

らば)少くともそれに附著せる価値のゆえにわざわ

ざ養護されたものとして，自然に対立する。j(ハイ

ンリヒ・リッケルト『文化科学と自然科学』原著初

版1898年，改訂増補第7版1926年，佐竹哲雄・豊川

昇訳，岩波文庫， 1939年， 48頁)

10)ウェーパー「宗教社会学論集序言j(1920年)，前

掲邦訳『宗教社会学論選』所収， 22頁。

11)ラスキン (Ruskin，Jo加 1819~1900) はその著『野

の椴携の王冠』で戦争の価値を次のように述べてい

るという一一「戦争はあらゆる技術の基礎であると

私の言う時，それは同時に人間のあらゆる高き徳と

能力の基礎であることを意味しているのである。こ

る文化領域が動員されるか巻き込まれるという

意味で総合的な文化領域という性格を帯ぴやす

いからこそ，その影響力も甚大となる。

ところで，文化諸領域はそれぞれに応じた物

質的諸財を必要とする。思想ω(或る事柄が過

去どうであったか，現在どうであるか，未来ど

うなるかを体系的に説明しようとするもの)の

至高形態である宗教ω(人聞は前世どうであっ

たか，現世どうであるか，来世どうなるかを宇

宙論的に説明しようとするもの)においです

ら，その現実的展開のためには物質的諸財がい

る。一見すると宗教と同じように非実用的なが

ら高度な精神的丈化産物たる芸術にあっても物

質的諸財なしにはやっていけない。したがっ

て，あらゆる文化諸領域が支えられているとこ

ろの物質的諸財，これを供給していく(生産・

分配・流通・消費の諸過程をとる)という営み

が人間にあるわけで，この営みを合理的にやっ

ていく形態凶(それぞれの物的獲得手段に媒介

されて生産・分配・流通・消費の各行程と行程間

の発見は私にとりて頗る奇異であり，かつ頗る怖ろ

しいのであるが，しかしそれがまったく否定し難き

事実であることを私は知った。簡単に言えば，すべ

ての偉大なる国民は，彼らの言の真理と思想の力と

を戦争において学んだこと，戦争においてi函養せら

れ平和によって浪費せられたこと，戦争によって教

えられ平和によって欺かれたこと，戦争によって訓

練せられ平和によって裏切られたこと，要するに戦

争の中に生まれ平和の中に死んだのであることを，

私は見いだしたのであるj(新渡戸稲造『武士道J
原著初版1899年，増訂第10版1905年，矢内原忠雄訳，

岩波文庫.1938年.1974年改版.31頁より再引)。

12) I現在の困窮の状態はいったいどうして起ってきた

のか。また，どうしたらわれわれは，そして人々 は，

この状態から逃れ出ることができるだろうか。そう

した「どこからどこへj. あるいは「何から何へ」

という将来への視点を含んで、いるような理念が「思

想」でしょう。j(大塚久雄『社会科学の方法』岩波

新書， 1966年.86-87頁)

13) Iこうしたヴイジョンが未来へさらに伸びて，つい

に来世までがその中に入ってくるような壮大な規模

に達しますと，それが宗教となるj(向上書.88頁)

14)ウェーパー「世界宗教の経済倫理 中間考察j.前

掲邦訳書.155頁。
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物質移転が長期継続的に循環していく形態)が 性の共有関係は夫婦をつなぐだけだが，食の共

