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1.　序

ドイツ・ロマン主義の詩人ノヴァーリス（Fried-

rich von Hardenberg, 1772-1801）は，1797年暮れ
から 1799年春頃まで，当時世界最先端の自然科
学研究が行われていたフライベルク鉱山アカデ
ミーで鉱物学，岩石学，化学，数学などを学ぶ。
同時期に彼は自然科学研究の成果としての小説断
片『ザイスの弟子たち』（執筆 1798-1799）を執
筆する。同作品においてノヴァーリスは，人間と
自然の関係の歴史を三段階に分けて記述してい
る。第一段階は，人間と自然が一体となっていた
「古代の素朴な自然状態」（I, 83），続いて，自然
を客体化することによって自然と人間が分裂して
しまった「暗黒の時代」（I, 86），そして「古代の
黄金時代」（ebd.）への，より高い次元での回帰
である2。作品中の，擬人化された「幾千もの自
然物」による「奇跡に満ちた会話」では，人間の
自然観の三段階の変遷が明確に語られる :

「ああ，人間が［...］自然の内なる音楽を理解し，
外的調和のための感覚を持っていれば良いのだ
が。だが人間は，自然と人間が一体であり，互
いになくてはならないものだということをほと
んどわかっていない。［...］もし人間が我々と
親しく交わり，我々の大いなる絆の中に入るな
らば，どんなに幸福なことだろう。人間がいみ
じくも黄金時代と呼んだかつての時のように。
［...］神になろうとする人間の欲望が，人間を
我々から引き離してしまった［...］。いつか人
間は感じることを学ぶだろうか。［...］感覚を

通じて，古き，待ちわびた時代は戻ってくるの
だ。」（I, 95f.）

ノヴァーリスが自然科学を学び，自然への哲学
的洞察を深め，自然と人間との真の共存のあり方
を探ったフライベルクでは，旧東独時代，原子力
エネルギーのためのウラン採掘が行われ，鉱山ア
カデミーを中心に「ウランロビー」が形成され 

た3。1990年まで東ドイツは，ソ連，アメリカ，
カナダに次いで世界第 4位のウラン生産国であっ
た4。旧東独は完全にソ連の干渉のもとに置かれ
ており，ソ連の原子炉開発の「実験の場」であっ
たが，自国の豊富なウラン埋蔵資源を独自の原子
力エネルギー開発に活かそうと試みていた。これ
はソ連に依存しない自国のエネルギー確保の計画
であったにもかかわらず，安全対策はソ連に丸投
げしており，ソ連の安全政策の批判は禁じられて
いた。この試みは，チェルノブイリ原発事故，ベ
ルリンの壁崩壊，ドイツ統一，という一連の流れ
の中で挫折する5。だがこの事実は，高度に発展
した自然科学及び科学技術が，自然と人間の調和
の可能性を探るきっかけとも，取り返しのつかな
い自然破壊，さらには人類の破滅の危険を孕む装
置ともなりうることを端的に示している。本論文
では，ノヴァーリスを中心としたドイツ・ロマン
主義自然哲学の視点から，日独の原発政策，エネ
ルギー政策を吟味し，人文学の立場から東日本大
震災後の復興のあり方を考える試みである。

2.　資本主義経済と原発

国民の安全な生活を犠牲にし，経済を優先した
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旧東ドイツのこの計画は，本来生活を豊かにする
という目的のための手段として経済活動があると
いう前提を破棄し，経済を自己目的化するもので
ある。カール・マルクス（1818-1883）は，生活
の手段であるはずの「貨幣」が「唯一の目的」と
なってしまう「資本主義」は「共産主義」の実現
によって克服されるほかはないと主張した6。し
かしフライベルクの事例は，貨幣の自己目的化が
資本主義社会のみならず共産主義社会でも起こり
うることを示している。マルクス的共産主義の限
界について，日本では児童文学作家として知られ
るミヒャエル・エンデ（1929-1995）は次の様に
解説している :

「マルクスは個々の資本家を，国家という唯一
の資本家でとって代えれば，資本主義が克服で
きると考えたのです。［...］マルクスの最大の
誤りは資本主義を変えようとしなかったことで
す。マルクスがしようとしたのは資本主義を国
家に委託することでした。つまり私たちが過去
の 70年間，双子のようにもっていたのは，民
間資本主義と国家資本主義であり，どちらも資
本主義であって，それ以外のシステムではな
かったのです。社会主義が崩壊した原因はここ
にあるのでしょう」7

