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環境とそれに関わる諸問題に、文化というパースペクティヴからアプローチ
する方法は、人の心を惹きつけもするが、物議を醸しもする。何故ならこの
方法は、環境についての私たちの知識の基盤の考察を余儀なくさせるからで
ある。言葉を変えて言えば、私たちはどんな認識のレンズを通して、環境を
イメージし理解するのか、そしてこうしたレンズにより、私たちが環境問題を、
ひいては自然そのものを捉える定式がどう形作られうるのか、ということが
問われるのだ。もちろん、文化というものはつかみどころがなく、とかく論議
の的となる概念で、特に私たちがいわゆる「国民文化」について語る際にはな
おさらそうである。日本研究に携わる学者として、例えば、環境や環境主義に
対する「日本的な」特有の文化的アプローチがあるのかどうか、尋ねられるこ
とが私にはよくある。自然に対する日本的な独自のアプローチというものが
あるのだろうか。これは取り立てて新しい問いではないし、実際、まさにこの
問題を扱った研究はこれまでにもたくさんある1。例えば神道の信仰は、自然
に対する日本独自の感性が儀式の形で表されたものだと言われてきた。地域
に根ざした数多くの祭や儀式は、神々に向けて子孫繁栄や豊作を祈るもので、
何千年以上にもわたって日本人が列島で自然環境との間に育んできた親密な
関係を反映している、と論じられることも多い。
確かにそうした文化的な説明には、一抹の真実という以上のものがある。

だが、文化本質主義の罠に陥らないよう、またそれに関連して、国家や国民と
いうものを均質な文化的単位だと単純化して扱うという問題に陥らないよう、
注意しなければならない。国家や国民というものは実際には、膨大な多様性
と数多くの闘争を内に含んでいる。歴史家としてのパースペクティヴから言え
ば、自然と環境に対する日本的なアプローチについて上のように尋ねられた
時に私が選ぶ態度は、いわゆる文化というものを同様に形作るものとして、
長い歴史の過程の結果と並んで、歴史的な断絶や突然の変化が起こった決定
的な瞬間に目を向けるというものである。歴史的なパースペクティヴから考え
るならば、環境アクティヴィズムに対する日本的なアプローチを同定すること
は可能だと私は確信している。とはいえ、このアプローチは比較的最近のもの
──おそらくここ50年ほどの間に目立って現れてきただけの──なのではあ
るが。以下本論文で説明するが、この日本的環境主義を深い部分で形作った
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のは、工業的な近代化によって国土が癒し難い傷を負った経験だと私は考え
ている。
よく知られているように、1950年代中期頃から1970年代の初期まで立て
続けに、日本は目覚ましい勢いの経済成長を経験した。この経済成長は、日
本人を非常に豊かにしはしたが、自然環境と彼ら自身の健康に極めて有害な
結果をもたらしもした。この産業公害と人的被害の経験が、その後の日本的
環境主義の展開を深い部分で形作った、と私は考えている。特に私が提唱し
たいのは、1960年代頃以降の日本の環境アクティヴィズムには、自然環境そ
のものと対比される限りでの、人間－環境の結びつきに重点を置く特徴があ
るということである。
私はこれを、日本の人間中心的環境主義と呼んでいる。学術的な専門用語

を使って言うなら、日本の人間中心主義的環境主義である。強調しておかな
ければならないが、もちろん私が言いたいのは、日本に他の形の環境主義や
自然へのアプローチがなかったということではない

4 4 4 4

。例えば日本には、明らか
に自然に焦点を置いた、あるいは生態系中心の自然保護運動がこれまでにも
多数あった2。むしろ私が言いたいのは、およそ1950年後期以降のこの国の
環境運動において、極めて正当な歴史的理由から、人間中心主義が優勢を占
めてきたということである。本論文で私は、環境主義に対する日本の人間中
心的なアプローチの起源と展開を検討する。私がとりわけ興味を引かれるの
は、この日本的環境主義が1960年代後期以降、東アジア全域にわたって、ま
た世界的に、どのように環境アクティヴィズムを活性化しそれに貢献してきた
かという点である。私が指摘したい主要な論点の一つは、人間中心主義的な
環境アクティヴィズムが、1960年代以降に日本の活動家たちが東アジアと再
びつながるための重要な「方法」であり続けてきたということである。

20世紀後期の思想家・竹内好の思想に詳しい人ならおそらく、「方法として
の環境アクティヴィズム」というこのアイデアが、「方法としてのアジア」という
竹内の概念をもじったものだと気づくだろう。私がこの言い回しを選んだの
には意図がある。世に大きな影響を与えた1960年の講演で竹内が論じたよ
うに、アジア人は、西洋を「包み直」し、「変革する」ために、また「普遍性をつ
くり出す」ために、自分たち「独自のもの」［文化価値］を変革する必要がある。
そしてこの「独自のもの」［文化価値］は、「実体」として既に存在するというよ
り、「主体形成の過程」において、あるいは彼が言うところの「方法としてのア
ジア」において生じることになる3。確かに、竹内のここでの意図はいささか
曖昧だが、西洋に象徴される工業的な近代という（本質化されたものであるこ
とが明白な）構築物にこの意図を対比させて並置すると、方法としてのアジア
とは、浸食されたという共通の、あるいは共有された感覚を中心にして作り
出された、抵抗のある一つの形を擁護するものだと思われる。日本の活動家
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3
竹内好「方法としてのアジア」、『竹内好全集』
第5巻、筑摩書房、1981年、115頁を参照。

［訳者注記。筆者の引用する、Richard F. 
Calichmanによるこの講演の英訳 (“Asia as 
Method,” in What Is Modernity? Writings of 
Takeuchi Yoshimi. New  York:  Columbia 
University Press, 2005)では、「独自のもの」と
いう竹内のフレーズが“own cultural values”
と訳されており、筆者は英訳のこの部分
(Ibid., 165)を 引用している。ここでは、竹
内の原文を引用し、かつ筆者の論旨を伝え
るために、竹内の上のフレーズの後に「文化
価値」の語を［　］中に入れて補足した。］