経済であるとみなすことができる。 有関係は家族全員の連帯を維持するものとして

それゆえ経済と他の文化領域との関係は，前

者は後者にたいして土台としての意義15)をも

っ。その関係はこれに尽きるのであって，それ

以上でもそれ以下でもない。だから経済が文化

諸領域のなかで最高位を占めるわけではない。

どの文化領域が最も重要であるかはわからない

というしかない。それが決められるとしても，

このことは個々の人聞が有する文化価値にゆだ

ねられているというべきであろう凶。

ただ，経済の特徴は土台として機能するがゆ

えに日常性を色濃く帯ぴる，あるいは日常性そ

のものという点である。日常性なるものが極め

て重要であることは言うまでもあるまい。例え

ば，日常性の端的な具現である衣食住は主に家

族をめぐって展開する。家族，それは特別に緊

密だ(一緒に食事をし，一つ屋根の下にねむ

る)。継続的な人間関係であり，家の内外両面

における運命の共同をもって営まれ，家の外に

対しては連帯性(家共産制の消費共同体である

から経済的にも，肉親の情であるから人格的に

も)，内においては日用品の共産主義的な使用

があるから，成人しでも家の習慣や教育があと

あとまで残って影響し， I心にしっかり刻みこ

まれた幼時の想い出」となる1九

こうした家族をつなぐ二大原理が性と食で，

15) ウェーパー「宗教社会学論集 序言J，前掲邦訳書，23

頁。

16) I殆んどすべての科学が，言語学から生物学にいた

るまで，単に専門的知識たるのみでなく， r世界観』

の製造者たることをも時として要求してきたのであ

る。そして近代の経済的変革の巨大な文化意義と特

に『労働者問題』のすばらしい重大さに圧せられて，

自己批判を忘却した一切の認識のもつ根絶し難い一

元論的傾向がこの途に滑り込んだのは当然であ

る。J(ウェーパー「社会科学的並びに社会政策的認

識の『客観性jJ1904年，富永祐治・立野保男訳『社

会科学方法論』岩波文庫， 1936年， 40頁)

17)ウェーバー『経済と社会j(初版1921年，第4版1956

年)第2部第 9章 I節ー7節(世良晃志郎訳『支配

の社会学』全2冊，創文社， 1960年， 1962年)1， 144 

-148頁。

機能する18)。このことは血縁関係にない他人同

士の連帯をつくるばあいでも妥当する。例え

ば，王は，最も信頼できる従者を食卓仲間とし

(食卓仲間の従者制1吋，これが貴族の萌芽に

なるやもしれず，また官僚制を形成していくこ

ともあったらしい則。

家族とは恒常的な食卓仲間と把握できるほど

である。そして，この家族に象徴されるような

日常性こそはあらゆる思想がためされる場であ

る21)。

( 3 ) 農業

そうした経済の基礎になりうるもの，それは

農業である。なぜ，そうなるか。物質的諸財の

うち最も重要なのは食糧であるが，これの安定

的な供給は容易ではない。そもそも，あらゆる

動物は食物確保という重荷(greatburden)を背負

っている22)。安眠をのぞけば動物の主たる活動

は食物獲得行動と性行動である。食と性が根源

的である(食は個体の再生産に，性は種の再生

産に不可欠な絶対条件である)ことは，人間存在

18)石毛直道『食事の文明論j(中公新書， 1982年)57 

頁。

19) ウェーバー『古代農業事情j(1909年)，渡辺金一・

弓削達訳『古代社会経済史』東洋経済新報社， 1959 

年， 59頁， 120頁。

20)前掲邦訳『支配の社会学j1I， 426-427頁。

21) I活字の世界に生きるだけの純粋思想、なら，いくら

でも急進的になれるし，いくらでも破壊的になれ

る。けれども，それが不当に社会を変革する力を持

つためには，それが家庭という場所へ入り込み，そ

こに腰を据えなければならない。すなわち，身も心

も自由な学生でなく，堅気の職場に縛りつけられ妻

子や両親を抱えた現実の人間の心を摘むという実績

を持たねばならない。J(清水幾太郎『本はどう読む

か』講談社現代新書， 1972年， 66-67頁)

22) Lewis Morgan， Ancient Society or Researches in 

the Lines of Human Progress 企om Savagery 

的rough Barbarism ω Civilization ( Chicago ， 

1877)， P.20. 
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にとっても然り。いずれも根源的であるが，食