エンデは「紙幣」の登場により「貨幣」が「資
本」となり，本来等価代償であるべき貨幣自体が
商品として売買されていることに，資本主義，社
会主義に共通する貨幣経済の根本的問題を見いだ
している8。経済の自己目的化の危険はマルクス
も既に熟知しており，資本主義社会においては「す
べての肉体的・精神的な感覚に代わって，すべて
の感覚を単純に疎外したところになりたつ『所有』
の感覚が成立」9すると述べる。マルクスは「私有
財産」を廃棄することにより「人間のすべての感
覚と特性の全面的解放」10が実現されると説くが，
社会主義国家が財産を管理したとしても，貨幣の
交換物が，もはや五感で知覚できる「商品」では
なく，さらなる利潤という，五感の及ばない「数

字」になってしまった以上，人間は「所有」の感
覚に囚われざるを得ないのである。
ノヴァーリスは最初の引用において，自然と人
間の調和は「感覚」の獲得によって成されると述
べているが，それは自然をデータ化，数字化せず
に五感により知覚することの重要性を説くもので
ある。ノヴァーリスの近代自然科学批判は，感覚
を離れ，自己目的化した近代貨幣経済にも当ては
まるものである。断片集『信仰と愛　あるいは王
と王妃』（1798）においてノヴァーリスは次のよ
うに述べる :

「金と銀は国家の血液である。心臓や頭部の鬱
血は，それぞれの衰弱を示している。心臓は強
ければ強いほど，活発に，惜しみなく血液を各
部に送り出す。四肢は温かく活気づき，勢いよ
く力強く，血液はまた心臓へと戻って行く」（II, 

486）

さらに長編小説『ハインリヒ・フォン・オフター
ディンゲン』（執筆 1800ごろ）ではハインリヒに
出会う商人がこう語る :「貨幣，活動，商品が互
いを生み出し，早いサイクルで回ると，国も街も
栄えるのです。」（I, 206）　金も銀も貨幣も，経済
の循環のための手段であり，その目的は「国家」
という「大いなる人体」（III, 286）の活性化であり，
それは同時に，国家の構成要素としての個人個人
の生活の充実をも意味している。そして貨幣の自
己目的化は「鬱血」と表現されるように，国家の
衰退，そして個人の活動の停滞を招くのである。
『オフターディンゲン』において，ハインリヒ
と出会った坑夫は「金属が商品に変わってしまえ
ば，それは坑夫にとってもうなんの魅力もないの
です。」と語る。坑夫は「あらゆるものを手に入
れるために金属を所有」することを望まず，「地
上で策を弄して人を欺いて金属を得ようと」（I, 

244）することもない11。ノヴァーリスは鉱山ア
カデミーにおいて当時世界最先端の採鉱技術を学
んでいたが，同時に採掘された金属は所有の目的
そのものではなく，形を変えて世に流通して初め
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て価値を持つことを熟知していた。『政治的アフォ
リスム』（1798）においてノヴァーリスは「思考
や見解のあらゆる倒錯の原因は，目的と手段を取
り違えることである」（II, 499）と述べる。自己
目的化した経済及び科学技術に対する批判は，皮
肉にもノヴァーリス自らが学んだフライベルク鉱
山アカデミーの後の姿にも当て嵌っているのであ
る。
佐藤嘉幸・田口卓臣は『脱原発の哲学』（2016）

において，資本そのものが自己目的化する資本主
義システムにおいて，技術もまた自己目的化した
結果，原発が登場したという見解に立っている :

「資本主義のシステムは，普段の利益の自己増
殖運動を引き起こすことで，その増殖運動の内
側に技術革新の過程を巻き込んでいく。この結
果，理性的な統御を離れた形で『技術の自己生
成的展開』が進み，目的と手段の転倒 ─ すな
わち，人間にとって単なる手段である技術が自
己目的化すること ─ が恒常化することになる。
そもそも，核兵器のために開発された核分裂連
鎖反応という人間的生にとって極めて危険な技
術を，原子力発電として民生転用すること自体，
『技術の自己生成的展開』，つまり目的と手段の
転倒の『範例』に他ならない。」12