2
Catherine Knight, “The Nature Conservation 
Movement  in Post-War  Japan.” Environ-
ment and History 16 (2010): 349–70.
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たちがアジア全域にわたる産業公害に反対したのは、日本の左翼が戦後アジ
アと再びつながっていく中で、さらには日本国内で革新的な政治的主体性が
再構築されていく中で、決定的な瞬間であった、と私は考える。日本の活動家
たちは、東アジアで日本が引き起こした一連の環境問題を暴くにつれて、こ
の地域を再発見していたし、アジアの反公害活動家たちとの交流を通じて、

「アジア」の持つポテンシャルを再発見してもいた。復興した日本の経済に例
証されるような、工業的な近代の過剰に抵抗するための、地理的かつ理念的
な空間としての「アジア」のポテンシャルを。私が方法としての環境アクティ
ヴィズムを提唱するのは、この意味においてである。アジアの公害が国境を超
えた応答を触発し、そのせいで今度は、日本とアジアの他の国々の環境活動家
たちが、アジアという地理的な地域と、批判的な視点を供えた地域アイデン
ティティを再発見するよう促された。私が主張したいのは、地域意識が覚醒す
るこの過程が、歴史的な帰結として生じたのと同程度に、環境運動に人々を
集結させる特定の試みの数々─その中には成功したものもあれば、成功し
なかったものもあるが──から生じたということである。

日本的環境主義を位置づける

日本の環境主義における人間中心主義のルーツと、国境を超えたトランス
ナショナルなアクティヴィズムの展開を論じる前に、まず環境主義がとりうる
多様な形態と、その中での日本の環境アクティヴィズムの位置を考察しよう。
上の表は、環境主義の多様な形態を二つの軸に沿って区分したものである。

生態系中心主義的環境主義
（自然中心的）

「ニンビー」
自然保護運動

（地域の川、森等を守る）

日本の反公害運動
（1960年代–70年代）

持続可能な開発を目指す運動
気候変化に取り組む運動

「ディープ・エコロジー」
運動

人間中心主義的環境主義
（人間中心的）

グ
ロ
ー
バ
ル
な
視
点
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カ
ル
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視
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X軸は環境主義のスケールを表し、一方の極の非常にローカルな視点のものか
ら、他方の極のグローバルな視点を持つものまでの幅がある。Y軸は環境主義
の目標を表し、上の極の生態系中心あるいは自然中心の視点を持つものから、
下の極の人間中心主義的あるいは人間中心的な視点を持つものまでの幅があ
る。これらの二つの軸を使って、環境アクティヴィズムの諸形態を、表の4つ
の領域のいずれか一つの中に位置づけてみることができる。表の右上の領域
には、最もグローバルで生態系中心の視点を持つ環境理念や環境運動が含ま
れる。その例としては、ノルウェーの哲学者アルネ・ネスが1973年に創始し
たディープ・エコロジー運動が挙げられる。自然界は複雑な相互関係の微妙な
バランスであり、この相互関係の中では、生物の生存が生態系内の他の生物
の生存に依存する、というのがディープ・エコロジーの主張である。ディープ・
エコロジーが提起する重要な論点は、人間による自然界への介入、あるいはそ
の破壊が、人間に対して脅威となるだけではなく、それよりももっと重要なこ
とに、自然の秩序を構成するすべての生物に対して脅威となるということで
ある。従って、環境世界についてのこの見方の中では、人間は中心となるよう
な焦点でも関心でもない4。表の左上の領域に属するのが、自然に関してロー
カルな視点──グローバルな視点に対立する──を持つ環境主義である。その
例には、ダム建設阻止の運動や、地域の生態系を守る運動といった、地域に
根ざした自然保護運動が含まれるだろう。こうした運動は時に「ニンビー」

（NIMBY。not-in-my-backyard「我が家の裏には御免」の略）と呼ばれる。よ
り遠大な環境哲学を支持するよりも、ローカルなものの地域性を守ることに
主として興味を示すからだ。こうした運動は、他の場所での環境破壊にはそ
れほど関心を持たない。言い換えれば、「ダムがよその川にできるなら、それ
でいい」というのが、この運動のアプローチなのだ。
表の右下の領域には、グローバルな視点を持った、人間中心の環境主義が
属する。地球温暖化に取り組む運動や、持続可能な開発を実現する運動が、
このカテゴリーに該当すると言っていいだろう。何故だろうか。それはこうし
た運動が確かに自然環境の崩壊に関心を寄せてはいるものの、その主たる興
味は、人類の末長い存続にあるからだ。1987年に「環境と開発に関する世界
委員会」（「ブルントランド委員会」とも通称される）が持続可能な開発を定義
して、「将来の世代が自らのニーズを満たす能力を損なうことなく、現在の
ニーズも満足させるような開発」5と述べているのを考えてみてほしい。この
定義において第一に関心が寄せられているのは現在の人間で、次が未来の人
間である。環境保全は、人類存続のための必要条件と見なされている。
表の左下の領域には、ローカルな視点を持った、人間中心の環境主義が属
する。その一例が、先住民の人々が自分たちの伝統的な居住地の存続のため
に、世界中で繰り広げている闘争である。こうした人々の好例が、マレーシア

4
ディープ・エコロジーについては、以下の文
献を参照。Edward de Steiguer, The Origins 
of Modern Environmental Thought. Tucson, 
AZ: The University of Arizona Press, 2006, 
185–201. 

