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 福永真弓著
『多声性の環境倫理―サケが生まれ帰る流域の正
統性のゆくえ』
（ハーベスト社、2010年） 

 神　崎　宣　次 

 　米国カリフォルニア州マトール川流域での
フィールドワークに基づく本書は、まえがきと序
章を除けば三つの章から構成されている。第一章
では、多元主義と正義の追求の二つが環境倫理学
の課題としてまず示された後で、この問題意識に
基づき、次の章で記述される事例を分析するため
の中心的な概念として正統性 legitimacyが導入さ
れる。ここで著者独自の観点として強調されてい
るのが、結果として正統性が獲得されたかどうか
よりも、むしろ正統化がなされていく一連の過程
のダイナミズムに分析の重点を置く点である。第
二章では、そうした正統化の過程の実例として、
マトール川流域保全運動がどのように展開されて
いったのかが、流域の住民たちへの聞き取り調査
に基づいた簡潔なストーリーとして提示される。
1864年に先住民が居留地に移動させられるより
も前、白人がこの河口域に住み着きだして以来、
この地域には自分たちの土地で牧畜業を行う人び
と（「ランチャー」と呼ばれる）のコミュミティ
が形成されていたが、1960年代後半からカウン
ター・カルチャー運動の影響を受け、生命地域主
義やディープ・エコロジーなどの環境主義思想を
支持する人びと（「新住民」）が豊かな環境を求め
て移住してくるようになり、彼らは彼らでコミュ
ニティを形成していった。同じ土地に並存するこ
れら二つのコミュニティは「相手を直接なじった
り身体的な暴力を伴ったりするような激しい対立
ではなかったが、全体的に友好な雰囲気では」な
く、「互いが互いの目の中に入らないように」す
み分けている状況（pp. 70 ― 71）にあったという。
この章が追っているのは、このすみ分けの状況を
揺さ振る出来事をきっかけに「同じ土地に住んで
いる」者同士として両者のコミュニケーションが
始まり、「今、ここ」にいる「わたしたちの」正
統性が獲得されていった過程である。第三章では、

それまでの議論に基づき、著者の考える「新たな
環境倫理学の枠組み」についての理論的考察が行
われる。以上が本書の構成である。 

 　与えられた字数に制限があるので、本書の理論
的部分に関して気になる点を三つだけ指摘した
い。一つ目は、正義や正統化の概念についてはま
とまった検討が行われているのに対して、タイト
ルにも出てくるもう一つのキーワードである「多
声性」に関しては、序章で暫定的に与えられる「人
びとのあいだで、人びとの声を互いにきちんと響
かせながら共にあることが可能になること」とい
う説明から十分に考察が深められていない点であ
る。その上、多声性という概念は第二章で提示さ
れている実例とも十分にはフィットしていないよ
うに思われる。著者がフィールドワークの成果を
二つの対立するコミュニティについてのストー
リーとして提示しているために、ランチャーと新
住民という二項対立図式が強調されすぎている印
象を受ける。この印象はストーリーの所々で漏れ
だしてくる正統化からの排除の試みによって更に
強められる。すみ分けの状況が変化するきっかけ
として著者が着目する、ランチャーに属する老婦
人の「行政抜きで」という言葉は、まさにそうし
た試みとしても解釈可能であるだろう。著者はこ
のような批判を予想してか、入念にも序章で、現
在の「今、ここ」における人々の〈生〉の営みに
着目すべきだと主張している。これは議論を進め
るための前提となる、妥当な作業方針といってよ
い。だがこの前提は最後には清算されなければな
らないものである。正統性を問うことと、倫理を
問うことは必ずしも同じではない。たかだか地域
ガバナンスの形成過程についての実証的研究であ
るならばともかく、その領域を踏み越えて倫理に
関わる主張をするのであれば、「「今、ここ」で生
活している人々に着目する」というのはかなり強
い前提となってくる。倫理学者だったら、その前
提自体が検討を要する性質のものであることを見
落しはしなかっただろう。これが二つ目の論点で
ある。そして、この点に関連して、「今、ここ」
に居ない、声をあげることができない存在として
の先住民についての議論が欠落している点も指摘
されるべきだろう。確かに本書の導入部分では先
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住民の歴史と記憶に対する問題意識が一応は述べ
られているが、それ以降は放置されている。本書
においても彼らは忘れられてしまっているのでは
ないだろうか。 

 　以上をまとめるなら、地域ガバナンスのダイナ
ミズムについての実証的および理論的研究とし
て、本書が価値と質を備えていることには疑いが
ない。しかしながら、倫理についての議論として
は、ものたりない部分がはっきりとしている。そ
して、このものたりなさは決してないものねだり
と言えるものではない。これが評者の本書に対す
る評価である。 