と性は親しい隣人同士ながら，プライオリテイ

は食の方にある。それは日々生命を支える日常

財そのものである。こうした食糧の意義は，例

えば古代中国語の「人天jやドイツ語のLebens-

mittelといった表現に端的に示されている。

動物の食物確保形態にはFoodgatheringと

Foodbuntingがあり，草食動物は主に前者，肉

食動物は主に後者の形態を，雑食動物は両形態

をとるのであり，人間は雑食動物として太古以

来FoodgatheringとFoodbunting23)にいそしんで

きたが，いずれも食物確保の動揺性大なるをま

ぬがれない。まことに生死紙一重にあたるほど

の負担であって，この重荷をおろすために持て

る時間と体力が惜しまれること無いほどであ

る。

農業はFoodproducingであり，この食糧生産

を始めることで，人間は全動物に宿命づけられ

た食物確保の不安定条件という重圧から解放さ

れる巨歩を踏み出した。 Foodgathering，Food-

huntingからFoodproducingへの転換であるこ

の，新石器革命(Neolithic Revolution)24)と称さ

れる本源的農業革命は人間の個体数が飛躍的に

上昇し始める画期となった。人類史に新紀元を

ひらく農業社会がこうして展開していき，農業

が歴史の起動力となった。

使用価値視点からする物質的諸財の序列にお

いて，食糧は至上的地位を占めるものである。

その食糧を生産する農業が経済の基礎となる。

したがって究極的には農業こそが文化の基底で

ある。こうした関係を語源もよく示している。

Economyの語源で、あるOikonomiaはギリシャ語

で農業を表わしていたし，文化という訳語がつ

けられたCultureの語源である Coloはラテン語

23)道具をもってするFoodhuntingが「裸のヒトニザル」
の決定的契機となったらしい。 (DesmondMorris， 
The Naked Ape， London， 1967. 日高敏隆訳『裸
のサル』角川文庫， 1979年)

24) Gordon Childe， Man Makes Himself， London， 
1936. (ねず・まさし訳『文明の起源』岩波新書全2

冊， 1957年改訂版)上， 111頁。

で耕すという農耕を表わしていた。

たとえれば，農業が根であり，経済が幹であ

り，その他の文化諸領域は枝葉や花であって，

農業は見えない根のような位置になっている。

花のごとき学問や芸術は華やかで目立ちやすい

から，文化といえばこれのみと誤解されやす

し、。

本源的農業革命はそのご金属器草命却をもた

らすことになり(金属器の製作には専門工人を

必要とするが，専門工人の養成には安定的な食

糧供給を可能にした農業の成立が先行せざるを

えない出))，また都市文明成立の前提条件とな

ったが，集中的な都市文明の対極的位置にある

散在的な農業は見えにくく，時としてその基底

的意義は等閑視されるか，忘却されすらする。

さて，農業が経済の基礎であるのは使用価値

視点からする物質的諸財の序列に占める食糧の

地位からのみ根拠づけられるのではない。こう

した使用価値体系からだけでなく，物質循環体

系からいっても，農業は経済の基礎なのであ

る。農業の世界というものは一一ーなぜ，それが

経済の基礎であり，基礎であるということは最

高に合理化された形態であるということだが，

それが意味するところはーーその生産が有機的

生命体(栽培植物である作物と飼育動物である

家畜)を対象とするがゆえに有機的拘束をうけ

るが，またそれゆえにいわば半永久的な有機的

循環をとることができるからである。

これと対眠的なのが鉱物資源にもとづく鉱工

業である。こちらのばあい対象は無機物である

から無機的無拘束であって，比較的短期間のう

ちに急激に産出量を伸ばすことが出来る 27)。そ

の経済過程で必要なエネルギーを化石燃料とし

て，まず石炭(薪や木炭を第 1の火とすれば，

25)向上訳書，上， 132頁，下， 1チー30頁。
26)佐原真「農業の開始と階級社会の形成J(r岩波講座

日本歴史j 1， 1975年，所収)115頁。
27)ウェーパー『経済史j(1923年)，黒正巌・青山秀夫

訳『一般社会経済史要論』全2冊，岩波書庖， 1954 

年， 1960年，下巻， 157-159頁。
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これは第 2の火)，ついで石油(第 3の火)を 神教が誕生する(例えば，古代ユダヤ教ベそ

蕩尽しつつあるが，掘りつくしてしまえば終末

がおとずれざるをえない。化石燃料の再生産は

出来ないのであり， I地下埋蔵物の掠奪的採鉱

はその時間的限界をもたざるをえない田)oJか

らである。そのため，ついに第4の火(原子力)