そもそも「電気」は「生活」の手段であり，生
活を犠牲にする危険を冒してまで電気を得ようと
することは本末転倒である。また，原発そのもの
も「発電」という本来の目的から離れ「再処理」
つまり「プルトニウム生産」13の手段と化してし
まっている。「核燃料サイクル」という言葉自体
が既に，核燃料の自己目的化を示しているのであ
る。

3.　原子力発電と核兵器

さらに佐藤・田口（2016）は，原子力発電と核
兵器の等価性を指摘する。原子炉とはもともと原
子爆弾の原料であるプルトニウムを生産するため
に作られ，それがのちに発電用に民生転用された

ものであり，両者は「核分裂反応」という点にお
いて同じ原理に依拠している14。小出裕章が東日
本大震災以前から指摘する通り，日本では「核」
といえば軍事利用で「原子力」といえば平和利用
であるかのごとく宣伝され，あたかも両者は違う
ものであるかのごとく扱われてきた。だが両者は
当然同一のものを指す言葉であり，実際には「平
時」利用と「戦時」利用の差があるのみである15。
原子力発電黎明期においては西ドイツでも用語
の差別化が行われた。国民の大部分の中では当初
「原子力」は発電所ではなく，爆弾と結びつけて
連想されていた。まず専門家の間で，徐々に「原
子力（Atom）エネルギー」という語に代わって
厳格に「核（Kern）」という語だけを使って話し
合うという用語のルールができた16。正確に言う
と，分裂反応を起こすのは「原子核」であって「原
子」全体ではない。そのため現在では発電所に対
して正式には「核」が用いられ，「原子」は俗語
として使われており，両者に平和利用と軍事利用
という意味的差異は見られない17。ただし開発当
初においては明らかに「原子力爆弾」のイメージ
を払拭するために意図的に「核」という用語が用
いられたと見られる。現在において意味の差異が
希薄になっているのは，「核」も「原子」も，平
時利用であれ戦時利用であれ，ポジティヴなイ
メージをもはや持ち得ないからであるとも考えら
れる。
奇妙なことに「核」と「原子」の用法は日本と
ドイツで逆になっているが，両者共に同一のもの
を別の名称で呼ぶことで一方を無毒化，無害化し
ている点では同じである。だが本質が同じである
以上，差別化は事実上不可能である。1954年の
段階で既に，後に原子力産業誌の編集長となる
ヴォルフガング・D・ミュラーはこう断言してい
る :「原子爆弾も［...］その本質からすれば一つ
の原子炉なのだ」18。原子力産業を興隆させるべ
き立場にあるミュラーのこの発言は恐らく「原子
爆弾も平和利用すれば原子炉になるのだ」という
意味に解釈される。だがこの発言は逆もまた真で
あるということを見落としてはならない。これは
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当然，おそらくミュラーの意図に反して「原子炉
もその本質からすれば一つの原子爆弾である」と
いうことをも含意しているのである。
原子炉のプルトニウムを核兵器に転用せずと

も，歴史上実際に原子炉は原子爆弾と同様の大量
破壊兵器として機能している。チェルノブイリ原
発事故では，がん以外も含めた多様な死因による
死者数が 98万 5千人と見積もられており，福島
県では 2013年 3月の時点で，約 15.4万人の人々
が他の土地への避難を迫られた。福島第一原発か
らのセシウム 137の放出量は広島型原爆の 168.5

個分にあたり，チェルノブイリにおいては福島の
5倍にあたる19。「平時利用」と「戦時利用」の区
別もまた，一瞬で崩壊してしまうのである。自己
目的化し，人類滅亡の危険を内包した技術が行き
着く先は，破滅以外にありえないのである。

4.　福島原発事故後のドイツと日本

ラートカウ，ハーン（2015）の言葉を借りれば
「チェルノブイリと福島の事故が，原子力産業の
没落を実質的に確定した」20。ドイツにおいては
2011年 6月 30日，連邦議会が圧倒的多数で原子
力法の改正に賛成し，稼働中の 9原発も 2022年
まで順次に運転停止する決定がなされた21。日本
でも福島原発事故後，民主党政権下において，
2040年までの原発撤退計画が提言された。とこ
ろが 2014年，安倍政権は撤退からの撤退を決め，
原発の再稼動を支持すると告げた22。ここから，
ドイツと日本のエネルギー政策は大きく分かれる
ことになる。