5
http://www.un-documents.net/ocf-02.htm
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のサラワク州にあるボルネオ島に住むペナン族の人々である。ペナン族は、自
分たちの住む森林の伐採をやめさせるために長い間闘ってきた。彼らの生存
がこうした森林に依存しているからだ。彼らの抗議活動の主旨は、熱帯雨林
をそれ自体のために保護することではなく、自分たちの日常生活を維持する
このローカルな空間を保護することである。もう一つの例は日本の環境運動、
特に1960年代と1970年代のものである。既に述べたように、過去50年余り
にわたる日本の環境保護の際立った特徴とは、その人間中心的、あるいは人
間中心主義的な視点だと私は考えている。この特徴は、産業公害により国土
が癒し難い傷を負った歴史的経験の結果である。これからこの歴史に目を向
けてみよう。その際特に注目したいのは、日本の活動家たちが、この環境主義
のパラダイムを世界に伝えようとし、また国境を超えた連帯運動を通じて他
国の環境運動を支援しようとしたそのやり方である。

日本の産業公害の経験

戦後日本の産業公害の経験については、歴史的な研究がかなり進んでおり、
多くの成果が報告されている。そのためここでは、その歴史を短く要約する
にとどめよう6。1950年代中期から後期にかけての日本を見ると、産業公害
の惨憺たる事例がいくつも発見されたり、突如として発生したりしている。
熊本県水俣湾のメチル水銀汚染、三重県四日市市の二酸化窒素による大気汚
染、富山県神通川のカドミウム汚染、森永粉ミルクの砒素汚染、カネミ米糠油
のPCB汚染。公害事件を挙げていけば、延々と長いリストができる。事態が
余りに深刻を極めたため、ある有名な環境主義者は、皮肉を込めて当時の日本
を「公害のデパート」になぞらえた。1970年、初めての「地球の日（アースデ
イ）」にアメリカでは、人々が「NO MORE TOKYOS」（東京の惨劇を繰り返
すな）のプラカードを掲げて行進した──これにはもっともな理由があった。
東京の光化学スモッグ問題は非常に深刻で、学校に通う子供たちが実際に校
庭で倒れるほどだったのである。1972年、ニューヨーク・タイムズは、ひどい
大気汚染を理由に東京を「世界の汚染七不思議」の一つに挙げた論文を掲載し
た。この論文は、東京への旅行者にガスマスクを持っていくよう勧めていた7。
スモッグ問題があまりに深刻だったため、東京都政は市民に警告する目的で、
都心部に実際に汚染の測定器を設置までした。視程［訳者注記。大気中で肉
眼で物体がはっきりと確認できる最大距離。］の変化は、大気汚染問題を分か
りやすく示してくれる。1968年に東京の中心部から富士山が見えたのは年に
13日だけだったのに比べて、それより1世紀前には100日だった。著名な生
物学者ポール・エーリックは、論議を呼んだ1968年の著書『人口爆弾』により、

6
これについては、拙論 “Japanʼs Long Envi-
ronmental Sixties and the Birth of a Green 
Leviathan.” Japanese Studies 32. 3 (2012): 
423–44を参照されたい。

7
Richard  Curtis  and  Dave  Fisher,  “The 
Seven Wonders of the Polluted World,” New 
York Times, September 26, 1971, 21.
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世界中の環境主義者たちの間で名を上げたが、その彼でさえ日本の産業公害
を、地球の暗い未来の一種の予兆として取り上げた。1975年に彼はこうも
言った。「昔の炭坑夫が、カゴの中のカナリヤを見守ったように（中略）他の工
業国の知識人たちは日本を注意深く見つめている」8。
環境についての日本の当時のベストセラーは、汚染された環境が人間の健
康にどのように有害な影響を与えるかということだけにもっぱら焦点を置い
ていた。最も有名なベストセラーには、宮本憲一・庄司光の『恐るべき公害』、
石牟礼道子の『苦海浄土──わが水俣病』、有吉佐和子の『複合汚染』（この作
品は当初朝日新聞で連載された）がある。当時の環境運動も、人間に焦点を置
くこの姿勢を反映していた。日本の反公害アクティヴィズムは、1960年代中
期に始まり、1970年代初期までには国中に広がっていき、大きなうねりと
なった。この抗議活動が大きな注目を集めたせいで、日本国民はますます公
害に反対するようになり、政治的な指導者たちに圧力をかけ始めた。これに
応えて指導者たちは、次から次へと公害を規制していった。こうした動きが
最も顕著だったのが、1970年に一連の公害対策が日本の国会で可決された時
と、1971年に日本政府が環境庁を設立した時である。
こうしたメディアの注目と抗議運動の結果として、1970年代後期までには、
少なくとも産業公害に関しては、日本ははるかにクリーンな国になっていた。
そのせいで、汚染浄化の奇跡を語る人々まで現れた。注目すべきはしかし、日
本がこのように産業公害と抗議活動を経験したことが、この時期以降の日本
国内の主流派の環境アクティヴィズムにおける人間中心的な視点を形作るの
に決定的だったという点である。何よりも人々の心を動かしたのは、水俣湾
のメチル水銀中毒患者のような、公害被害者の痛ましい状況であった。

公害研究委員会

この背景を踏まえた上で、1960年代以降に非常に大きな影響力を持ったグ
ループで、学術専門家であり、かつ活動家でもあった人々から構成された、

「公害研究委員会」の活動に目を向けよう。このグループは、戦後日本の（最初
ではないにせよ）最初期の環境NGOの一つだったが、数々の理由から極めて
重要なグループである。このグループとそのメンバーたちは、日本の公害問題
を暴き被害者の権利を守るのに中心的な役割を果たした。だがそれよりも
もっと興味深いことに、このグループは国際的なコネクションが強く、その
アクティヴィズムの開始当初から、日本の反公害運動と世界中の環境運動との
間の仲だちを務めていた。公害研究委員会はこの理由で、日本の人間中心的
環境主義のアジェンダを世界に伝えるのに極めて重要な役割を果たした。

