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はじめに
歴史における思想が遂げてきた役割
	
  現在、私たちが生きている世界は、様々な問題で溢れかえっている。グローバル化が進み、
冷戦秩序の中で覆い隠されていた、グローバル・プロブレマティークなどと呼ばれる地球的問
題群が顕在化してきている。環境問題はその最たる例と言えるだろう。しかし、このような事
態は、昨日初めて起こった出来事ではなく、これまでの歴史上で起きてきた問題が蓄積されて
きたものだ。一過性ではない、いわゆるストックとしての問題と言えるだろう。
	
  現代の世界の状態に最も大きな影響を与えた出来事の多くは、産業革命前後、いわゆる近代
と呼ばれる時代に見出すことが出来ると考えられる。以降、多くの変革や運動があり、選択さ
れてこなかった様々なものよりも“ベター”であった、というような形が、現代の世界の現状
だろう。そして、そのような運動の際に選ばれてきた体制には、必ずそれを裏付け、後押しす
る、またはトリガーとなった思想があったはずである。
	
  近代ヨーロッパにおいてホッブズやルソーらによって啓蒙思想が拡大し、理性によって世界
を理解することが社会において正しくて善い行いである、ということに人々は共感を覚えた。
そこには、中世において既にルターによる宗教改革や、デカルトが理性の重要性を説いたり、
コペルニクスをはじめとした科学者達の実験による神の理解などという試みが基盤となってい
たりしていただろう。そのような必然性の流れが、十八世紀に産業革命といった合理性を追い
求めた大きな変革を起こしたのだと考えられる。しかし、人間の手で世界を解明する、という
考えは、世界は神の原理であるという観点から、人間を中心とした世界観へと変容させるもの
であった。科学の発達に伴う生態学や博物学などの発展により自然界を管理・統制することが
できるようになった人間は、神から世界を支配する権利を与えられた存在なのだ、という考え
へと移っていった。経済成長が優先され、資本主義が世界を席巻するようになると、経済の成
長にとって非合理的なこと、つまり自然の保護を外部不経済性と見なし、個人が他人にするよ
うな配慮をしてこなかった。結果として、有害物質や汚染物を垂れ流し、二十世紀中葉以降、
世界的にも流行し、特に日本に顕著だった公害問題やそれによる人体への健康被害といった不
可逆的な問題を生み出すこととなった。そして現在、このような不可逆性を伴った問題は、人
類史に沿うかのように拡大を続け、人間のみならず、地球そのものの持続可能性を脅かす、環
境問題となってきている。
	
  現在の体制は、過去の事象の連続性の上に立っている。近代啓蒙思想によって見出された理
性、そして自由と平等といった基本的な人間の権利を、今に続くまで重要な価値であるという
ことを意識してきた裏付けが、社会主義を否定し、マイノリティの差別をなくして市民権を付
与してきたことだと考えられる。しかし現在、私たちがこれまで行ってきたことが問いたださ
れている。人間は、近代において見出されてきた価値観が揺らぎ始めていることを感じている
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ことは、近年の持続可能性の議論や、”モッタイナイ”運動の広がりなどからも見て取れる。「本
当にこのままでよいのだろうか。」成長することが他の何にも優先して善いことではないのでは
ないか、といった価値観の萌芽を感じる。これまで多くの思想が誕生し、それらが価値観を形
成し、歴史を動かしてきたことは間違いないが、そのいずれもが生み出された時代に適合する
形で選択されてきた。そこに思想の曖昧さが見て取られ、時代が変わっている現代においては
近代思想の適用可能性は衰退し、これまでの価値観を覆すような、移行期の真っ只中にいるこ
とを私は感じている。
	
  前述したように、環境問題は二十一世紀における最も重要なグローバル・プロブレマティー
クの一つであり、ストックとしての問題の最たる例である。もしそうであれば、歴史上起こっ
てきた出来事の背景で動いていた思想や運動の影響を多く受けていると考えられる。歴史を環
境史という切り口から観察してみることで、どのような動きが時代を動かしてきたのかという
ことが理解できると推測される。以上のことを踏まえ、ヨーロッパ、アメリカ、日本において、
一般に近代と言われる時代以降に起きた様々な史実とそれらがもたらした結果までを時代区分
したフレームワークで分析する。その後、日本との比較を行い、環境史と思想の関係性を明ら
かにすることが、本稿の目的である。ヨーロッパ、アメリカ、そして日本という、大いに近代
化した三つの地域において経験されてきた環境の歴史に焦点を当てて分析することで、未来を
生きる私たちが“ベター”な選択ができるような指針を提示することが出来れば幸いである。
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第一章	
  本稿の進め方について
歴史上の出来事と環境史のはじまり
	
  本稿を書くにあたっては、現代の環境問題を深刻化させるきっかけとなった産業革命を経て、
産業・工業社会の時代へと転換する時期を初めとし、それ以降の時代を環境史と思想を考察す
る対象にすることが適当だと考える。なぜならば環境問題と人口の増加及び大移動は切り離す
ことの出来ない問題であり、それは大航海時代を経て新世界を発見する時代、そしてヨーロッ
パにおける農業革命と産業革命から始まっているからである。また、この「発見」という概念
こそ、文明化された「先進国」と、野蛮・未開と称された「後進国」という概念を生んだもの
だと考えられ、環境史と思想を見ていく中で重要な点だと言えるだろう。
	
  さて、環境史とはどのような歴史であったのだろうか。歴史において表面的な結果として表
れてくるものは、事件や制度、法律の制定や判決などがあるだろう。しかし、これらの出来事
の背景には、そこに至るまでに、ある特定の個人から発せられた思想や大衆による運動、もし
くは宗教や政党、マスコミや科学者、企業などが、増幅装置となって突き動かしてきたものが
存在しており、その結果として表れた史実なのである。
	
  これら史実は、思想や運動が原動力となった結果である場合と、史実がそれらに先行する場
合とがあると思う。環境社会学者の松野弘は、思想には三つの側面が考えられると言う。それ
らは、「既存の社会システムを維持していくための「秩序的思想」、そうした体制を打破してい
くための「批判的思想」、さらに、既存の社会体制に変わる、新たな社会構想（例えば、「環境
社会」）を構築していくための「変革的思想（＝創造的思想）」」1のことを指している。例えば、
マルクス＝エンゲルスの『共産党宣言』は、資本家に搾取されてきた個人に対してその事実を
考えさせ、社会主義思想を強めさせたことにより、結果的に自由主義国家が福祉国家体制へ転
ぜざるを得なくさせることとなった。つまり、批判的思想を以て歴史的事実に先行し、歴史を
押し進めている。それに対し、日本が近代化していき、今日の日本が存在するのは、アメリカ
の外圧による開港という出来事が先行しており、国内で自発的に幕藩体制の終焉に向かわせた
のではないと考えられる。事件がその後の社会の物事の考え方に先行している。
	
  本稿の以下、第二章、第三章、第四章において、以上のような考察の手法を参考にしながら、
ヨーロッパ、アメリカ、日本の環境史を分析していく。以下の図 1 は環境史を読み解いていく
上で留意する必要のある考察のフレームワークを図式化したもので、上述の考察の手法を元に
筆者が作成したものである。各時代の特筆的な環境に関する出来事は思想や運動が先行してい
たのか、それとも出来事が思想や運動に先行していたのか、ということを分析し、それらの時
代背景との関連性の中で考察していく。第五章において日米欧の比較を行い、これまで世界の
他の地域に先駆けて環境問題に直面してきたこれらの社会の選択の背景を考察する。そして、

1

松野弘(2009)『環境思想とは何か—環境主義からエコロジズムへ』薩摩書房 p.277
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第六章において人類の形成していくべき環境史の提言を行う。なお、歴史的な出来事や登場す
る年代などは、筆者作成の付録「環境史年表十八世紀〜現代」を参照していただきたい。

①	
  出来事先行型

出来事	
 
•マスコミ、宗教、政
党、企業によるもの
を含む	
 

社会体制に	
 
影響	
 

新たな思想の
萌芽（秩序的・批
判的・変革的）	
 

•イデオロギー含む	
 

社会秩序構成	
 
•維持	
 
•変革	
 

②	
  思想先行型

既存社会体制に
対する思想
（秩序的・批判的・
変革的）	
 

出来事	
 
• 運動、事件、
法、制度等を
含む	
 

社会体制に
影響	
 

6

改変、新たな
社会秩序の構成	
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第二章	
  ヨーロッパ
環境史的な歴史区分の必要性
	
  近代化前夜以降を対象とするにあたって、近代化の発祥地であるヨーロッパの環境史から始
めることが妥当だろう。ヨーロッパの環境史としては、イギリス、ドイツ、北欧諸国を中心に
展開していくが、それに先立ちヨーロッパの環境史を三つに分ける。最初に、イギリス囲い込
み運動2に代表される農業革命とそれに続く産業革命を合わせ、十八世紀半ばから十九世紀半ば
の公害が台頭してくる時代までを”進歩信奉期”と呼ぶ。次に、十九世紀後半から第二次世界大戦
終戦までの、科学技術発展による諸問題の台頭と二つの大戦を経験した時代を“環境政策・思
想の準備期”と呼ぶ。そして最後に、戦後から現代までの、公害の深刻化と広域化と、様々な
環境政策・思想や運動、政党の誕生などがあった、“急進的猛省期”に区分する。これらは筆者
の恣意的な区分であるが、以下にそれぞれ区分した内容を掘り下げて考察していくこととする。