2011年の時点でドイツでは総電力の 20%を再
生可能エネルギーで賄った。日本では 2013年時
点で 10.7%である。ただし水力発電を除くと日
本は 2.2%のみ，ドイツは 17%である23。この差
はドイツ・日本両国の長期計画においては拡がる
一方となっている。ドイツ政府は 2020年までに
総電力の 40%，2050年までには 80%の総電力を
再生可能エネルギーで賄うことを目標としてい 

る24。一方，2015年 6月，日本の環境庁が提示し
たエネルギー政策は，2030年に再生可能エネル

ギー，原子力共に総電力の約 20%というもので
あった25。また，CO2の削減目標は，ドイツは
2030年までに 1990年比で 55%，2050年までに
80%26であるが，日本は 2030年までに 2013年比
26%の削減目標を立てている27。
日本の再生可能エネルギー普及の見通しがドイ
ツと比較して暗いのは，日本の資源の乏しさに起
因するものではない。ルートヴィヒスハーフェン
専門大学東アジア研究所の調査によると，日本で
再生可能エネルギーの普及が進まない要因は，10

の電力会社が 98%の電力を扱っており，送電分
離が進まないこと，周波数が 50ヘルツと 60ヘル
ツに分かれていること，といったシステム上の問
題が障壁となっていることである。また同調査は，
日本が潜在的に大部分の電力を再生可能エネル
ギーでまかなえる資源を持っていると結論付けて
いる。日本はアメリカ，インドネシアに次いで世
界三位の地熱エネルギーを保有していること，干
潮，満潮の水位の差を利用した潮力発電が日本で
は未開発であり，今後の導入が期待されること，
風力が比較的安定している洋上風力発電の開発が
今後見込まれていることなどがその理由であ 

る28。佐藤・田口（2016）に至っては，環境省のデー
タをもとにした試算に基づいて「日本はそもそも
風力発電だけで全エネルギー消費をまかなうこと
ができるほど，再生可能エネルギーのポテンシャ
ルを持っている」29と論じている。
ドイツで福島原発事故後，一気に原発からの撤
退に踏み切ることができた大きな理由の一つは，
市民の意識の高さであると言える。田口理穂
（2015）によると，ドイツにおいては 100年以上
前から，送電線や地域暖房を市民組合が運営して
おり，再生可能エネルギーには市民参加が多く，
特にエネルギー協同組合に関わる 9割が一般市民
である国は他にない30。
また，市民の参加に伴い，自治体ごとの取り組
みもさかんである。ニーダーザクセン州では，ド
イツ全体よりも 30年早く，2020年には再生可能
エネルギー 80%を達成する目標を立てており，
州都ハノーファーでは 2050年までに CO2を 95%



79高橋　優 : ドイツ・ロマン主義自然哲学から見た東日本大震災後の日独環境・エネルギー政策比較

削減，エネルギー消費を 50%削減，地元の再生
可能エネルギーで 100%の電力を賄うという目標
を立てている31。『新エネルギー　再生可能エネ
ルギーマガジン』の 2014年 5月の報告によると，
シュレスヴィヒ・ホルシュタイン州は同年にも再
生可能エネルギーで 100%の電力を賄うことに成
功し，2025年には供給量は 3倍になると見込ま
れている32。ラインラント・プファルツ州，ブラ
ンデンブルク州，テューリンゲン州も 2030年ま
でには 100%エコ電力の達成を目指している33。

5.　現代に蘇るロマン主義自然哲学

熊谷徹（2012）は，自然を愛好し，環境保護に
強い関心を示し，エコ電力を好むドイツ人の国民
性を「環境ロマン主義」と呼んでおり，その上で
「原子力と化石燃料からの脱却をめざすエネル
ギー革命は，エコロジーという政治的なイデオロ
ギーに基づくものであり，経済的な理由によるも
のではない」とドイツのエネルギー政策転換を説
明している34。
新聞 Die Zeit 紙の別冊 Geschichte シリーズ，

2016年第 1号の特集は『自然の発見　緑化思想  

─ フンボルトから今日まで』というものであっ
た。同誌では，探検家であり博物学者のアレクサ
ンダー・フォン・フンボルト（1759-1859）の時
代からの自然観が概観されており，自然保護思想
が 200年前からドイツに根付いていることが示さ
れている。その中で，ロマン主義の代表的自然哲
学者で，ノヴァーリスとも親交のあったフリード
リヒ・ヴィルヘルム・シェリング（1775-1854）
の思想が次のように紹介されている :