8
Paul  Ehrlich,  “Foreword,”  in  Island of 
Dreams: Environmental Crisis in Japan, ed. 
Norie Huddle, Michael Reich, and Nahum 
Stiskin. Rochester, VT: Schenkman Books, 
1975), xiv／ノリ・ハドル、マイケル・ライ
シュ、ナハーム・スティスキン『夢の島─公
害から見た日本研究』本間義人・黒岩徹訳、
サイマル出版会、1975年、6頁。
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私が考えるに、公害研究委員会は、日本の産業公害との闘いという文脈に
おいてのみならず、より広範な、当時の環境主義に関わる世界全体の歴史の
中で理解される必要がある。1960年代と1970年代初期は国際的に、現代の
グローバルな環境主義の誕生期という意義を持っていた。例えば、1962年に
はレイチェル・カーソンが『沈黙の春』を出版した。この書は現代の環境主義の
最初期のマニフェストの一つであった。宮本と庄司がほぼ同時期に日本で研
究を進め、『恐るべき公害』を執筆していたという事実は、いかに当時の開発
が世界的規模で同時進行していたかを証明している。同様に、1968年には
ポール・エーリックが『人口爆弾』を出版し、この書が世に大きな影響を与えた。
増加の一途をたどる世界人口は全く持続不可能であり、環境の破滅と戦争を
避けるためにはこれに敢然と歯止めをかける必要がある、というのがこの書
の提言であった。1970年代には、国家レベルでの様々な対応も目につくよう
になる。1970年アメリカでの環境保護庁の設立、1971年フランスでの環境省
の設立などがそうである。こうした動きは、1972年に国連がストックホルム
で第1回の人間環境会議を開催した時にピークに達した。当時の日本の環境
主義は、こうした全世界的な状況の中で理解される必要がある。
公害研究委員会は1963年に設立され、その活動と影響力の最盛期は1970

年代後期頃まで続いた。これは主としてエリートからなるグループであった。
ほとんどすべてのメンバーが、エリート大学に在職しているか、もしくは学界
で一定期間活躍していた。このことが、グループに際立った強みをいくつも与
えた。第1にこのグループは、アクティヴィズムを展開する過程で、国やその
他の諸機関の資源を活用することができた。例えば、グループの創始者である
都留重人は、日本の厚生省からグループ創設のための資金を調達した。このよ
うに、このグループは、国政内部に賛同者を持ちつつも自律性を保ったNGO
であり、時に政府の政策を様々な面で激しく批判することもあった。第2に、
メンバーが学術機関に所属するエリートとしての経歴を持っていたことは、
彼らの多くが非常に強い国際的なコネクションを持っていたということでも
あった。このことは、彼らの果たしたグローバルとローカルの媒介者としての
役割に関して決定的に重要であった。第3に、このグループは複数の専門分野
に通じ、そこには経済学者もいれば、公衆衛生のエキスパート、法律専門家、
都市工学の学者も含まれていた。グループが公害問題にチームとして取り組
んでいたため、彼らは公害被害者を支援するのに、自然科学と社会科学の両
方のパースペクティヴを取り入れた。こうして、彼らの導き出した結論は極め
て信憑性の高いものとなった。特筆に値する第4の要因は、ほとんどすべて
のメンバーがマルクス主義者と関わりがあったか、あるいは、マルクス主義的
なパースペクティヴに対する親近感を共有していたということである。このイ
デオロギー的なパースペクティヴもまた、自然環境を守る闘争とは対照的に、
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公害被害者である人間に焦点を置くメンバーの姿勢に活力を与えていたので
はないか、と私は提唱したい。
戦後日本の環境運動に詳しい人なら誰でも、公害研究委員会のメンバーの

名前に聞き覚えがあるだろう。創始者の都留重人は1930年代後期にハーバー
ド大学で経済学を学び、その後そこで講師を務めた。開戦とともに日本に引
き揚げ、しばらく戦時下の外務省で働いた。彼について最もよく知られてい
るのはおそらく、1947年に片山内閣の下で戦後初の『経済白書』を執筆したこ
とだろう。その後彼は一橋大学の経済学部の教授に就任した。都留は国際的
なコネクションが最も強かったメンバーであり、1972年ストックホルムでの国
連人間環境会議の陰の立役者であった。宮本憲一は、名古屋大学で学んだ経
済学者である。環境と公害についての著書の数では間違いなく群を抜き、そ
の中でも最も注目すべきなのが、1964年の著書『恐るべき公害』である。宮本
はまた、世の注目を集めた裁判で専門家証人として証言することで、日本の
環境運動に影響を与えた。庄司光は、環境・公衆衛生を専門とする工学者で、
医学、工学、設計、生物学といったハード・サイエンスの知識をグループに持
ち込んだ。戒能通考は東京大学で法律学を学び、1960年代後期から美濃部東
京都知事の都政の下で公害研究所の所長を務めた。最後に、宇井純は東京大
学で都市工学を学び、その後そこで長年にわたって助手を務めた。グループの
中でもおそらく最もラディカルで反体制的、かつ歯に衣着せぬ人物であった。
都留と同様、宇井は国際的な環境運動において目覚ましく活躍し、特に日本
の味わった水俣の苦い経験の伝達者としての功績は大きかった。彼はまた
1970年に自主講座「公害原論」の運動を開始した。以上がグループの主要メ
ンバーである。公害研究委員会は1979年に日本環境会議となり、今日でも活
動している。
公害研究委員会はどのようなアクティヴィズムに携わったのだろうか。それ

を明確化するために、彼らの活動を、国内を舞台にしたものと国際社会を舞台
にしたものに区分することができる。ただ、これがいささか人為的な区分であ
ることは断っておきたい。何故なら、2種類の活動の間には重なりがあったの
だから。グループの国内での活動の舞台となった5つの主要領域を考えてみよ
う。第1に委員会のメンバーは、公害の現地を訪れ、反公害・反開発の活動家
たちと会うのに膨大な時間を費やした。例えば、彼らは1963年と1964年に、
四日市の石油科学コンビナート周辺の大気汚染問題の大規模な調査を行った。
彼らは工場を見学し、地方官僚と話をし、大気と水のサンプルを検査し、喘息
患者に会い、地域の反公害活動家たちとの会合を設けた。第2にメンバーは、
1960年代と1970年代初期を通じて、水俣と四日市の公害訴訟の特別顧問や
専門家証人を務めもした。第3に委員会メンバーは、当時の公害と環境を扱っ
た主要文献に数えられる著作を出版した。その中でも特に際立っていたのが、
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先に説明したように、1964年の宮本と庄司の共著『恐るべき公害』であり、こ
の書が国中の反環境汚染活動家たちにとっての一種の手引きとなった。第4
に、メンバーはまた反公害のネットワークを打ち立てもした。例えば、1970年
に宇井純は、世に言う自主講座「公害原論」の第1回講座を開催した。この運
動は、ありとあらゆる立場の個人──学生、主婦、地域で働く人々、会社員
──を惹きつけた。この運動の参加者たちは、情報交換に加え、地域の反公害
運動の支援も行った。第5に、戒能通考や都留重人のようなメンバーは1969年
以降、美濃部東京都知事の先進的な都政の下で環境政策の立案に関わりもし
た。中でも最も大きな意義があったのは、戒能が1969年に「東京都公害防止
条例」を作成したことである。この条例は国内での工業排出物に厳しい基準を
設け、それが主要な要因の一つとなって、日本政府は1970年に非常に厳格な
環境法を承認するのを余儀なくされた。
上のリストに公害研究委員会の国際的な活動を加えるなら、彼らの貢献の