に手を染めるに至った四)。

さて，人聞が自然的生存から抜け出したのは

人間単独ではない。同伴者がいた。栽培植物と

飼育動物である。種としては生物界のごく一部

にすぎぬこれらの生物と一緒に，人間は抜け出

ていった。これらの特殊な有機的生命体は人間

の目的にそって増殖することになる。手段とし

ての作物・家畜である。のち生物資源という見

方がでてきた。その増殖には一個体の増量と総

個体数の増加との両面があり，それを促進する

のが品種改良であって，自然淘汰に代わるに人

工淘汰をもってするのであった。生物資源視さ

れることにもなる(それは人聞をも資源視する

ことと同一傾向にある)一部の有機的生命体の

生殖行為が人間の管理下におかれた。その有機

的生命体のうち人間にとって有用な部分(器

官)が発達し，肥大化することもあり，全体的

バランス維持の野生スタイルにあらざる全体的

バランス喪失の育成スタイルに傾斜していく。

野生種にあらざる栽培種，野生動物にあらざる

家畜が人間の文化産物として展開していく。農

耕文化と家畜文化である。(因に古代ローマの

pecunia 貨幣〕はpecus[家畜〕に由来する。

家畜貨幣である。却))

自然淘汰は造物主がつかさと守っているように

観念されるが，人工淘汰は人間がつかさどる。

とりわけ家畜，ことに晴乳類の生殖行為は人間

のそれと類似的であるから， p甫乳家畜の人工淘

汰は一種の造物主的役割を担う人間をして人間

類似の造物主(一神)を想起させ，一神教の成

立をもたらすこともある。遊牧の民において一

28)向上訳書，下巻， 160頁。
29)小林昇『帰還兵の散歩j(未来社， 1984年)253頁。

れを源流とするキリスト教，そしてイスラム

教)。そこにおいては造物主をー神とするから，

本来的に多神教的にならざるをえない偶像崇拝

は否定される。遊牧の民に宿命的だ、った移動性

それは農耕の民との聞に紛争をひきおこし

やすく多神教的な農耕の民に対抗上必要となる

優越感の精神的支柱如何という問題を含む一ー

は，苛烈ならざるをえぬ一神教を志向すること

になる。また，日常茶飯事と化する家畜の殺生

一一それも生後より慈しみきたった動物，しか

も乳獣として獣乳経済Milchwirtschaft32)の道を

ひらかせ乳晴好Milchgenuss33
)を享受せしめてく

れた晴乳家畜の流血的な生命奪取ーーは，人間

をして共生動物の魂の慰籍と自らの心の救済を

希求させることも至高的なー神を生みだす推進

力となっただろう。そして，晴乳家畜の人工淘

汰は優良と目された雄による一雄多雌的関係

で，雄優位原理が働くから，そこに成立する一

神教は男神的なものとなる。

他方，多様な風土を受容しつつその中に地著

する農耕の民は，その主たる生産物が季節性を

帯びる各種の栽培植物であることから，太陽エ

ネルギーとの関係が直接的となるため，太陽

(天)を頂点とする多元的な自然崇拝が根底に

ある多神教をとりやすく，しかも作物の豊穣願

望から女神崇拝も是とする傾向をとる。たしか

に「農民たちは，その経済生活全体がそうであ

るように，とくに自然に繋縛され，自然の威力

30)ルクセンブルク「経済学講義J(1907-1912年)，岡

崎次郎・時永淑訳『経済学入門』岩波文庫， 1978 
年， 328頁。

31) I本書がもっぱら論究の対象としようとしている小

家畜飼育者は，砂漠の総統を飼う牧者と同様に天幕

生活をし，季節的に牧場を交替するときには，…・

遠方の牧場をめざして，あるいは東から西へ，ある

いは北から南へとはるばるかれらの家畜を追いやる

のである。J(ウェーバー『古代ユダヤ教Jl917-1919
年，内田芳明訳，みすず書房，合本1985年， 20頁)

32)前掲邦訳『一般社会経済史要論』上巻， 96頁。
33)熊代幸雄『比較農法論j(御茶の水書房，再版1974

年) 4頁。
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に従属しているために，呪術 すなわち自然 が自然から食物を摂取し自然へ排世するという