「シェリングは『自然』を『主体［人間-Y.T.］』
と同じく生産的であると考えた。［...］生産的で，
有機的全体として構想された自然の中に，現実
の原理がそもそも『見てとる』ことができねば
ならない。今日でも『有機的』であり『全体的』
であることは『自然』のポジティヴな形容とみ
なされている。我々は実際のところ『自然その
もの』やその『秩序』を目にすることはできな

い。［...］我々は全体を決して見ることはでき
ない。見るのはいつも部分だけである」35

シェリングは我々が実際に目にする自然界の
個々の事象の背後にある大きな全体を見なければ
正しく自然を理解することはできないと主張す
る。また，自然を人間と同様に生産的で有機的と
考えている点で，人間と自然が等価値であり，元
は一つの全体であったというノヴァーリスの自然
観とも共通点を持っている。ドイツでは 1835年
に最初の鉄道が走り，文字通り資本主義と産業化
の担い手となる36。ロマン主義的な自然への畏敬，
憧憬は，産業革命が本格化する中で失われてしま
うが，資本主義と科学技術が行き詰まりを迎えた
今日，再び見直されるべき時期が来ているのであ
る。
ロマン主義が提示している一つの重要な視点
は，自然状態としての子供の発見である。「子供
のいるところに黄金時代がある」（II, 456f.）とノ
ヴァーリスは述べる。また，ノヴァーリスは「教
育のあらゆる段階は幼年期に始まる。それゆえ最
も教育された地上の人間は，かようにも子供に似
ているのだ」（II, 432f.）とも言う。彼の子供観を
冒頭に示した三段階の歴史観に照らし合わせるな
ら，「子供」は自然との無垢な一体感を持ってい
た段階であり，自然からの分離のプロセスを経て
人間はより高次のレベルで自然と共存できねばな
らないのである。また，自然と人間との共存に向
けて教育されるべきなのは人間だけではない。
「我々は一つの使命の途上にある。我々は大地の
教育という天職を与えられているのだ」（II, 

426f.）という言葉にも表れている通り，自然もま
た人間と共に発展して行かなければならないので
ある。それでなければ人間が「有機的全体」とし
ての自然と関わる意味は無くなってしまう。
ロマン主義自然哲学の影響がなお残るドイツに
おいては，子供を対象とした，自然とエネルギー
に対する取り組みに関する教育が積極的に取り入
れられている。ドイツ環境省が東日本大震災前の
2010年に作成した小学生（一年生から四年生）
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用の教材では，石炭，石油，天然ガス，ウランな
どの化石燃料は近い将来採掘し尽くされてしまう
こと，太陽，風，水，バイオマス，地熱などの再
生可能エネルギーは，地球がある限り，太陽が照
り，風が吹き，水が流れる限り存続することが初
めに明記されている。さらにそれぞれの再生可能
エネルギーの特徴が詳細に説明され，児童が自ら
書き込む課題学習的要素も取り込まれている37。
環境教育への取り組みも自治体レベルで盛んに

行われている。ハノーファーでは環境局が「環境
保護とフィットネス」，「エネルギー，再生可能エ
ネルギー，原子力エネルギーに関する実験」，「気
象，気候に関する授業」，「再生可能エネルギー体
験」などのイベントを，児童だけでなく親や教師，
市民に対しても提供している38。1997年に市民が
独自のエネルギー会社を立ち上げた南西ドイツの
人口わずか 2,400人ほどの街，シェーナウ・イム・
シュヴァルツヴァルトでは，児童が責任を持って
自然と関わることを目指し，2013年に「環境小
学校」としての「自然公園小学校」が設立された。
小学校一年次では「農場の動物，地元の果物」，
二年次で「地域の林業，花と植物」，三年次で「治
水，狩猟と漁」，四年次で「電気の獲得」などを
授業の一環として学ぶことになっている39。児童
を対象にした環境教育，エネルギー教育はその場
限りで完結するものではない。児童が学習した内
容は親に共有される。さらには環境意識の高い児
童が親や教育者になったときにさらにその子供，
教え子へと共有されて行くことが見込まれてい
る。二世代，三世代，それ以上のスパンでの教育
システムを構想しなければ，そもそも 2050年の
環境目標を設定すること自体不可能なのである。
もちろん，ドイツの取り組みが全て理想的に進