素晴らしさがますます際立ってくる。さらに、環境主義における人間中心主
義的なヴィジョンを国際的に擁護した点でグループがどれほど重要だったか、
改めて認識させられる。1960年代と1970年代の公害研究委員会の国際的な
活動は、大きく分けて3つの領域で繰り広げられた。海外の公害現場で事実
を突き止めるという使命、環境に関する国際シンポジウムや国際会議への出
席、そして海外での多岐にわたる出版や学術発表である。委員会のメンバー
は、日本の公害現場でそうしたのと同じように、個人的にもグループとして
も、他の国々で公害調査を行った。グループの中で最初に海外の公害を研究し
たメンバーの中には、宇井純と宮本憲一がいた。例えば、宮本は1960年代に
ヨーロッパに渡航した。彼は好奇心旺盛なマルクス主義者で、共産主義諸国が
公害を根絶したかどうかを確かめるのに興味があって、チェコスロバキアと
ポーランドに渡ったのである。彼がそこで目にしたのはもちろん、日本のより
ひどくはないにせよ、それとよく似た産業公害であった。そして実際このこ
とが、宮本のような多くのマルクス主義者に、彼らが東側諸国に対して抱いて
いたバラ色のイメージの再考を迫った。1975年、委員会のメンバーはカナダに
渡航し、先住民族の人々の間に広がるメチル水銀汚染の検査を行った。髪の
毛と水のサンプルを検査することで、メンバーは水銀汚染を確認した。その結
果、先住民の人々は訴訟を起こすことになった。この時期、宇井純も海外を飛
び回っていた。1968年から1969年にかけて、彼は世界保健機関（WHO）か
ら資金援助を受けた研究員としてヨーロッパ各地を訪問した。産業公害の危
険性についての彼のメッセージは、メディアで広く取り上げられた。イタリア
のある新聞の見出しには、こう書かれていた。「化学物質が私たちを殺す、日
本で起こったのと同じように」。スウェーデンの他の新聞にはこうあった。「た
ゆまぬ闘争が水俣の真実を暴く」。このように、メンバーは海外渡航を通じて、
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日本の経験を海外に広め、かつ他国の状況を日本の人々に伝えることができ
た。言うまでもなく、公害研究委員会のメンバーの海外活動が主として焦点
を置いていたのは、環境の崩壊が人間に──特に人間の健康に──もたらす
帰結であった。
委員会メンバーの行った第2の有意義な国際活動は、日本の産業公害と人間

の健康への影響に関わる、英語での出版・講演活動であった。例えば、1972
年の『汚染された日本』（Ｐｏˡˡｕｔｅｄ　Ｊａｐａⁿ）の出版は、日本の環境崩壊と公害病
が人間にもたらした帰結を世に知らしめるために、メンバーが国際的な活躍
の経歴を活用したやり方の典型例であり、そうしつつ彼らは同時に、日本の
役人に対して、実効性のある対策を講じるよう圧力をかけた9。『汚染された
日本』は、1972年ストックホルムでの国連人間環境会議より少し前に出版され
た。この本は、宇井純と他の自主講座運動参加者によって執筆され、その具体
的な目的は、日本政府がこの会議のために作成した国別報告書の中で日本の
公害について語っている部分の誤りを正すことであった。委員会のパンフ
レットは日本の公害の実情をありありと詳述し、被害者を写したショッキング
な写真も掲載していた。結果として、日本政府は、『汚染された日本』に示され
た事実を多かれ少なかれ認める形で、会議のために追加の冊子を出版せざる
を得なくなった。
委員会メンバーの国際的な活動の第3の要素は、彼らが何度も国際シンポジ

ウムや国際会議を組織したりそれらに参加したりする中で周知のものとなっ
ていった。こうした動きのうち最も有意義だったのは、1970年に都留と委員
会メンバーが国際社会科学評議会の主催の下、東京で「環境破壊に関する国際
シンポジウム」を組織したことであった10。このシンポジウムは、当時の環境主
義の世界的な要人を何人も一堂に集めた。この会議が重要だった理由は、そ
れが全地球規模の汚染を議論の俎上に載せたことに加えて、ストックホルムで
の国連会議で提起された中心的な論点の明確な定式化を促したことにある。
その論点とは、経済成長の制限であった。委員会メンバーはまた、海外からの
ゲストが日本の公害を視察する際のガイド役を務めもした。彼らは東京湾、
四日市、大阪、富士山を訪れ、そこでゲストたちは公害をじかに目の当たりに
した。
このグループの中心メンバーの1人、宇井純の活動を手短かに見てみよう。
活動家として彼が歩んできた道のりは、何故日本で人間中心主義が環境主義
の趨勢を占めるようになったかについて、多くを教えてくれる。先に説明し
たように、宇井は長年東大の都市工学科の助手を務めた。1960年代に水銀に
よる生物汚染に関心を持つようになり、フィールドワークを始めた。この調査
の結果、彼は次第に環境問題にのめり込んでいき、特に環境汚染の被害者た
ちの窮状に深く関わるようになった。日本の環境活動家には、そのアジェンダ