1. 進歩信奉期
	
  初めに、近代化の初期における環境史は、イギリス囲い込み運動、いわゆるエンクロージャ
ーという大きな出来事から始まったと考えられる。生産性が上がり、人口が急激に増加を始め
たことによる労働力の増加が、その後の産業革命が推進力を持ったものとなった。それ以前か
らも木材の伐採が進んでいたイギリスは徐々に石炭、つまり再生不可能な化石燃料へとシフト
していった。木材の減少によって仕方なく使い始めた石炭であったが、ワットらによって蒸気
機関が発展されていき、その後の急速な産業革命へとつながったと一般的に考えられている。
そして、海外との貿易も活発になり、工業化の中で大量のエネルギーを必要とした産業革命は
ロンドンのスモッグを生み、北欧諸国へ酸性雨という形で森林破壊、健康被害をもたらすこと
となり、国境を越えた環境問題、いわゆる公害としての酸性雨は、十九世紀末には既に確認さ
れていたという。
	
  以上のような流れは、様々な出来事が連鎖的に起こっていると同時に、複雑な社会背景が介
在しており、それはロマン派らによる懐古主義的な思想・芸術活動という形で表れていた。私
企業や政治的な背景から、市民運動は数多く行われたにもかかわらず、成果を上げることの出
来た事例は限られている。当時最も先進的な国であったイギリスを中心に、産業革命をいち早
く達成した国における環境史の出来事を分解して見ていこう。

	
  まず、囲い込み運動が起こった背景には、土地の生産性を上げなければならないという喫緊
2

囲い込み運動(エンクロージャー)：共同管理の私有地、境界のない広い農地での協力的、連帯
的で伝統的な耕作方法から、個人の土地を隣人の土地から境界によって区分する個別所有の耕
地制度へ移行する土地変革のこと。(参照：Turner, M. E., (1984), ’Enclosures in Britain,
1750-1830: Studies in Economic and Social History’, Palgrave Macmillan. = [邦訳]重富公生訳
(1987)『エンクロージャー』慶應通信)
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の課題が存在していた。なぜならば、当時ヨーロッパは小氷期で、その上アメリカ入植などで
移民も多かったにもかかわらず、人口が増加していたからである。このようなことを背景に、
まずは農業の効率化が徐々にされていき、その中で囲い込みが行われた。イギリスにおいては、
さらに牧畜が盛んになり、より広い面積が必要になると、土地を広げるために森林を伐採して
いった。同じような流れがフランス、ドイツへと広がると、造船や基本的なエネルギー源とし
て使用されていた木材がヨーロッパで底を尽き、イギリスにおいては 1789 年に木材に代わって
石炭が主要な資源として置き換わった。
	
  十八世紀後半は、アメリカが独立し、フランス革命が起きるなどの変革が続発した。まだま
だ自然の豊かな大陸が存在すること、そして民主主義という武器を手に入れた大衆は、自由と
進歩という後ろ盾を啓蒙史思想家によって支えられ、楽観的に未来を捉えた。その後十九世紀
半ばまでに、農産物の増加、人口増大、都市の成長、新しい発明、工業の発達などの物質面で
の大幅な発展を経験した。
	
  この間に、1798 年には T・マルサスは『人口論』の中で幾何級数的に増える人口と算術数的
にしか増えない食糧供給の問題を指摘し、人口過多と食糧需給のアンバランスによる世界規模
の飢餓が発生すると予測した。同年、W・ワーズワースは多くの詩の中で自然賛美を詠み、産業
革命の中において人間が支配するべきであると考えられて失われていった自然との間において、
人間は心地よい関係を築くことができると考えていた。
	
  しかし、これらの考えは産業革命の波に押しつぶされ、蒸気機関車が発明されていき、1830
年には、イギリスにおいて技術、動力、交通が揃い、産業革命の基本構造が完成した。拡大し
ていく石炭の使用は制限を知らず、深刻な大気汚染をもたらすこととなった。この件に関して
具体的な事例として以下の例を挙げたい。

マンチェスター煤煙防止協会設立(1843 年)とアルカリ法制定(1863 年)
	
  十九世紀半ば、産業革命の発展によって悪化する都市環境は、環境悪化を防止するための組
織と法を生み出している。それらが、1843 年に設立されたマンチェスター煤煙防止協会と、1863
年に制定された、世界初の広域大気汚染防止法であるアルカリ法の制定である。
	
  産業革命によりイギリス経済を先導していた繊維工業において洗浄剤としてアルカリの需要
が急激に増大し、工場立地も広範囲に広がった。しかし、製造過程で同時に生成される亜硫酸
ガスによる健康被害も同じように増加していた。生産力や産業の成長による公害問題の、世界
で最初の事例と言って良いだろう。
	
  工場の進出によって地域は経済の活性化や福祉の充実を期待したが、公害の多発はその期待
を上回って問題となっていた。アルカリ法の制定にあたり、住民達は企業経営者に直接苦情を
言ったり、新聞へ投書したり、訴訟を起こしたりすることも出来た。しかし、工場は賠償金よ
8
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りも多くの利益をもたらしていたため、経営者達は賠償金を払いながら公害防止に対しては、
高煙突の設置という非常にコストの高い対策によって塩酸ガスを希釈拡散する、という本質的
には何の解決にもならない方法以外、ほぼ何の策も講じなかった。
	
  以上のような状況に対し政府は自由放任の態度をとってきた。1835 年には A・トクヴィルは
産業都市であったマンチェスターを訪れた際、以下のように述べている。

“Look up and all around this place and you will see the huge palaces of
industry. You will hear the noise of furnaces, the whistle of steam.
These vast structures keep air and light out of the human habitations
which they dominate; they envelope them in perpetual fog; here is the
slave, there the master; there is the wealth of some, here the poverty of
most.”

そして 1853 年には C・ディケンズが

“Smoke lowering down from chimneypots, making a soft black drizzle,
with flakes of soot in it as big as full-grown snowflakes -- gone into
mourning, one might imagine, for the death of the sun.”

と述べている3。上記から分かるように、それぞれイギリスの都市環境について述べており、住
民運動などもあり、対応を迫られた結果が、1863 年にアルカリ法という法律の形をもって制定
された。この時に世界で初めて公害監視官に任命されたのが、1872 年に『大気と雨』の中で初
めて「酸性雨」という言葉を使用した、R・スミスであった。
	
  十九世紀半ばのイギリスにおいて「大気汚染問題はこの時代にあってすでに、森林などの生
態系への広範な影響、健康被害、建造物の腐食、長距離移動という、その後の大気汚染の特徴
をすべて備えていた。おまけに、住民側の反対運動、企業側の抵抗という現在の環境問題の基
本的な構造まで4」を包含していた、世界初の事例と言えるだろう。十九世紀前半においてはワ
ーズワースの自然賛美の詩や、W・ターナーの風景画からも見られるように、残存する良きイギ
リスの情景が垣間見られた。しかし、十九世紀半ばを過ぎると、コナン・ドイルのシャーロッ
ク・ホームズシリーズの中などにもスモッグという表現で描かれており、さらに、イギリスの
3 Professor William (Bill) Kovarik, Ph.D., Environmental History Timeline,
http://www.radford.edu/~wkovarik/envhist/4industrial.html, Environmental History
Timeline: 1810-1890, Accessed: 2012/01/19
4 石弘之著(2011)『名作の中の地球環境史』岩波書店 p153
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大気汚染が北欧諸国に降る雪に含まれる酸性物質を上昇させていたことをしっかりと突き止め
たのは 1960 年代以降だが、1866 年のノルウェーの劇作家 H・イプセンの『ブラン』の中に、
すでにイギリス由来の黒い雲について描かれている部分があり、十九世紀の前半と後半におけ
る文学、芸術、劇などの内容に大きな変化が見てとられる。1972 年には国連人間環境会議がス
トックホルムで開かれたが、十九世紀から長くイギリスの工業化の影響を受けてきた北欧諸国
の呼びかけは、当時の精細な歴史研究から生まれたものでもあったと考えられる。

進歩信奉期に見られる情勢
	
  十八世紀後半以降のヨーロッパで石炭が使われ始めたそもそもの背景は、木材の不足からで
あった。その背景には産業革命に押され、資本主義が拡大成長していた時代というものがあり、
人々は物質の充足を享受することが出来た。一方で、上述したような大気汚染問題は、不特定
多数の企業が、石炭エネルギーの生産力に目が眩み、経済の活性化や福祉の充実を期待して燃
やし続けた結果、健康被害による医療費の負担や就労困難なほどの重症、最悪には死などの不
可逆的かつ深刻な状況を作り出すこととなった。木材の過剰な伐採と、ブラック・ゴールドと
まで言われた石炭の利用が、このような結末をもたらすであろうことに敏感だった一部の学者
や詩人や画家達は、それぞれの方法で、それぞれの自然の形を表現していたにもかかわらず、
ブルジョワジーにはもちろん、プロレタリアートにも彼らの真意が伝わらなかったのか、目先
の欲望を追い求める人間の欲望の強さを垣間見ることが出来る。
	
  アルカリ法に関しても改定される 1906 年まで排気量に規制などはかけられておらず、市民運
動がまだ経済的・政治的勢力になり得ていなかったことが分かる。近代化以降の環境問題は、
産業革命以前から始まっていたが、木材の不足と共に急速に深刻化したことが窺える。その過
程で、様々な作品が経済成長と並行して進む生活環境の変化や展望を表現したが、成長の信奉
者達はそれに目を向けることが出来なかった。成長を支える市民の生活すら配慮せずに被害を
拡大していき、且つ成長が進むことで、さらに成長速度を上げていくことが出来るようになっ
ていき、人類は理性を忘れたかのような戦争を引き起こしていくことになった。以下に、環境
史の視点から、戦後までを見ていこう。