行しているわけではない。廃炉に向けた最終処分
場建設の目処が全く立っていないことは周知の通
りである40。そればかりではない。環境都市とし
て知られるフライブルク・イム・ブライスガウの
南西わずか 25 kmでは，フランスのフェッセン
ハイム原発が稼働中であり，ドイツと国境を隔て
るライン河の水を使用している。これは当初

2016年に運転停止予定であったが，現在は 2020

年まで延長を決めており，それ以上の延長の可能
性もある。スイスのライプシュタット原発もドイ
ツとの国境沿いに位置し，ライン河に接している。
こちらは目下停止の予定はない。こうした隣国の
原発に対する抗議運動は各地で行われているもの
の，事故が起きたときの対処法に関しての教育は
ほとんど行われていない現状がある41。
また，ドイツの視点からの福島原発事故の検証
は，ドイツの自己批判を招かざるを得なかった。
ドイツとの国境沿いにある周辺国の原発で事故が
発生した場合，欧州連合のレベルでの規則がどう
機能するのか，また，福島第一原発事故に比肩す
るような事故がドイツ国内で発生した際，どのよ
うな措置が取られるのかに関しては，ドイツにお
いても未だ多くの点で結論が出ていない42。だが，
エコロジーというイデオロギーを経済よりも優先
して脱原発へと舵を切ったドイツと，経済を安全
に優先させて原発再稼動に踏み切った日本の差は
大きい。

6.　エネルギー政策と人文科学

ドイツと日本の大きな違いの一つは，哲学的，
倫理的，人文学的視点の有無である。連邦首相の
アンゲラ・メルケルは，福島原発事故後「安全な
エネルギー供給に関する倫理委員会」を招集する。
熊谷徹（2012）によれば，この委員会には原子力
技術の専門家や電力会社の関係者は一人もいな
い。メンバーは社会学者，哲学者，カトリック教
会幹部などである43。原発に関してこの委員会の
出した結論は以下のとおりである :「ドイツ国内
の原子力からのリスクを将来的に取り除くために
は，脱原発が必要であり，また推奨される。脱原
発は，リスクのより少ない代替手段があるので，
可能である」44。委員会はさらに，自らの「倫理
的立場」を明確に示す :

「問われているのは，人間の自然との付き合い，
すなわち社会と自然の関係に関する問いであ
る。キリスト教の伝統とヨーロッパ文化から
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は，自然に対する一つの特別な，人間の義務が
導き出される。自然に対する人間の生態学的責
任は，環境を保存・保護し，環境を自分たちの
目的のために破壊することなく，有用性を高め，
未来における生活条件の保障の見通しを保持す
ることを目指すものである。」45

結果的にメルケルは倫理委員会の決定に従い，
脱原発に踏み切ることになる。これはまさしく，
ロマン主義の時代からの自然哲学が現代に受け継
がれ，政策決定にまで影響を及ぼしていることを
表している。シェリングは 1797年『自然哲学の
理念』において「自然は可視的精神であり，精神
は不可視的自然である」46として，両者が分け隔
たれず一つの全体として捉えられねばならないと
主張している。ロマン主義を代表する自然科学者
であり，ノヴァーリスやシェリングとも直接交流
のあった J.W.リッター（1776-1810）もまた「動物，
植物，鉱物，岩石の違いはどこにあるというのか。
全ては大いなる

4 4 4 4

生命の総体，すなわち自然
4 4

の一部
なのではないだろうか。［傍点は原著者による強
調を示す ─ Y.T.］」47と述べ，自然と人間が分け隔
てられるものではないことを強調している。ノ
ヴァーリスにとっても「自然」は「我々の精神の
百科全書的，体系的な索引あるいは設計図」（II, 

583）であり，「世界」は「大いなる人体」（III, 

286）とみなされる。自然科学と人文科学の目指
すものは同一であり，それゆえ「全ての科学

4 4 4 4 4

」は
「一つ

4 4

」（III， 356）なのである。

7.　結　　　語

日本の高等教育機関にとっては今後，エネル
ギー政策，環境問題， そして特に福島の場合， 復
興プログラムを考える人材を育成することが急務
にして持続的な課題となる。その際， 自然科学・
人文科学の区別なく， 多角的な視点が必要不可欠
である。防災学，環境学， 地質学などはもちろん
のこと，教育政策，哲学，倫理学といった，いわ
ゆる「文系」の学問もまた復興に関する議論に取
り組まねばならない。人文科学の視点から， ドイ