の力のうえで，または，なかで，力を振ってい

る精霊たちを呪術によって押えつけること，あ

るいは端的に代償を払って神々の好意を買いと

ることーーに親しみやすい。担)Jのである。

( 4 ) 自然

自然とは何か。それは一切の生命の根源であ

るから，いわば生きた衣服を着ており，どうい

う衣服なのかを観察し読みとれるはずの，いわ

ば大きな書物お)である。だから，よく読もうと

しなければならぬ。われわれが目の向かうとこ

ろを高くし，より高いものを目指そうとするな

ら，自然という大きな書物にのぞまねばなら

ず，そこで哲学することも可能だということで

ある。神を事とする宗教とモノ・コトを事とす

る科学との間にあって人聞を事とする哲学なけ

れば多量の知識あるも真理に到るまい。

生物界の淘汰主体は自然だが，人聞は人為淘

汰という自然淘汰と類似のことをやっているか

ら，自然と対等な地位にあるかのように人間は

錯覚することもある。自然征服という表現もで

てきたわけである。それは鉱物資源の大規模な

近代的開発の一表現でもあるのだろう。

しかし人間はあくまで自然の一部にすぎな

い。その一部の位置をしいて詮索しようとする

なら，せいぜ、い自然の真ん中あたりにいて(万

物の霊長)，自然の法則を認識し正しく応用す

るというかぎりで自然を把握せんとする制。

自然の一部であるから人間は他の動物と同様

に，自然との間で物質代謝過程幻)に入る。これ

34)ウェーバー「世界宗教の経済倫理序論J(1920年)，
前掲邦訳『宗教社会学論選』所収， 63頁。

35)ガリレイ『天文対話J(原著1632年，青木靖三訳，
岩波文庫全2冊， 1959年， 1961年)上， 11頁。

36)エンゲルス「猿が人開化するにあたっての労働の役
割J(1876年)，邦訳『マルクス=エンゲルス全集』
第20巻，大月書庖， 1968年，所収， 492頁。

37)マルクス『資本論J，岡崎次郎訳全5冊，大月書
庖， 1968年，第 l分冊， 234頁， 656頁。

摂取・排池過程になるのは全動物が共通してい

る。動物はこの摂取・排祉が直接的で，人間は

間接的になっているが，人聞が人間であるかぎ

りはこの物質代謝過程の原理である摂取・排世

過程を形態変化をともないつつ繰り返さざるを

えない担)。農業が人間の産業として普遍的なも

のにならざるをえないのである。

この農業もそうだが，人間は自然との物質代

謝過程を摂取・排t世過程にとどめることなく，

生産・分配・流通・消費という経済過程に入り

込んだ。その物質代謝過程はだんだん複雑とな

っていく。とくに農業社会から近代鉱工業社会

への転換はその複雑さを深化させた。自然に差

し入れる物的獲得手段は高度化して遂に資源問

題を引きおこし，物的加工手段は変形加工だけ

でなく変質加工すらもたらした。その結果，自

然への還元が至難な物質も増産される。

現代の大量生産・大量消費体制にもとづく産

業廃棄物・生活廃棄物は環境問題を地球的規模

に拡大しつつある。人類絶滅(無救済のまま)を

確信する無神論者エンゲルスの預言者的啓示に

いう「地球上でその最高の精華，思考する精

神田)Jたる人間による物質循環体系の破綻であ

る。こうしたなか，農業が本来的にもつ有機的

循環原理を再認識する必要は日々強まっていか

ざるをえない。類としてナJレキッソスになりつ

つある人間の自惚れもほどほどにしなくてはな

らない。まことに「人聞が最高の存在とせられ

ることから来る帰結は，人聞が却って自分自身

に対して尊敬を払わないということである。な

ぜ、なら，人間はより高い存在の意識をもっとき

にはじめて，人間に真の尊敬を払い得る立場に

到達するものだからである叫。」

38)内田義彦『作品としての社会科学J(岩波書庖， 1981 
年)168頁。

39)エンゲルス『自然の弁証法Jr序論J(1875-1876 
年)，前掲邦訳書，所収， 358頁。

40)へーゲル前掲書， 144-145頁。