2. 環境政策・思想の準備期
	
  産業革命を先行していたイギリスに他国が追いつくと、新たな発見や発明が続発するように
なった。十九世紀後半から第二次世界大戦終戦までを、近代以降の環境史としての第二フェー
ズに突入していった時代であったと考えられる。この時期に、ますます顕在化し、規模も大き
くなり、範囲も広がっていった環境問題に対し、団体が組織されたり、国家間条約などが結ば
れるようになったりし、これら環境問題が含んでいる特徴的な問題への対応策が見られるよう
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になっていった時期でもある。
	
  具体的には、ヨーロッパでは特にドイツにおいて科学技術の分野で多くの発見・発明が為さ
れた（表 1 参照）他、1909 年には越境的な水汚染を禁止した英（カナダ）米境界水条約という
国家間の条約が結ばれ、1913 年にはバーゼルで国際自然保護会議が開催されている。また、イ
ギリスでは 1895 年にナショナルトラストが、ドイツでは 1899 年に NABU（ドイツ自然保護連
盟）など、自然保護を目的とした市民団体の設立が相次いだ。

表 1: 十九世紀後半から二十世紀前半の科学技術による代表的な発見・発明
1869

（スイス）DNA(デオキシリボ核酸)発見

1872

（ドイツ）ジベンゾダイオキシンを初めて合成

1874

（ドイツ）ツァイドラー、DDT の合成に成功

1881

（ドイツ）PCB(ポリ塩化ビフェニル)合成

1895

（ドイツ）レントゲン、X 線発見

1898

（フランス）キュリー夫人、ラジウム・ポロニウム発見

1896

（フランス）放射能発見

1905

（ドイツ）アインシュタイン、特殊相対性理論発表

1938

（ドイツ）DDT の合成製造を開始、原子核分裂を発見
マルジナリア研究所編著『環境の歴史年表』(2003)株式会社オオスミより筆者作成

	
  表 1 は直接的に環境史的に影響を与えたものではなく、一般的な十九世紀後半以降の科学技
術の発展を簡易的に表したものである。第一次世界大戦時に、ドイツはハーグ宣言5を破り、特
に発展していた染料製造の副産物で、大量に生産していた塩素を使った化合物を、毒ガスとし
て使用した。毒ガスの有効性を実験するために昆虫を使っていたドイツは、終戦後大量に余っ
た毒ガスを昆虫への有効性から殺虫剤として転用することを発見した。このことによって殺虫
剤の使用が拡大していき、その延長線上に DDT の製造拡大などがあり、これらは農産物の生産
増大という良い側面を持つ一方で、人口増加や土地の劣化、殺虫剤に耐性を持つ昆虫の増加な
どといった負の側面である環境問題を創出させたと言える。このことが、後述する 1962 年に R・
カーソンに『沈黙の春』を書かせる原因となった。
	
  第一次世界大戦までの時代は、資本主義の拡大に伴って領土の拡張を必要とした帝国主義国
が植民地を獲得していった時代であった。その背景にはダーウィンの進化論をドイツ語圏に広

5

ハーグ宣言：1899 年にハーグで開催された万国平和会議にて採択。窒息性ガスまたは有毒物
のガスを散布する放射物使用禁止を定めたもの。第一次世界大戦では英仏独による化学兵器の
使用により凄惨な結果を生むこととなったが、その後 1928 年に発効されたジュネーヴ議定書に
より、戦争での化学兵器使用が禁止されたことから、第二次世界大戦において化学兵器の使用
は限定的なものにすることが出来た。
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めた H・ヘッケルによるエコロジーの概念の提唱と、それを拡大解釈した H・スペンサーによ
る社会進化論などが存在しており、十九世紀に用意された環境思想が戦争という最も悲惨な結
果をもたらす一役に加担してしまったとも考えられる。
	
  環境史を考える際に、このような前後の出来事を見ることが重要であると考えられる。様々
な科学的な発見や発明、資本主義と帝国主義の拡大による経済成長と領土の拡張、それを支え
た基盤であったと考えられるダーウィンの進化論から生まれた社会進化論が存在していた。体
験したことのない経済の成長や科学技術の進展による負の側面は、その時代を生きた人間の目
には留まらないのが常であろう。人間の行き過ぎた行動は、その後大きな揺り戻しとして現れ
るのが人類史の教訓でもあろう。しかし、私が言いたいのは、全ての科学技術や帝国の拡大、
ましてや二つの世界大戦が、二十世紀後半の環境思想が興隆する時代のために必要であったと
肯定するということではない。人類の進んでいる方向性の結果について想定していないと、甚
大な被害とコストが負担としてのしかかってくるということを教訓として受け取ることが重要
だと考えられる。科学技術発展の黎明期と、この後に訪れる、多国間で環境政策が数多く生ま
れてくる時代の前段階という、二つの時代に挟まれた十九世紀後半から二十世紀前半の時代は、
私たちがこれからどのような環境史を歩んでいくかを選択する際に大いに参考になる時代であ
ったと考えられる。次節では、二十世紀後半に数多く出現した環境政策の背景を見ていく。

3. 急進的猛省期
	
  二十世紀後半から現代に至るまでの期間を急進的猛省期と名付けたのは、それまでの人類の
成長という目的に対し、私たちが持続的に安定して成長していく必要があることに気づき、そ
れが世界的な潮流となって現れた時期であったためである。ヨーロッパは戦後、国家間の共同
体を作り、一国での対処の難しい問題に対応してきた。十九世紀から越境問題として環境問題
を認識し、被害を受けてきた国々の声が受け止められ、政治的な意味を含んでいくと共に、批
判と秩序のための思想が背景に流れている。戦争を招いたような強烈な思想に対して神経質で
ありながらも、環境に対する思想、政治運動、そして法律は、どのように現代を形成してきて、
どのように環境史を形成していこうとしてきたのか。以下にそのヒントを探してみたい。
	
  第二次世界大戦終戦直後のヨーロッパは、その被害から経済力が失われていた。戦前の技術
のためか、ロンドンの大気汚染は依然劣悪で、公害問題も確認されている。いくつかの国際的
な団体の創設や、国際会議の開催などをしているが、目立った出来事は起きなかった。しかし、
このような多国間での協議などは、1958 年のヨーロッパ経済共同体(EEC)発足から頻繁に見ら
れるようになり、1967 年に欧州共同体(EC)が発足するようになると、環境関連の活動が活発化
されていくように見られる。その中で存在感を示したのが、1972 年に国連人間環境会議
(UNCHE)を開催したスウェーデンである。以前からイギリスや中欧からの酸性雨に悩まされて
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いたスウェーデンの問題提起は、環境問題の政治的な含意が強化していった原因があると考え
られる。1970 年代以降のヨーロッパでの緑の党が連続して設立されていったことも、ここに原
因が見られる。尤も、スウェーデンが欧州連合(EU)に加盟したのは 1995 年で、UNCHE 開催
当時はまだ加盟しておらず、ノルウェーに関しては 1972 年と 1994 年の二度、国民投票により
EU 加盟に至っていない。
	
  緑の党という名称で知られている自然環境保護や平和などを主義とする政党は、1973 年スイ
スで「エコロジー党」として生まれたのを契機に、欧州各国で設立されていった。その要因と
しては、前年の 1972 年に UNCHE が開催されたことがあり、日本では環境庁設立、北米では
地球の友とグリーン・ピースの二つの国際環境 NGO の設立へとつながり、世界的に自然環境の
保護へと傾倒していった時代だと言えるだろう。
	
  北欧諸国は UNCHE 以後も積極的な環境政策を進めており、そのことは 1976 年の北欧環境
保護条約の締結や、ノルウェーの大気汚染の越境問題への防止取り決めの提案などにも見られ、
スウェーデンにおいては、1980 年に 2010 年までに原発の全廃を国民投票し、国会で決議され
ている。北欧諸国のこのような積極的な行動の背景には、長期に渡って経済成長を押し進めて
きたイギリスや中欧諸国により、自国に不利益を被ってきたためであると考えられる。被害を
与えてきた張本人である先進諸国の反省による活動というよりも、国家間での協力が必要とな
ってきた背景から、小国も利益を主張する権利を強めてきたことによるものだ、と捉えること
ができるだろう。尤も、主張が必ずしも認められる訳ではないことは、昨今の国際的な会議の
成果を見てもわかることであるが、ヨーロッパは他地域に先駆けて協議を行ってきたことは再
評価されることであると考えられる。
	
  ヨーロッパはアメリカや日本と地理的な条件において大いに異なる。ヨーロッパでは、環境
問題は容易に国境を越え、他国に与えた影響も分かりやすいものとなってしまう。しかし、近
代以降、共同で問題に対処するといった体制が整えられてこなかったために、環境問題による
被害が目の前に迫ってくるまで対応をしてこなかった。このような特徴からヨーロッパは、あ
る出来事が発生してからでなくては、一つの問題に対処することが出来ない体制であった。特
定の思想に依拠して流れを形成してきたのではなく、流されながら何とか形成してきた形がこ
れまでのヨーロッパであり、現在のヨーロッパだと考えられるのではないか。では、次章から
は、ヨーロッパとは異なる環境史を形成してきたアメリカの例を取り上げていくこととする。
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第三章	
  アメリカ
	
  アメリカは、イギリスがまだ産業革命の始まる以前の時代においては、新大陸と呼ばれてい
た。なぜならば、アメリカは新しく「発見」された、未発達な土地であったからだ。この「発
見」という概念こそ、文明化されたヨーロッパという「先進国」と、野蛮・未開と称された「後
進国」という概念を生んだものだと考えられ、環境史を見ていく中で重要な点であると考えら
れる。近代化の時代に何が起こり、どのような過程を経てきたのだろうか。
	