ツ・ロマン主義の自然哲学を手掛かりに原発問題
を論じた本論はその一例である。その意味におい
て 2015年 6月 8日の文部科学大臣通知「国立大
学法人等の組織及び業務全般の見直しについて」
に示された以下の方針は，実利性だけを重視し，
哲学，倫理的視点を欠いたものであると言わざる
を得ない :

「特に教員養成系学部・大学院，人文社会科学
系学部・大学院については，18歳人口の減少
や人材需要，教育研究水準の確保，国立大学と
しての役割等を踏まえた組織見直し計画を策定
し，組織の廃止や社会的要請の高い分野への 

転換に積極的に取り組むよう努めることとす 

る。」48

この方針は，人文科学研究者の発言を奪うと共
に，人文科学的視点を備えた教育者の養成の可能
性を閉じるものである。哲学を軽視して科学技術
を絶対視するエネルギー政策の結果は，チェルノ
ブイリ，福島の事故を通じて明らかになった。今
こそ，真の意味での文理融合の復興学を立ち上げ
るべき時なのである。
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Ein Vergleich der Umwelt- und Energiepolitiken in Deutschland und in 

Japan aus der Sicht der romantischen Naturphilosophie

TAKAHASHI Yu

An der Freiberger Bergakademie studierte der romantische Dichter und Philosoph Novalis (Friedrich 

von Hardenberg, 1772-1801) Naturwissenschaften wie Bergbauwesen, Mineralogie, Chemie und Mathematik.　
Während des Studiums stellte er fest, dass Natur und Mensch von demselben Ursprung sind und er ver-

suchte, Geistes- und Naturwissenschaften zusammenzubringen.　In Freiberg, wo Novalis seine naturphiloso-

phischen Gedanken vertiefte, wurde später in der DDR-Zeit Uran für Atomenergie gefördert und an der Ber-

gakademie wurde eine sogenannte „Uranlobby“ gegründet.　Diese Tatsache zeigt, dass eine hochentwickelte 

Technologie bald zum Gedanken über das Zusammenleben von Mensch und Natur führt, bald aber auch zur 

Vernichtungsanlage für Mensch und Natur werden kann.

Sowohl in einer kapitalistischen, als auch in einer kommunistischen Gesellschaft geschah in der Ge-

schichte eine Verwechselung von Mittel und Zweck in der Form, dass das Kapital selbst zum Zweck wird und 

dass dabei das Menschenleben als Mittel geopfert wird, was letztlich dazu führt, dass die Technologie zum 

Selbstzweck wird und dass sie dann das Leben vernichtet.　Ein treffendes Beispiel ist, dass Kernreaktoren, 

die ursprünglich für die Herstellung von Plutonium für Atombomben gebaut wurden, für die Herstellung von 

Elektrizität eingesetzt wurden.

Nach dem Atomunfall von Fukushima hat sich die deutsche Regierung sofort entschlossen, bis 2022 alle 

Kernkraftwerke stillzulegen, während die japanische Regierung 2014 den „Ausstieg vom Ausstieg“ beschloss.　
Der Grund dieses Unterschieds liegt nicht darin, dass Japan im Vergleich zu Deutschland weniger natürliche 

Ressourcen hätte, sondern eher darin, dass die Bürger in Deutschland viel umweltbewusster sind als in Japan.　
Eine These in der vorliegenden Arbeit ist, dass hinter der deutschen Umweltbewusstheit die romantische 

Idee von einem Zusammenleben von Mensch und Natur liegt.　Das zeigt sich deutlich im Bericht der Ethik-

kommission „Sichere Energieversorgung“ : „Es geht um die Frage des Umgangs der Menschen mit der Na-

tur bzw.　der Beziehung der Gesellschaft und der Natur“.　
Die vorliegende Arbeit will zeigen, dass beim Wiederaufbau Fukushimas und Japans solch eine ethische 

Dimension unerlässlich ist und dass die romantische Naturphilosophie ein Ansatzpunkt dafür werden kann.　
Für den Wiederaufbau müssen nicht nur Fachspezialisten für Technologie herangezogen werden, sondern 

auch Menschen, die einen festen ethischen Standpunkt haben.　Folglich müssen sich sowohl Naturwissen-

schaftler als auch Geisteswissenschaftler gemeinsam am Erziehungsprozess beteiligen, wie Novalis 

sagt : „Alle W[issenschaft] ist Eine“.