9
Ui  Jun,  ed.,  Polluted Japan: Reports by 
Members of the Jishu-Kōza Citizensʼ Move-
ment. Tokyo: Jishu-kōza, 1972.

10
Tsuru Shigeto, ed., Proceedings of Inter-
national Symposium on Environmental 
Disruption: A Challenge to Social Scientists. 
Paris: International Social Science Council, 
1970.
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全体が、環境汚染の帰結として起こる人間の健康の問題によって形作られて
いるような人々も珍しくなかったが、宇井はそうした活動家の典型例であっ
た。彼は環境保護やいわゆる自然の権利にはそれほど興味を示さなかった。
1960年代以降の反公害運動において主導的な役割を果たしたせいで、宇井
は東大の多くの人々からトラブルメーカーと見なされた。実際彼は、20年余り
そこに勤めていた間全く出世できず、ずっと助手の身分のままだった。しかし
活動家としては、日本の環境運動を形作り、断固として人間に焦点を置く方
向性をこの運動に与えたという点で、宇井の功績は大きかった。1969年、彼
は自主講座「公害原論」を開講した。この講座は一般の人々に広く開かれてい
て、産業公害の本性についての詳細な、しかし理解可能な知識を提供した。
講座は後に、公害と闘う環境運動の全国的なネットワークへと広がっていった。
1972年、宇井は日本の運動を、ストックホルムで開催された国連人間環境会
議という国際的な場で紹介した。この会議は、国連会議の中では初めて争点
をただ一つ（環境）に絞り、世界中の注目を集めた11。会議で議論された大き
なテーマの一つが、いわゆる環境と開発のジレンマであった。言い換えれば、
環境を守るために経済活動を制限することがどの程度まで必要なのか、とい
うことである。宇井は、産業公害の公害病の被害者グループと一緒に会議の
ために渡航し、そこで彼らはこの論争に有意義な貢献をした。彼らがメディア
や他の活動家たちに対して訴えたのは、環境や自然が経済成長に耐えられる
限度よりもむしろ、人間が経済成長に耐えられる限度についてであった。宇
井たちは人間中心主義的なパースペクティヴに基づいて、規制によって経済成
長を制限しなければならないと訴えた。何故なら、もし規制なしに野放しに
されれば、経済成長が人間を苦しめ、時に死に至らしめさえするのは避け難
い、と日本の経験が証明していたからである。このメッセージは会議に大きな
衝撃を与えた。主要な議事においてだけではなく、並行して行われた様々な
NGO会議にも、衝撃の余波が及んだ。宇井のグループは、5000部余りにも
わたる『汚染された日本』を出席者に配布することで、自分たちのメッセージ
を強力にアピールした。その後、このパンフレットは世界中の環境運動で用い
られ、1973年にはタイ語に翻訳もされた。
さらに興味深いことに、宇井の自主講座運動が引き金となって、以後数十年
の間にアジア太平洋地域全体で、国境を超えて人々が運動に集結する事態が
幾度も立て続けに生じた。実際1970年代初期は、日本の環境運動の越境化が
起こった重要な時期であった。産業公害や乱開発に反対して何千人もの人々
がある地域に集結するのは、それまではたいてい国内的な現象だった。それ
が、国境を超えて人を集める呼びかけが次から次へと出されるまでの広がり
を見せるようになり、こうした動きの多くは東アジアの国々の公害に特に焦点
を置いていた。こうした新しい運動を最初に触発したのは、1970年から日本

11
これに続く大きな環境会議は、その後20年
を経て初めて開催された。それが、1992年
にリオで行われた「環境と開発に関する国際
連合会議」、いわゆる「地球サミット」である。
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で規制が厳しくなった後、汚染を生み出す工程を含む施設を日本企業が東ア
ジアのあちこちに移転しようとしている、というメディアの断片的な報道と、
その個々の事例の報告であった。こうした報道は、日本の多くの活動家にとっ
て寝耳に水であった。日本国内の公害企業に対してせっかく収めた勝利が、
企業の「公害輸出」のせいで水の泡になる危険性がある、と彼らは察知した。
企業の動きに対抗し、タイ、韓国、フィリピン、マレーシア、インドネシア

といった国々への公害輸出をやめさせるために、少数の日本の活動家たちは
直ちに運動を組織した。宇井純や小説家・小田実のような著名な市民活動家
が、アジアの活動家たちと一緒に国際会議を組織するその一方で、日本の他
の活動家たちは、この問題についての月報を英語と日本語の両方で出版し始
めた12。日本の多数の活動家が汚染の当事者国に渡り、日本の公害経験と、国
内での闘争で彼らが用いて成功した戦略を、その地域の活動家たちに伝えも
した。印象的なことに、時としてこれらの会合の結果、東アジアの他の国々の
現地で抗議活動を行う人々と日本の支援者たちとの間で、国境を超えて緊密
に連携した行動を行うことが可能となった。こうしてこれらの越境的な運動
は、日本の活動家が国内での闘争から学んだ教訓を他のアジア人に伝える媒
体となった。日本の草の根活動家が他のアジア人と一緒に行ったこれらの会
合と、それに続いて起こった越境的な運動はまた、これらの日本の活動家が
戦後ほとんど初めてアジアと再びつながるための手段ともなった。だからこ
そ、環境アクティヴィズムがアジアの再結合のための「方法」になった、と私は
考えるのである。
例えば、1974年に日本の活動家たちは、富山化学工業が汚染物質を排出す

る赤チン（マーキュロクロム）工場を韓国の仁
インチョン

川市に移転させる計画を、メディ
アを通して知った13。富山化学は、公害問題に関して県の公害対策関係当局と
衝突した後、1973年に工場の移転を決定した。実は富山化学は、1973年9月
に富山湾の水の水銀濃度が水俣湾と同じレベルだと判明した後、赤チン──
非常に毒性の高い有害物質──の製造中止を余儀なくされたのである。まさ
にこの時経営者たちは、工場を韓国企業に売って、一度仁川で工場の操業が
始まれば、あとはその会社から赤チンを輸入するだけという「巧妙な」解決法
を思いついた。これに対し、宇井純の自主講座運動に関わっていた活動家た
ちは、反対運動のための人集めを始め、富山化学の東京本社の外で抗議活動
を行った。興味深いことに、在日韓国青年同盟と日本YWCAの代表者たちが、
これらの活動家たちに合流した。最初の抗議活動では、200人からなる強力な
抗議グループが、日本語と韓国語の両方で「富山化学は公害輸出をやめろ！」
と書かれたプラカードを振りかざした。彼らの抗議活動は、環境汚染の人間に
対する影響を強調した。日本の抗議グループと一緒に、YWCAの仁川支部の
女性たちも、地域の有力者から反対の署名を募ることで、赤チン工場建設計画