  本稿で取り扱うアメリカ環境史では、以下の三つの要素に着目する。一つ目として、近代化
以降のアメリカにおける最も重要な出来事であった南北戦争の背景を環境史的観点から考察す
ることから始める。二つ目に、帝国主義時代のアメリカの、資源管理のための自然の保全とい
う選択と、最後に、その後に出現し、現代につながっている環境思想の時代に区分する。第二
章で取り扱った部分と時代が重複する部分が多少あるが、今日でも国際的な環境政策に大きな
影響力を持つアメリカの歴史から、今後辿るべき未来の構想のヒントを模索していきたい。

1. 環境史的背景から考察する南北戦争
	
  南北戦争勃発の原因は諸説あるが、一般的には以下のような構造に依るものだったと考えら
れる。すなわち、アメリカ南部の農業経営者による奴隷制プランテーションが、イギリスによ
る需要増のために自由貿易を主張し、またその経営構造上奴隷を必要とする一方で、北部はイ
ギリスの工業製品に対する保護貿易を主張するという関係である。1820 年以降のフロンティア
政策による西部開拓が進む中で、北部と西部の経済関係が強まり、イギリス経済と競争力を高
めていく中で、土地が生産性を持たなくなるまで奴隷によって栽培し、西漸していくという構
造を持っていた南部奴隷制プランテーションの経営では、フロンティアの消滅や奴隷制廃止に
よる不安が高まり、南北に亀裂が生じたことから勃発した、というものである。
	
  同時代においては、もう一つ大きな出来事があった。それは、1848 年に起きたゴールド・ラ
ッシュである。ゴールド・ラッシュは、南部の奴隷制プランテーションと同じく、鉱山の生産
性を搾取し切っては一斉に移動する、ということを続け、ゴースト・タウン、ゴースト・ネイ
チャーを生み出していった。奴隷制プランテーションの大規模なモノカルチャーと、ゴールド・
ラッシュによって枯れ尽くした鉱山は、不可逆性を伴う環境破壊であった。しかし、元々奴隷
制プランテーションはイギリスで行われた囲い込み運動によってあぶれた農業人口をアメリカ
に輸出し、先住民を追い出して農産物を生産する、という基本方針に依ったものであり、「農業
植民地」をアメリカに建設するというのは、1607 年に「清掃と植民 clearance & plantation」
と特徴づけられている6。この背景には、ヨーロッパの森林が伐採され尽くされ、土地の生産性

6 植村邦彦(2001)『近代を支える思想—市民社会・世界史・ナショナリズム−−』ナカニシヤ出版
p.80
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が失われていっていたということが指摘出来る。

「こうして、
「発見」された同時代のアメリカの社会と生活文化を、ヨーロ
ッパにとっての歴史的過去とみなす認識が成立した。同時代の他者に関す
る認識を歴史認識へと変換する装置の成立である。
「世界史」という思想が、
やがてここから生まれることになる。」7

以上のことから、イギリスの「先進」に対するアメリカの「後進」という概念は十七世紀に誕
生したことがわかる。キリスト教史観では、文明人である先進者は野蛮人である後進者を文明
化する責務があるが、やがてそれは、野蛮人は文明人によって支配されるべきである、という
考えに変化していった。そのようにして資本主義の中で奴隷制システムが増強されることとな
り、それが生産性を重視する超現実主義的なプランテーションやゴールド・ラッシュの生産構
造の視点を生み出すことへつながったのだと考えられる。イギリスの囲い込み運動における農
地の拡大、そしてヨーロッパ全土の森林伐採の影響が甚大であったことがわかる。
	
  十九世紀に活躍したアメリカの環境思想家に、R・W・エマソンや H・D・ソローらがいるが、
彼らが注目されるのは二十世紀半ば以降のことである。南北戦争以前に問題として取り上げら
れていた奴隷制や経済などではなく、問題の本質には自然環境にあることを見出していたと考
えられていることは、環境史を考察していく上で、十分見直す価値のあることだろう。

2. 今日的環境思想の源流
	
  1890 年、アメリカ国税調査局によって、フロンティアの消滅が宣言された。ここからアメリ
カは、T・ルーズベルト大統領による棍棒外交と称された、帝国主義を拡大させ、太平洋へとフ
ロンティアを創造していく施策を講じていった。しかし同時に、存在する資源を管理し、枯渇
させないことが、アメリカの大きな課題となっていた。そのことは、1901 年にルーズベルトが
大統領に就任した直後に議会において森林と水の保全と再生利用の重要性を訴え、1905 年に農
務省森林部を森林局へと格上げしたことからも垣間見ることが出来る。初代局長には、ヨーロ
ッパで森林保全・管理を学んだ G・ピンショーが就任している。
	
  アメリカにおいて、西部開拓が進み、近代化が押し進められていく様子は、1850 年から 1900
年までに石炭の消費量が三十倍にもなっていることや、1880 年代半ばに石炭が木材に代わって
主要なエネルギー源になったことからもわかる。この石炭という効率的なエネルギー源を獲得
したことにより、アメリカ全土に入植者が行き渡り、都市の形成が急速に進んでいき、1910 年
には人口十万人以上の都市は五十カ所にまで増加した8。その中でも三十万人以上の人口を抱え

7
8

同上
Ponting, C., (1991), ‘A Green History of the World: The Environment and the Collapse of
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ていたサンフランシスコでは、増加した人口の生活を支えるために、水利を整える必要が出て
きたことから、ヨセミテ国立公園内のヘッチヘッチー渓谷にダムを建設する計画が出てきた。
	
  1913 年にダムの建設許可が下りるまでの間ずっと、自然の持つ価値が、ダムによって得られ
る経済的価値よりも重要だと主張し続けた人物が、アメリカ国立公園の父と呼ばれ、カリフォ
ルニア州のヨセミテ国立公園で主に活動し、シエラクラブを創設した J・ミュアであった。ミュ
アの立場は環境保護主義と呼ばれ、自然環境は人間の倫理的・精神的・審美的な価値のために
必要であるため、保護されなければならないと訴えた。それに対し、前出のピンショーは、フ
ロンティア消滅により、資源を効率的に保全し、人類の成長のために利用するべきである、と
いう環境保全主義の立場を取っていたため、水利整備によって恩恵を受ける人達の価値を優先
させた、功利主義的なアプローチを重視した。
	
  アメリカの国内の歴史を見ると、当時においても多くの法律や条例が大気汚染や水質汚濁を
規制したり、野鳥保護で有名なオーデュボン協会は強い影響力を持って 1918 年にカナダとの間
に渡り鳥条約を結んでいたりする。しかし、環境保護主義と環境保全主義の討論は、既に思想
的な内容を多いに含んでおり、二十世紀を通じたアメリカの環境保全に傾倒していくきっかけ
になったと考えられるため、重要な出来事だったと言える。また、環境政策を経済的な側面、
すなわち既存システムの秩序維持のための思想が支えている点も特徴だ。第二章で挙げたイギ
リスのアルカリ法に関しては、政策は住民の健康に配慮し、企業の活動を規制するものだった。
ところが、ヘッチヘッチー渓谷のダム建設は、サンフランシスコに住む三十万人の生活のため
であり、それは彼らの経済活動を支えるインフラであった。保護をする立場も、保全をする立
場も、人間のため、という名目は共通しているが、自然環境を資源として利用することを目的
としており、また、突き詰めれば人類の経済成長のため、であることは容易に推測される。環
境思想は二十世紀後半においては大幅に多様化し、保護か保全かという議論の枠には留まらな
くなっている。しかし、この対立なしにアメリカの二十世紀の前半を語ることは出来ず、後述
する二十世紀後半に環境思想が多く誕生する時代も語ることが出来ない。
	
  二十世紀前半のアメリカ環境史においては、大きな環境問題的出来事からではなく、二つの
思想のぶつかり合いで始まった。その背景には、アメリカの拡張主義に潜む、資源管理の問題
があった。自然とは人間のために存在するものである、という前提が、環境保護と環境保全の
両方に内在しているように感じられる。実際には、ヘッチヘッチーダムは建設されたが、シエ
ラクラブら環境保護団体などの運動により、以後アメリカ国立公園内にダムは建設されていな
い。二十世紀前半に行われた二つの思想は、一方で功利主義的な政策の決定に影響を及ぼし、
アメリカの環境政策に見られる特徴と言える。他方、保護の思想は市民のレベルで幅広く共有

Great Civilizations, Penguin. = [邦訳]石弘之、京都大学環境史研究会(1994)『緑の世界史（下）』
朝日新聞社 p.121
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されているように感じられ、保護団体の団結に影響を与えていると考えられる。
	
  十九世紀半ばから見たここまでのアメリカ環境史では、思想とも言えるキリスト教史観が原
因となって求めていった拡大志向が南北戦争の根底に存在しており、その過程で様々な環境問
題が生み出されてきた。土地の生産性を枯らしながら西漸していった結果は、二十世紀に入る
と、資源の保全・管理が国家運営に関わる問題となっていった。そのことによって生まれた環
境保護・環境保全という二つの思想は、団体を設立させ、政策の方向性を決定し、新たな運動
や思想を生み出し、多様性を生み出していくことになる。つまり、思想がアメリカ環境史を多
様化させていった主要因であると考えられる。では、このような流れを受け継ぐ二十世紀後半
のアメリカの環境史を見ていこう。