13
富山化学に対する抗議活動については、平山
高貞「富山化学、公害輸出中止！？」、『自主講
座』第39号(1974年6月)、26–29頁を参照。

12
小田実編『アジアを考える──アジア人会議
の全記録』、潮出版社、1976年を参照。 
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に対する類似の抗議活動を行った。両国での圧力の高まりに直面し、富山化
学の取締役会が、韓国の工場から赤チンを輸入する計画を中止し、ついには
工場の操業も事実上停止することを決定したとNHKのテレビニュースで報道
されたのは、抗議活動が始まってから3日ほど後の4月30日のことであった。
興味深いことに、両国の環境活動家たちは、新聞記事や政治風刺漫画を送っ
たり、それらを日本語に翻訳したりして、国境を横断してコミュニケーション
し始めた。日本の活動家たちは、水俣や四日市その他の場所の苦い経験を引
き合いに出して、韓国の仲間たちに産業公害の危険性について警告した。こ
こには、当時両国の活動家たちが、双方向的に環境情報を交換していた興味
深い様子が垣間見られる。
これとよく似て、産業公害の人間に対する影響に焦点を置き、かつ国境の
壁を越えるという、同様に興味深いもう一つの運動が、1973年にタイと日本
の活動家たちの間で組織された14。1973年、日本のある学生活動家がバンコ
クのカセサート大学を訪れた際に、ショッキングなニュースを知らされた。
タイ旭硝子の苛性ソーダ製造会社──日本の三菱グループの企業・旭硝子の子
会社──が、苛性ソーダ、塩酸、液体塩素、水銀を含む排水をチャオプラヤー
川に垂れ流し、そのせいで魚が大量死し、魚を食べた現地の住民の間に皮膚
病と下痢を引き起こしたというのである。日本の反公害活動家たちはこれを
知ってショックを受け、すぐに反対運動を組織した。この運動は、国境の壁を
物ともせず人々が結集したという理由で非常に有意義なものだったが、この
動きにもまた、人間中心的な環境主義のアジェンダを海外の活動家に伝える
日本の活動家が関わっていた。日本の活動家たちは、東京の旭硝子本社の外
で抗議活動を行っただけではなく、この抗議活動をバンコクのタイの学生の
抗議活動と連携させた。インターネットも電子メールもなく、ファックスさえ
もなかった時代の話である。そのため、国境を超えた抗議活動を連携させる
過程は困難を極めた。日本の活動家たちはまた、タイの同志たちに『汚染され
た日本』のコピーを渡した。これが後にタイ語に翻訳されて広く配布された。
日本の活動家たちはまた、土本典昭監督の衝撃的なドキュメンタリー映画

『水俣──患者さんとその世界』のコピーをタイの活動家たちに渡した。『自主
講座』、『べ平連ニュース』、『日タイ青年友好運動ニュース』といった、日本の
運動のニュースレターを通じて、バンコクの抗議活動もまた日本の活動家たち
に伝えらえた。

1970年代初期以降、日本の活動家たちは公害についての英語の雑誌や
ニュースレターを発行するようになった。こうした出版物が、アジア中、世界中
の活動家に送られ、日本の産業公害とそれに対する日本の活動家の応答の経
緯を伝える重要な媒体となった。1970年代中期までには、他国の環境問題に
取り組む日本の運動は、極めて多様な広がりを見せるようになった。1976年、

14
奥田孝晴「日タイを結ぶ公害反対運動」、『自
主講座』第44号(1974年11月)、41–54頁。
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これらのグループは自分たちで「反公害輸出通報センター」を立ち上げ、それ
が国内と海外の運動を橋渡しした。これはあまり語られることのない歴史で
あるが、重要な歴史であることに変わりはない。何故ならこの歴史が、日本の
環境主義が世界中で、特にアジアで生まれつつあった環境運動の一部となっ
たいきさつを証言しているからである。そしてもちろん、こうした運動の大
多数は、環境の崩壊が人間にもたらす帰結に焦点を置いていた。実のところ、
この姿勢こそが、日本から発信されたメッセージの核心だったのである。
この歴史をもう少し先まで見てみると、1980年代の間に、国境を超えた日
本の環境アクティヴィズムはさらに広がり、アジア太平洋地域の原子力発電の
ような問題を射程に入れるまでになった。1970年代後期と1980年代初期に
は例えば、日本の反原発主義者たちが環太平洋地域の活動家たちと手を組ん
で、低レベル核廃棄物を太平洋の北マリアナ諸島近海に捨てるという日本政
府の計画に反対する抗議活動を行った。運動を進める中で、日本の反原発グ
ループは太平洋の島々に住む人々を日本に招いた。日本でこれらの人々は、集
会で発言し、日本の活動家や役人に会い、原発を訪れ、原発建設反対闘争を
繰り広げる地域のコミュニティと友好の絆を結んだ15。1980年代を通じて、日
本の活動家グループはまた、伐採や採掘により生活環境を破壊されたアジア
中の人々──その一例がインドネシアのペナン族の人々で、彼らは自分たちの
居住地である熱帯雨林を伐採から守るために闘っていた──を支援する運動
を組織しもした。抗議活動の焦点は、自然破壊よりもむしろ、こうした人々の
生存を支える居住地の崩壊に置かれていた。最後に、1990年代とそれ以後に
目を向けるなら、そこに至って日本のグループは、気候変化、オゾン層破壊、
生物多様性の減少といった、グローバルな環境問題に関わるようになった16。
もちろん、これらは間違いなくグローバルな問題で、人類がその「共通の未来」
を確保するつもりなら、これらの問題に対するグローバルに連携した形での
応答が必要とされていた。だが意義深いことに、こうした動きに関わった日
本の活動家の多くは、これらのグローバルな問題に、ローカルな環境的不正義
に関わる、人間に焦点を置いたパラダイムを通じてアプローチした。日本の
活動家たちは、ローカル・エンパワーメント（地域への権限委譲）と内発的発展
の概念を提案し、これらの概念が、グローバルな規模での環境問題のどんな解
決法にとっても必要な出発点だとした。彼らは、「我ら共通の未来」と言い表
されるような、人類全体が共有する運命についての言説に異議を申し立て、
そのかわりに、豊かな「北」の人々や団体に、自分たちの近代的で便利なライ
フスタイルを改革するよう呼びかけた。こうしたライフスタイルは、多くの
場合「南」から供給される資源の、途方もない浪費の上に成り立っているので
ある17。このように、問題はグローバルになったかもしれないし、またこの変
化はある意味で、至るところで同時に起こったのかもしれない。だが日本の

16
Yamaka Junko, “Pacific  Islanders Oppose 
Japanʼs  Nuclear  Imperialism.”  AMPO: 
Japan-Asia Quarterly 47 (April–September 
1981): 32–36.

15
川名英之『ドキュメント・日本の公害』第12
巻『地球環境の危機』、緑風出版、1995年を
参照。

17
岩崎駿介「アジアの田舎から日本の地域をみ
る」、『月刊自治研究』第30号第10巻（1988年
10月）、18–24頁。
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活動家たちは、人間中心的な環境主義のパラダイムというレンズを通した視
点から、グローバルな環境問題のもたらす影響がどこでも同じというわけで
はないと指摘した。彼らが提言したのは、世界のどこであれ、最も貧しく最も
不利な立場に置かれた集団が、最も深刻な影響を受けるということだったの
である。

結論

本論文で私が示そうとしてきたのは、戦後という時代の中で相当長い期間、
日本の環境主義が人間中心主義的あるいは人間中心的な視点によって特徴づ
けられてきたのはどのようにしてなのか、ということであった。最初に述べた
ように私は、この傾向を文化決定論的なやり方で説明する必要があるとは思
わない。むしろこの傾向は、日本における工業的な近代化─特に1950年代
から1970年代初期にかけてのそれ──の本性に対する反発として生じたもの
だと考えている。これとともに私が示そうとしたのは、日本列島の範囲を超
えた環境問題への関わりが、日本の若干の草の根活動家がアジアという地域、
特に東アジアを再発見し、またこの地域と再びつながることを可能にする方
法となったのはどのようにしてか、ということであった。心に留めておかなけ
ればならないのは、1960年代頃まで日本の社会的アクティヴィズムは主とし
て、日本国内の民主主義と権利の問題に関わっていたということである。ベト
ナム戦争の勃発と海外渡航制限の撤廃を経て初めて、日本人はアジアへ、そ
してその向こうへと旅することができるようになった。こうして、東アジアの
環境問題への関わりが、活動家たちが自分の住む地域とつながり直す方法と
なったわけである。私はこれを、竹内好のアイデアを借りて、「方法としての
環境アクティヴィズム」と名づけた。1970年頃以降の他の分野の社会的アク
ティヴィズム──例えば、ジェンダー、人権、少数民族問題、平和主義、草の
根開発といった分野のそれ──も、アジアと再び関わるこの動きを促した、と
私は考えている。
さらに、日本の人間中心主義的な環境主義に話を戻すなら、この日本的な

アプローチは、現在の環境主義を考えるにあたり、興味深い問いをいくつも提
起する、と私は思う。ある環境主義的なパースペクティヴは、他のものと比べ
て「よりよい」のだろうか。エコクリティック（環境文学研究者）のアーシュラ・
ハイスの言葉を借りるなら、私たちは「場所感覚」よりも「地球感覚」を培う
べきなのだろうか18。今日、グローバルな意識はローカルな意識よりもよいも
のなのだろうか。私には、決定的な答えが存在しうるという確信があるわけ
ではない。ここで問題となっていることは、白黒はっきりつけられるものでは

18
Ursula K. Heise, Sense of Place and Sense of 
Planet: The Environmental Imagination of 
the Global. Oxford: Oxford University Press, 
2008.

 1. はじめに、12.3Q　+1/6スペース「」
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ないからだ。にもかかわらず、歴史家としてのパースペクティヴからすれば、
環境や環境主義、環境に関わる知識の生産に対する様々なアプローチは、それ
ら自体が特定の場所での歴史的な経験の所産なのだと、心に留めておくこと
が重要だと私は考える。だから、グローバルな応答に明確な形を与えようとす
る時には、こうしたローカルな歴史について自覚的である必要がある。また
従って、すべての人々が環境問題を同じ仕方で捉えるわけではないし、必ず
しも同じ環境主義的アジェンダを持つわけでもないという事実に敏感になる
必要があるのだ。
もちろん、グローバリゼーションが進み、グローバルな規範がより広く普及

するにつれて、地球温暖化や自然保護といった問題に関して世界中の意見が
収束するのを目にすることができるのではないか、という期待が湧くかもし
れない。日本の環境主義はおそらく、環境問題について目下生まれつつある
グローバルなコンセンサスにますます近づいていくだろう、と論じられること
も多い。にもかかわらず、グローバリゼーションの進んだ世界の内でさえ、ロー
カルな歴史的経験（国家単位での経験であれ、国家よりも下位区分のローカル
な経験であれ）もまた、多くの人々やグループにとって、環境主義に生気を吹
き込むものであり続けるだろう、と私は感じている。この理由で、極めて重要
だと私が考えるのは、様々なローカルな歴史を研究し、かつそれらの境界線を
横断して伝達する、また環境世界についての自分の見方と並んで、環境につ
いての他のパースペクティヴを、共感をもって考慮する、そのような営みを私
たちが続けていくことである。そうすることは、私たちが現実に対して感性
を研ぎ澄ますのを助けてくれるだろう。私たちの共有するグローバルな環境
問題の背後には、グローバルな不平等に関わる困難な問いがいくつも横た
わっていて、これらの問いは、ローカルなパースペクティヴの重要性を認識し
て初めて目に見えるものとなる、それが私たちの現実なのだから。
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