3. 環境思想の役割−−市民運動、研究者の貢献、産業・政治へ
	
  終戦後、旧ソ連と競いながらも、軍事的・経済的な覇権国家としての名をほしいままに成長
していったアメリカにおいて、自然に甚大な被害を与えていたことを暴露した本が、前述の R・
カーソンの『沈黙の春』(1962 年)である。カーソンの功績は、企業の力が特に強いアメリカに
おいて、一研究者、そして女性でありながら、事物の現象を観察することで環境破壊を指摘し、
一般市民を啓発することに成功したことだ。戦後の経済成長時において、覇権を手に入れたア
メリカにおいて、企業による自然環境の汚染を糾弾したことと、それを女性がしたことの重要
性は、これからの社会において、その真価をさらに発揮するのではないかと考えられる。二十
世紀後半になると、環境問題は様々な政治的な思想と結びついていくことになるが、その中の
一つに、環境保護をフェミニズム運動と絡める動きも出始め、比較的大きな動きとなったエコ
フェミニズム運動は、現在も環境思想の重要な位置を占めている。また、米プリンストン大教
授の P・シンガーによる『動物の解放』(1975 年)は、功利主義的観点から動物の権利主張する
もので、アメリカが女性参政権、黒人参政権といったように、平等の権利を付与してきた延長
線上のものにあるものと考えられる。さらに米カリフォルニア大教授の R・ナッシュは、以上の
ような権利の主体の拡張を押し広げ、
『自然の権利』(1989 年)の中で、自然生態系も共同体に寄
与するものであり、帰属するものと考えられると主張している。
	
  カーソンの主張に対し、企業側は政府と手を組み、圧殺しようとしたが、結果的に現在にお
いては、環境保護を掲げない企業はそのこと自体が事業運営や会社経営に不利であり、環境保
護を事業とせずとも、企業の社会的責任(CSR)という形で企業が環境配慮をすることは当たり前
となっている。しかし恐らく多くの試みは、環境配慮をしないことによる機会の損失やその他
被りうる不利益を避けるために行っているものだと考えられ、その点において資本主義の影響
力を強烈に感じるものがある。
	
  1967 年に L・ホワイト Jr が発表した論文『現在の生態学的危機の歴史的根源』において、科
17
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学と技術は科学者たちの「神の考えを追う」、といったキリスト教的な考えから派生してきたも
のであり、それを人間が躊躇・疑問無く行ってきたことはキリスト教的な自然観に基づくもの
であったためであるとし、ホワイトは生態系の危機の原因をキリスト教に求めている9。ホワイ
トがこのようにキリスト教に原因を求めるようになった理由としては、彼自身がヨーロッパ中
世農業技術史の専門であったことと、アメリカ内部から湧き出て、既存の文化に対抗する文化、
すなわちカウンター・カルチャーの歪みとして顕在化していた 1960 年代の多くの運動を、特に
自由の気運の高かったカリフォルニアにおいて目の当たりにしたことも影響があると考えられ
る。
	
  カーソンとホワイトは他の多くの環境思想家のうちの二人に過ぎないが、同時期または彼ら
以降に多くの環境思想が生み出されている。また同時に、環境に対して悪影響のある DDT など
の製品への市民による使用反対運動やアース・デイの開始、研究者によるフロンガスによるオ
ゾン層破壊説の発表などにより、多国間または地球全体への影響につながっていくとともに、
産業と政治に対して強い影響力を持っていったことが分かる。
	
  カーソンは世界経済の重要な基盤である資本主義やそれを善しとする自由主義的な国家体制
を、ホワイトは宗教であるキリスト教を、環境問題の本質的な問題構造であると指摘している
のだと考えられる。これらイデオロギーや宗教は近代以降の世界を秩序立て、経済成長を強固
にしてきた存在であると考えられてきて、アメリカという率先してそれら二つの要素を組み込
んできた結果成長を遂げた国において、カーソンやホワイトが出現してきたことは、アメリカ
という自己問題提起型社会の持つ力を感じざるを得ない。
	
  アメリカは近代以後、常に自己に内在する諸問題が表出してきた際に、何らかの思想が出現
してくることが分かった。時にはそれは秩序的な思想と批判的な思想がぶつかり合うものであ
り、または批判的な思想と変革的な思想が同時に誕生することで、社会に大きな力をもたらし
てきた。次章からは近代以降の日本を取り上げ、日本の環境史を見ていく。

9

White, L, Jr,. (1968), ‘Machina ex Deo – Essays in the Dynamism of Western Culture’, p91

= [邦訳] 青木靖三(1999)『機械と神』みすず書房 p.91
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第四章	
  日本
	
  これまで近代化の中のヨーロッパとアメリカの歴史を環境史という視点で見てきた。本章に
おいては、前述の二地域と同じく近代化を遂げた日本に焦点を当てていく。
	
  本稿では、日本の環境史における近代の最も重大な出来事として公害問題を取り上げる。そ
の歴史は古いが、規模や被害が深刻化していったのは、日本においても欧米と同じく、近代化
以降の時代を一つの区切りにすることが出来ると考えられる。近年、「江戸時代においては、現
代において理想的とされる循環型社会が構築されていた。」といった論調を耳にすることがまま
ある。第一章で述べたように、近代化において日本には開国と西洋文化の流入という外圧的出
来事が発生し、そのことがそれまでの日本人の生業や意思決定に大きな影響を与えて歴史を押
し進め、今日的な体制を形成してきただろう。では、現代日本は明治以降経験してきた様々な
環境問題に対し、どのような決断を下してきた結果の姿なのか。もしも江戸時代を理想とする
ならば、今後日本が直面する問題に対しては、どのような対応が必要と考えられるだろうか。
	
  本章では、まず戦前の公害問題の代表的な例である鉱害問題を取り上げ、足尾銅山の例を日
立鉱山や別子銅山の例と比較する。その後、戦後の現代的公害問題を取り上げ、それらに対す
る国・自治体・住民らの対応を検討し、なぜそのような対応が為されたのかを考察した後、今
日に至るまで辿ってきた日本的環境史を概観していく。

1. 近代的鉱害問題
足尾銅山
	
  明治 10 年(1877 年)、当時の財界の有力人物であった古河市兵衛が、当時まだ官営鉱山であっ
た足尾銅山の払い下げを受け、廃山の状態であったのを日本最大の生産量を誇る鉱山へ再生さ
せた。以下に、民営化以後の足尾銅山の略歴を表 2 にまとめた。1892 年(明治 25 年)に鉱業条例
が施行されているが、この条例が公布された目的には、「鉱業を行う上で保安と生産は車の両輪
の関係に立つものである」ため、という考えを明確にして制定されたものであることは、とり
わけ指摘が必要な点と言える10。
	
  その後も渡良瀬川の水源を便りに生計を立てていた住民達への鉱害被害は一向に減少しなか
ったにもかかわらず、政府の対応はないまま 1903 年に谷中村遊水池計画が立てられる。谷中村
を買収し、住民を移住させた後、洪水などが起きた際の調節池にする計画だが、鉱毒水の流出
を抑える目的だと考えられ、現在でも鉱毒物は沈殿していると考えられている。

原子力安全・保安院鉱山保安課『鉱山保安法令の解説』(2007 年 5 月)、
http://www.nisa.meti.go.jp/safety-kyushu/kouzan/hourei/kaisetsu.pdf、最終閲覧日：
2012/01/19
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表 2: 民営化以後の足尾銅山の略歴
年号

出来事

1877

足尾銅山、古河家所有へ。

1884

下野新聞、渡良瀬川の鮎の不漁を報じる。

1885

洋式鉱炉築造、亜硫酸ガス被害広がる。地元農民は反対。

1887

読売新聞、渡良瀬川名物、鮎の絶滅を報じる。

1890

洪水により、鉱毒水に冠水。農漁民に被害。

1891

田中正造、国会で初質問、鉱毒被害を訴える。

1892

政府の行動及び日本を取り巻く情勢

鉱業条例施行、鉱業警察規則公布。11

1894

1890 年より毎年洪水。鉱毒被害甚大。

日清戦争(~1895)

1897

農民ら請願デモ

足尾銅山鉱毒調査会を内閣に設置

1900

川俣事件。農民ら反対運動。100 人余りが逮捕。

1901

田中正造議員辞職。天皇直訴失敗。

1903

谷中村遊水池化計画の意見書、報告書を提
出。洪水の深刻化の原因を禿げ山に求めた対
応法。

1905

谷中村の買収受諾村民、那須野に集団移住。

1907

谷中村残留村民、強制移住。不当廉価買収訴訟。

1910

大洪水で谷中村水没。田中正造『天災にあらず』出版、

(1904~)日露戦争

発送。
1913

田中正造死亡。

第一次世界大戦へ(1914~)
前掲『環境の歴史年表』より筆者作成

別子銅山と日立鉱山
	
  同じく甚大な公害問題を引き起こした有名な鉱山として、愛媛県の別子銅山と茨城県の日立
鉱山がある。足尾銅山との大きな違いは、二つの鉱山は所有者である住友家と久原家による優
れた経営者によって経営されたことだろう。公害問題に対して積極的な姿勢で取り組み、被害
者と交渉しながら様々な損害補償をした。
	
  大正 2 年(1913 年)、日立鉱山がもたらした被害を受け止めた政府の鉱毒調査会が日立鉱山に
勧告して建造させた煙突は、却って被害を拡大させたため、命令煙突、阿呆煙突と呼ばれた。
この時の政府の対応は、上述したイギリスのアルカリ法制定時に希釈拡散を目的としたものと
11

これらは建設物の保安、鉱山労働者の生命・衛生上の保護、地表の安全・公益の保護につい
て、監督を行うものとしていた。しかし、制定の背景にあるのは、鉱業を行う上で保安と生産
は車の両輪の関係に立つものである、という考えを明確にしていることを指摘しておきたい。
(参照：前掲『鉱山保安法例の解説』)
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同じであることがわかる。イギリスでこの対処法が機能しなかった理由としては、損害補償を
した方が対応策を講じるよりも安くついたことと、そもそもこのような対応策が本質的な問題
に対しては何の解決にもならなかったからであった。イギリスにおいて 50 年も前に犯したミス
を繰り返した政府には、認識と現状把握の甘さが見られる。
	
  上記のような政府の対応の背景には、二十世紀の日本は、日清戦争が終わり、日露戦争を経
験した後には、第一次世界大戦、満州事変、日中戦争、そして第二次世界大戦へと、繰り返し
ていく戦争の中では軍事力と経済力の増強が喫緊の課題として存在していた。大きくなる日本
という国家と産業の合理化のために強まっていく官僚制の問題は、鉱害問題という形で既には
っきりと現れていたことがわかる。以下に、このような体系的な問題は、戦後日本にどのよう
に引き継がれていったのかを見ていく。

2. 現代的公害問題
	
  「終戦直後の日本は空の青さを取り戻した」、とは聞き慣れた常套句である。1992 年に設立さ
れた環境社会学会会長であった飯島伸子は、戦後の経済復興の志向が引き起こした結果として、
公害問題が日本各地で発生し、戦後民主体制の下で基本的人権を保証されている被害者達によ
る正面からの抗議を受けることになった、と述べている12。経済復興の一方、どのような問題を
引き起こし、その背景には何があったのだろうか。そのような問題に対して、被害者達の採っ
てきた対応を見ていこう。
	
  戦後日本が復興するために注力したのが、化学産業であった。四大公害病の一つである水俣
病は、熊本県の水俣湾でチッソが排出した廃液が原因で引き起こされたものよりも前に、1946
年に新潟県にあった昭和電工の工場から排水されていた「昭電の赤水」に兆候が既に見られて
いる。熊本水俣病が公式に認定されたのは 1956 年だが、政府が正式にチッソ工場からのメチル
水銀化合物との因果関係を認めたのは、1968 年であった。政府は同年に、新潟水俣病に関して
同様の見解を提示しているが、熊本水俣病は厚生省から、新潟水俣病は科学技術庁（現在は 2001
年に行われた中央省庁再編により消滅し、他省庁に継承）から見解が発表されている。このよ
うな体制は、日本によく見られる例であるが、地方で起きている問題に対して、中央において
どこが管理する問題なのか、ということ自体が問題として存在している。このような問題に対
応するかのように、1972 年からは、各都道府県や市町村などの自治体による独自の公害防止条
例や環境保全条例の制定が増加していることが指摘出来る。
	
  飯島は、このような状況を増長させた原因としては、戦後間もなく到来した、全国総合開発

12

飯島伸子(1995)「戦後日本の環境問題の変遷『社会・経済システム』」社会・経済システム学

会、第 14 号 p.3
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の時代に求められると指摘している13。経済復興に沸いた全国は、まだまだ存在していた国内の
フロンティアを次々と開発することに夢中になる一方、その後に出現してくるゴースト・タウ
ンのことなど考えもしなかったのだろう。その最たる例が、青森県六ヶ所村であり、トップダ
ウンでの開発優先順位の決定と国民的な利益とのギャップが見られ、1985 年の青森県議会によ
る六ヶ所村への核燃料関係の施設の受け入れは、現在に至るまで依然として国家的問題として
存在感を残している。
	
  日本の現代史は、経済の力が大きな影響力を持っていた時代であっただろう。1976 年、環境
庁は環境影響評価（アセスメント）法案の要綱を作成するも、1979 年には経団連のアンケート
にて、企業の 9 割がアセスメントの法制化に反対という結果を出した。1980 年に経団連は環境
庁長官に対し、法案の法制化延期を要請するも、長官は反対し、要綱は関係閣僚協議会におい
て了承された。しかし、1983 年、アセスメントは法制化されることはなく、行政指導の形で実
施されることになった。環境影響評価法が法として制定、公布されたのは、1997 年のことであ
り、この間に上述の青森県六ヶ所村は核燃料サイクル基地立地受け入れを決定したり、1995 年
には福井県敦賀市動燃高速増殖炉「もんじゅ」爆発事故の際の証拠ビデオテープ隠し事件が起
きたり、1997 年には茨城県東海村で放射性廃棄物処理施設の火災爆発事故の発生後、住民など
へ虚偽報告があったりするといったことによって、多くの被害が拡大し、現在に至るまで貯め
込まれてしまった問題が存在していると考えられる。
	
  原子力関連の事故は止まず、1999 年には茨城県東海村で日本初の臨界事故が発生するが、そ
れにより原子力災害対策特別措置法が成立した。これは、事業者に対して事故発生の通報を義
務づけ、災害発生時の対策を国に一元化するものであるが、原子力関連施設の立地は限定され
ており、それ故に、災害に際して最も影響を受けやすい近接の自治体に権力を付与することで、
緊急時の避難支持が行われるようにするべきだと考えられるだろう。上述したように、公害防
止や環境保全の条例を各自治体が独自に作り始めた 1972 年に比べ、1993 年には環境について
の基本的な国の施策・方針を示す、環境基本法案が全会一致で可決され、公害対策基本法が廃
止されているが、国の方針は大枠的なものに留まり、各地方の決断をそれに適合するものかを
判断する程度に留めることで、問題に対する初動が迅速なものになると考えられる。

3. 近代から現代—今日に至るまで辿ってきた日本的環境史
	
  1932 年に、大阪府では煤煙の排出に関する防止対策が公布されている。足尾銅山鉱毒事件の
際には、多くの地方自治体は政府に迎合した態度を取ったのに対し、いくつかの自治体は、そ
の自治体の住民の利益を守ろうとした。大阪も工業都市であったため、生活環境が悪化してい
った中で、国の対応がなかったため、自治体の行動によってこの煤煙防止対策が公布された。

13

飯島伸子(2003)『環境社会学のすすめ』丸善 p.23
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国レベルで煤煙防止対策を初めて行ったのは、30 年後の 1962 年だ。
	
  戦前、別子銅山や日立鉱山のように、リーダーシップが発揮され、自社努力で問題への対策
案を実践してきた会社の他に、本稿では取り上げられなかった例が、大気汚染以外の他の典型
七公害14に多く存在する。戦前、軍国主義に向かう日本の中で、恐らく発言も許されず、権利も
今日ほど拡張されていなかった国民のために対策を施した限られた自治体や企業は、戦後の経
済復興の中で見出されることはなかった。
	
  近代と現代日本の公害問題を中心に、市民、企業、政府による課題への対応を見てきたが、
上記の考察から、近代において肥大化する国家と官僚制による支配、そして資本主義への偏重
という体制下にあったことが、対応を怠らせた本質的な問題であったと考えられる。企業側は
戦前の別子銅山や日立鉱山の例から見て、市民側との交渉に応じて対策を講じてきた例もあり、
古河鉱業の例は、古河と政府との関係性から生まれた作為的公害だと考えられる。戦後の公害
対策に対してより積極的なプレイヤーだったのは、市民と企業であった。実際、今日の日本企
業の省エネ技術をはじめとする環境技術は世界的な信頼を獲得しており、そのことが、日本が
課されている CO2 の排出削減義務を達成することを、却って困難にしているほどである。
	
  それでは次章から、これまで二章ヨーロッパ、三章アメリカ、四章日本、というように地域
別に時代区分して見てきたものを比較・考察していく。

(1)大気の汚染(2)水質の汚濁(3)土壌の汚染(4)騒音(5)振動(6)地盤の沈下及び(7)悪臭 出典：総
務省公害等調整委員会「公害(典型 7 公害)」の定義
http://www.soumu.go.jp/kouchoi/knowledge/how/e-dispute.html, 最終閲覧日：2012/01/19
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第五章	
  日米欧の比較
	
  ここまで、ヨーロッパ、アメリカ、日本という最も先進的な地域の環境史を辿ってきたが、
本章ではそれらの比較から、環境史が形成される過程の特徴を探り、地域毎の類似や差異を見
ていく。十八世紀中葉から二十世紀初頭、二十世紀初頭から中葉、そして戦後から現代までを、
それぞれ起きた出来事を表にし、どのように歴史が動いてきたかを地域で比較する。最終的に、
本稿で対象にした近代以降から現代までの流れを振り返ってみよう。

十八世紀中葉から二十世紀初頭
表 3：本稿で取り上げた各地域の十八世紀中葉から二十世紀初頭

	
  表 3 からは本稿でこれまで見てきた環境史の発端を、ヨーロッパとアメリカが共有している
点が見て取れる。本稿では当時覇権国家であったイギリスの事例を取り上げてヨーロッパとし
ていることには留意したいが、イギリスの成長がヨーロッパの環境史を先導してきたことは、
歴史の流れから逸脱するものではないと考えられる。
	
  ヨーロッパとアメリカは、エンクロージャーという政治的方策を共有しているが、ヨーロッ
パの場合、本質的な問題は食糧不足であったものと考えられ、エンクロージャーは生産性を上
げる目的があったと考えられる。しかし、エンクロージャーはそれまでの農業労働者を失業さ
せ、工業労働者を増加させることとなった。つまり、エンクロージャーによって食糧の生産性
を上げると同時に、資本主義を押し進める重要な労働力の確保という観点からも、資源を確立
することが出来たと考えられる。
	
  このような背景より以前にアメリカ大陸は発見されており、多くのヨーロッパ人が既に入植
済みであったと言われている。また、アメリカは建国前から奴隷制の農業経営による国際貿易
24
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を行い、アメリカに巨額の資本をもたらしたとも言われている15。確かにその通りであるが、前
述したように、アメリカはヨーロッパによって発見されたことによって後進という概念が生ま
れ、イギリスにおける農業技術の発展とエンクロージャーによる様々な過剰人員達の渡米が奴
隷制経営と結びついたことで、文明人による野蛮人の支配は強まったのではないかと考えられ
る。
	
  ヨーロッパにおいては、食糧不足という社会問題が存在し、施策により改善させたが、その
ことにより大気汚染を増進させ、市民団体や法が制定されるも、より強い資本主義の力によっ
て、有効な対策が講じられることはなかった。
	
  アメリカにおいては、その源流から資本主義と共に流れており、広大な土地と自然資源が存
在していたために可能な流れであったが、奴隷制に対する社会的な反発や、フロンティアとい
う内在しなくてはならない経済的価値の有限性に対する不安は、亀裂となり、南北戦争を引き
起こすに至った。
	
  日本の場合においては、根底に国家の安全保障のための成長の必要性というものがあり、そ
れは資本主義によって押し進められなければ達成することは出来ない、と広く信じられていた
のだ。実際に日本は日清・日露戦争に勝利し、この戦勝が国家をさらに肥大化させると共に、
経済の合理化を強める官僚制の流れも強まり、日本においては国と自治体と一部の企業以外が、
日本における言論を圧制していくこととなった。
	
  十八世紀中葉から二十世紀初頭までの、近代化が萌芽から加速に向かう時期においては、ヨ
ーロッパと日本は、眼前にある社会情勢への対処をする中で、大気汚染や鉱害という問題を発
生させ、市民運動はあるものの、適当な法律の制定のみに終わり、その上期待された効果を発
揮しないものに留まる、といった流れが非常に似通っているが、日本はイギリスの 50 年後を行
っていることが指摘出来よう。
	
  ヨーロッパと日本と、アメリカとの差異は、前者は差し迫った社会の問題に対応した結果生
じてしまった環境問題と、それに対応する法律、という経緯であった。一方、後者は初めから
資本主義と民主主義という二つのイデオロギーが加速していき、問題が見え始めてきた時には
既に後戻り出来ず、戦争を引き起こすこととなった、ということが言えるだろう。

15

安武秀岳(2011)『自由の帝国と奴隷制—建国から南北戦争まで−−』ミネルヴァ書房 p.87
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二十世紀初頭から中葉まで
表 4：本稿で取り上げた各地域の二十世紀初頭から中葉まで

	
  表 4 は十九世紀末から二十世紀中葉までを対象としている。ヨーロッパにおける科学技術の
発展の負の側面として毒ガスが存在し、当時の帝国主義と結びつくことで、第一次世界大戦を
より悪化させるものとなった。これらの技術は後に、農薬として使用され、農業生産の向上に
貢献するものであったが、同時に劣悪な環境被害を生むこととなった。それらは意図して行わ
れたものではなく、技術の活用に過ぎなかった。
	
  アメリカにおいては、国内のフロンティアが消滅したことに対する反応は、外にそれを求め
ることであった。そのためには、自国内の限られた資源の管理が必要であり、自然保護主義者
と対立することになった。帝国主義という社会情勢でさえも、根底には資本主義の拡張・独占
が内在しており、そのダイナミズムに対して市民団体や、経済価値に直結しない自然の保護と
いう考えが淘汰されているのが分かる。
	
  ヨーロッパもアメリカも日本も、二十世紀の真ん中は帝国主義の中で国家の安全保障のため
に、他国よりも軍事的・経済的に優位に立たなければならない状況にあったことが、その後の
環境問題へ影響を与えている。筆者の区分において、この時代は近代化が始まり、変化が一気
に到来・加速していった時代と、その後の大きな影響とそれへの反応があった時代に挟まれて
おり、各国を比較するには、まだ歴史的な材料が足りない可能性が考えられる。次頁にて、戦
後から現代までの地域比較を詳しく見ていく。
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戦後から現代まで
表 5：本稿で取り上げた各地域の二十世紀中葉から現代まで

	
  戦後、ヨーロッパは欧州共同体を形成したことで、ヨーロッパという地域的な空間に限るも
のの、環境問題の特徴である越境問題に対策を講じてきた。二度の世界大戦の戦場となったこ
との反省から、地域の国家間での環境に対する協力姿勢は、今日の基礎的な取り組みにおける
体制となっていると考えられる。また、一世紀以上もの間、被汚染国であり続けた北欧諸国の
活動に注目したい。自国の国民を考慮した国際社会への主張が、北欧諸国間の連携の中にも一
貫性のあるものとなっている。特に重要だと考えられるのは、被汚染国でありながらも、汚染
国のような道を辿ることを選んでいないことだ。このようなシナリオを選んできた北欧諸国の
歴史には、現在の途上国へのヒントもあるように考えられる。
	
  アメリカは戦後、覇権国家の地位を獲得し、経済成長を加速させていった。その間に、歴史
的には公民権運動、全米反ベトナム戦争運動などがあり、権利の拡張や国家への反抗が存在し
ていた。このような中において、カーソンは国家と企業を批判し、現代のように、資本主義の
中においても、CSR や事業そのものにおいて環境に配慮しないと損失を被る可能性を生み出す
ことが出来たと考えられる。権利の拡張は、動物、フェミニズム、そして自然そのものにも権
利を与える運動へと広がりを続けている。同時期に思想によって資本主義を脈々と支えてきた
宗教を批判することによって、環境を思想や宗教の観点から考察する文献が数多く執筆された。
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以上のことは、一時的に環境に政治力を持たせることとなり、企業や製品への反対運動や環境
に関する研究を推進したが、現代においては資本主義の力に再び押さえ込まれているように思
われることは、後述することにする。
	
  日本においてはヨーロッパとアメリカに比べ、資本主義の力により強く影響された。効率性・
合理性を基準とし、全国総合開発計画、所得倍増計画、そして『日本列島改造論』などが駆動
力となり、経済成長を実現してきた。しかし、この過程において公害問題は十分に対処されて
こなかった。自治体が独自の公害防止条例や環境保全条例などを制定し始めた背景には、肥大
化した国の遅々とした対応に見切りをつけ、自分達で対策を講じようとした動きだったのだと
考えられる。自治体によるこの方向は恐らく間違っていなかったが、経済開発の余地のない立
地を合理的に判断し、原子力施設の立地を策定し、政策を推し進めてきた。その上、環境影響
評価（アセスメント）法が資本主義の力と不安定な政治に押しつぶされたことからも、日本の
原子力政策は資本主義の権化に思われる。その権化の引き起こす事故に対する対策を国に一元
化する法案が成立していることも、資本主義の尻拭いを国家が担保しているように思われるが、
戦前の鉱害問題の歴史を振り返るに、効果が最大限期待出来るかどうかは疑わしい。
	
  ヨーロッパは共同体を設立したという点で日本と異なるが、どちらも環境問題が政治的な力
を内在することがより明確になっていったことが分かる。しかし、欧州の共同体の場合、各国
は同等の権利を持つ主体であったために、その中で互いに利益を共有する部分における環境問
題への対処に関しては、非常に有効だったかもしれない。しかし、日本の場合、官僚的体制に
対し、地方による自治的な条例制定が為されているが、環境影響評価法が国会で制定されたの
は、1997 年と遅く、一国内においてもこれほど意思決定に問題があるのは、国内において利害
対立の構造が存在しているものだと考えられる。
	
  アメリカでは、二十世紀初頭の新たなフロンティアの創造などの帝国主義時代において、環
境の保全と保護という思想的な対立において、資本主義の力が勝り、戦後も経済の力が依然と
して極めて強力だった。しかし、企業の活動による市民への被害や、反ベトナム戦争反対運動
や公民権運動といった社会情勢を背景が、新たな思想を生み出すこととなり、その思想が市民、
思想家、科学者らに影響を与えたことで、企業活動に影響を与えてきた。しかし、資本主義が
CSR やエコビジネスといった形に姿を変えているだけで、資本主義の揺り戻しが見られ、現代
においては二十世紀に生まれた思想が今後大きな社会体制の変容をもたらすかどうか、確証を
得ることは容易ではないだろう。

環境史の大局
さて、これまでの考察から、各地域においても、環境問題の発生、そして対応における問題の
発生も、そのような対応に仕向ける社会体制に問題の本質があるように考えられるだろう。そ
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してこの社会体制に対してとりわけ強い影響力を持つのが資本主義である。本稿では近代化以
降を取り上げているため、資本主義の環境への影響とは当然の言説であると思われるかもしれ
ないが、これまで三つの地域における環境史的な出来事を考察する中で、資本主義という根本
のイデオロギーの表出を発見してきた。
	
  以下の表 6 において、本稿の対象とする近代化以降から現代までの歴史の中で、環境史を構
成する要素を概略化している。
表 6：環境史の構成要素

	
  表 6 で示されていることは、歴史の中の環境史に焦点を当てたものであるが、環境問題は正
にストックの問題の中で最も目に見えて差し迫っている問題だと言える。本稿は、近代化以降
の世界を対象にしているものであり、表 6 からも分かるように、本稿で発端としている、社会
情勢への対応とイデオロギーの後押しという二つの発端となっている出来事も、過去の歴史の
帰結であるということが考えられる。このことは同時に、現在の出来事が、未来の歴史におけ
る発端となる可能性があることを示唆するものであろう。環境問題というストックの問題は、
これまでの所、局所的には生態系の変容などの影響を及ぼしているが、今後さらにどのような
影響を及ぼすかは未知数だ。我々は、これまでを踏まえ、どのような環境史を形成していくべ
きなのだろうか。

29

日米欧の環境史のこれまでとこれから
−−まだ書かれていない環境史の創造に向けて—

第六章	
  新たなフロンティア・ラインの開拓
	
  二十一世紀のグローバル・プロブレマティークにおいて、環境問題は重要な位置を占める問
題となってしまった。本稿ではこれまで、地域別の考察を行った第二章から第四章と、前章に
おける地域別の比較において、ヨーロッパ、アメリカ、日本の環境史を見てきた。環境史のこ
れまでの流れを踏まえ、現代において我々が直面している、ストックされてきた環境問題に対
し、どのような歴史をこれから形成していけば良いのだろうか。本章では、環境史の新たなフ
ロンティア・ラインとして、個々人の価値観というフロンティアの開拓によるこれからの環境
史を提案とし、本稿の締めくくりとしたい。

環境を取り巻く情勢
	
  本稿で見てきたように、環境史の要所要所でその影響力を担っていたのは、資本主義の力で
あった。資本主義を押し進めようとすると、公害が起こったりすることで、市民による反発が
起きたり、法律を制定してこなければならなかった。もしくは思想同士を戦わせ、時代に適合
したものを取捨選択して歴史を押し進めてきた。しかしそれらも、資本主義の中に組み込まれ
たものであり、経済の発展を妨げない程度に留まるか、むしろ促進するものであった。消費者
や市民からの製品反対運動があれば、環境配慮製品を逆に売り文句にしてきた。環境保全・保
護を地方自治で行える可能性があったにもかかわらず、原子力という存在、すなわち生産性を
上昇させる装置を推進してきたことは、事故や関連施設の危険性から、対策が国に一元化され
てきてしまった。効率の良い官僚体制は、資本主義を保護するばかりだ。その中で機能してい
るように見られる唯一の例として、ヨーロッパにおける国家を超えた共同体の機能がある。国
連会議などで決められた条例や議定書は、特にオゾン層の保護などに関しては著しい効果を見
せ、最近ではオゾン層の議論が壇上に上がってくることはあまり多くなくなってきた。この方
向性は、私は全面的に正しいと考えているが、先進国と後進国の隔たりは大きく、先延ばしに
しては、またいつ資本主義の波に飲まれてしまいかねないか分からない。

制度の再設計—価値観というフロンティアの開拓へ
これまでの歴史の中で、その威力で影響を及ぼし続けてきた資本主義や国家といった制度の再
設計が必要とされていると私は感じる。人間の欲望をコントロールすることは、敬虔な信仰を
持つ一部の人々以外にとっては困難なことで、ましてや一日に数えきれないほどの広告を目に
し、情報に触れる現在の私たちの生活を送る中においては不可能に近いことだろう。
	
  環境問題を解決するためには、資本主義の中でどうにかして解決していく、という流れであ
ったことを本稿で説明してきた。そのことは近年の「エコビジネス」や「地球に優しい」など
を標榜しているものを数多く目にすることからも窺える。しかし、このままでは、近代の流れ
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を継承するばかりだ。そもそも資本主義とは一体どういうもので、なぜ環境問題に対して影響
を与える存在なのか、ということを理解することに本質的な意義があるはずだ。
	
  近代以降の環境史を見てきて私たちは、なぜ過去の人々は非理性的で思慮に欠ける判断を下
してきたのだろうか、と考えているに違いない。しかし同時に、日本で暮らしている私たちに
とって、満たされた生活の中で極端な貧困を経験することもなく、充実した四季を経験するこ
とが出来ている中で、技術の発展により、環境に配慮した製品が出てきていれば、資本主義の
一体何を再設計すれば良いのか、と疑いたくもなるだろう。
	
  しかしながら、現に人々は、2011 年 3 月 11 日以来、原子力発電所に対して脱原発のデモ活
動を行っており、原発を現状のまま使用していくことに真っ向から賛成の人もまずいないと考
えられる。それは、技術的な問題に依るものなのだろうか。問題の本質は、日本が原子力発電
所を全て停止すれば解決するものなのだろうか。私は、資本主義の飽くなき追求の結果もたら
された現在の体制に問題があると考えており、それはすなわち資本主義そのものの問題であろ
う。本稿で取り上げた三地域は、全て過去に原発事故を経験している。資本主義を追求した先
に原子力があるのならば、グローバル資本主義の中ではどこにいても原発事故のリスクが付き
まとうことになるだろう。
	
  私は資本主義の放棄や社会主義へ舵を切ることなどの必要性を考えている訳ではない。グリ
ーンな資本主義や持続可能な発展、サステナビリティはこれまで以上に重要な概念になり得る
と考えている。しかし、そのような大きな枠組みの中での思考は、これまでと同じような歴史
を歩む危険性を孕んでいるように感じていることを隠さずにはいられない。製品が環境配慮型
であっても、環境配慮型の社会であっても、それらを使用し、社会を運営していく人間が環境
配慮型でなくてどうするのか。
私は、未来の人々が歴史を振り返って私たちを知った時、なぜこれほど高い技術を持った民度
の低い人類が存在し得たのか、と不思議に思われたくない。ミュアや田中正造が歴史の中で取
り上げられてはならないのである。個々人が彼らと同じような価値観を共有することを、社会
の中での所与のものであると捉えなければならない。国際関係を専門とするアメリカのジャー
ナリスト、T・フリードマンは、著書『Hot, Flat, and Crowded −− Why We Need a Green
Revolution −− and How It Can Renew America』の中で、このように述べている。

“It is not about Earth Day concerts. It is not about special green issues
of magazines. It is not about 205 easy ways to go green. It is not just the
latest dot-com gold rush or marketing fad, either. It is a survival
strategy. It is about what we do in response to the truly massive
challenge that we face to preserve the natural world that has been
bequeathed to us. Somewhere along the way, that large purpose has
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gotten lost. Too often and in too many ways, “green” has become a
license to feel good without doing so, to raise awareness without
actually changing our behavior”. (p.397)

	
  私たちが日々目にする環境問題に関する議論は、間違いなく歴史の中で積み重ねられてきた
ものだ。歴史の中で、どこからか歪んできたものが、私たちに重荷となって背負わされる形に
なってしまった。しかしそれを、将来世代にも残して良いという議論にはならないだろう。私
たちは、私たちを取り巻く体制を含む環境を、どのようなものにしていきたいと思うのか。フ
リードマンは著書の締めくくりに、このように述べている。

“We are all Pilgrims again. We are all sailing on the Mayflower anew.
We have not been to this shore before”. (p.412)

	
  環境問題への個々人の価値観の再設計という新たなフロンティア・ラインに私たちはようや
く辿り着いたところである。人類の過去を振り返り、犯してきた環境問題に対して正しく認識
し、価値観を改めない限りにおいて、私たちが送りたいと願う生活や生きたいと願う未来の世
界を構築することは出来ないだろう。国家、超国家の共同体、企業、グローバル化、資本主義
—環境問題の解決は、これら大きな物語の一部になるのではなく、個々の人々の行動における
価値観や考え方というフロンティアの開拓を進めていくことが重要なのである。
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おわりに
	
  セヴァン・スズキ—彼女の名前を知らずに現代の環境問題を考察している人間はいないだろ
う。1992 年、リオ・デ・ジャネイロで行われた地球サミットで、子どもの環境団体の代表とし
てスピーチを行った、当時僅か十二歳の少女のことである。私はこれまで YouTube でことある
ごとに何度も彼女のスピーチを視聴してきたが、ここ数年では観る度に胸に針を刺される感覚
がある。現在の自分よりも十歳も下の年の子どもが、ここまで世界のことを考えているのに自
分は、と。
	
  環境問題は、環境の問題ではない。正しくは、人間の問題なのだと私は考えている。私たち
は環境問題と呼んでいるが、恐らく正確には”人間問題”なのだろう。なぜならば、この問題の帰
結する先には—無論地球自体の存亡という問題もあるが—人間の将来に関わる問題があるから
だ。それは、過去に発生してきた出来事を理解し、改めて現在を見つめることで自ずと導かれ
る理解だと思う。
	
  本稿で多く取り上げることの出来なかった、国家や企業、資本主義といった要素以外、特に
市民団体や NGO などの活動の詳細な内容の方が、より本稿の結論において共有される部分が多
いだろう。これらの団体の活動を心から応援すると共に、個々の人々がどのような生活、社会
の体制、そして世界を望むか、環境（人間）問題の価値の上昇を願うと同時に、私自身も熟考
を続けていきたいと思う。

	
  2010年秋、アメリカ留学から帰国した私は、 本稿執筆のために師事する教授を探していた。
その時目に留まった「パースペクティブ2050研究会」は、それまで私が漠然と抱えてきた悩み
に対し、ヒントを与えてくれるものではないかと大いに期待させるものだった。 毎週の文献読
破とレポートは楽ではなかったが、研究会での刺激的なディスカッションと先生の解説による
世界観のアンラーニングの経験は、私の学生生活の中で最も刺激的なものだった。
	
  上山信一教授には、研究会において一年半もの間、私の荒削りな考察と文章に対する評価を
いただき、さらに本稿の執筆に際しても多くの助言をいただいたおかげで、本稿を卒業論文と
して形に残すことが出来たことに関し、心より感謝を申し上げたい。上山信一研究会の方々と
は、毎週脳の筋トレを共に過ごし、議論の足りない時には昼食の席でも議論を交わし、理解を
深めることが出来たことは、私の大きな財産であり、本稿を書く上でも非常に多くのアイディ
アをいただいた。そして、私を多面的に支えてくださったその他多くの皆様に、深く感謝を申
し上げたい。
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