 加藤尚武著 

 『災害論―安全性工学への疑問』 

 （世界思想社、2011年） 

 蔵　田　伸　雄 

 　本書は日本の応用倫理学研究（さらに日本の哲
学全般）を常にリードしてきた加藤氏が、福島第
一原子力発電所事故からわずか8ヶ月後に出版し
た原子力倫理に関する著作である。2011年3月11

日以降、原発に関する科学的・技術的・経済的・
社会的問題については、すでに多くの書籍が出版
され、いくつかの事故報告書も公開されている。
しかし、本邦の多くの哲学者・応用倫理学者、そ
して関連領域の研究者は、どのような問題をどの
ような形で論じるべきかとまどっているのが現状
であろう（これはシュレーダー＝フレチェットら
による、原子力発電に関する環境倫理学・科学技
術倫理学分野での海外の先行研究が十分に日本に
紹介されてこなかったという事情にもよる）。原
子力発電に関する諸問題は複雑で錯綜しているた
め、重要な問題を切り分けて議論することは容易
なことではない。本書は哲学者・倫理学者が原子
力発電について議論するべきアジェンダを迅速に
手際よく整理し、議論のためのいくつかの指針を
示している。 

 　本書での加藤氏の基本的な意図の一つは、H. W. 

ルイス流の確率論的「リスク論」（『科学技術のリ
スク』昭和堂刊）の問題点の指摘である。例えば、

被害が大きいリスクについて限りなくリスクゼロ
をめざすべきだという考えは非合理的だとルイス
は考えるが、加藤氏はそれを批判する。また加藤
氏は、独立した事象の乗数を考えるという形でリ
スク計算を行うことが誤っている場合があること
も指摘する（p. 52）。 

 　さらに加藤氏は、「専門家」が密室的かつ独占
的に、原子力政策について決定する「テクノファ
シズム」を批判する。テクノファシズムは科学的
に適切な意見をも「反対派の非―専門的立場から
の感情的な意見」とするような態度に基づいてい
る。本書でも、地震学者の石橋克彦の指摘に基づ
く高知県東洋町での地層処分反対の主張が、学術
会議の報告書では「レトリック」と呼ばれたこと
が紹介されている（p. 105）。しかし加藤氏は、テ
クノファシズムを批判すると同時に、「情報を公
開して民主的に決定すれば適切な判断がなされ
る」という、「テクノポピュリズム」（科学技術に
関する民主的な意思決定を楽天的に信頼する立
場）への危惧も表明している（p. 122）。 

 　これ以外にも多くの興味深い論点が示された本
書ではあるが、問題点も多い。急いで書かれたた
めであろうが、章ごとのまとまりがなく、本筋と
無関係な議論も多いため、やや「とりとめがない」
という印象を受ける。また、個々の論点が掘り下
げられていないと感じられる箇所も少なくない。
関連する問題を広く扱うよりも、例えば「リスク
とは何か」、「責任を問うとはどういうことか」と
いった問題を、原子力発電の事例に沿って哲学的
に深く分析する方が、一般の読者にもかえってわ
かりやすいものになったのではないだろうか。
もっとも評者のこのような感想は、「学問と学問
の接触点に入り込んで問題点を探し出す」
（p. iv）という加藤氏の哲学観と、個々の基本的
概念の哲学的分析に意義を見いだす評者の哲学観
との相違に由来するのかしれない。また「リスク
の科学哲学・社会哲学」は、近年研究が急速に進
んでいる分野の一つであり、リスクと確率の実在
性や、リスク判断そのものがもつ政治性―権力性
といった問題に関する先行研究も多い。このよう
な先行研究を踏まえれば、本書はさらに興味深い
ものとなったであろう。なお、副題の「安全性工
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学への疑問」は内容を的確に表しているが、『災
害論』というタイトルは必ずしも適切ではないよ
うに思われる。 

 　このように本書には問題点も多いが、個々の議
論の中には重要な指摘がちりばめられている。本
書の内容を踏まえてより具体的な議論を展開する
ことは、むしろ評者も含めた本書の読者に課され
た課題であろう。 

 美馬達哉著
『脳のエシックス ― 脳神経倫理学入門』
（人文書院、2010年） 

 鈴　木　　　真 

 　著者の美馬達哉氏は、京都大学医学研究科准教
授（高次脳機能総合研究センター）で、臨床脳生
理学を専門とし、医療社会学や医療人類学も研究
されている異色の学者である。本書はこうした著
者の総合能力を活かして、脳科学研究の紹介から
その倫理的問題や社会的・政治的含意の検討まで
を、学問横断的に行おうとした著書である。入門
書をうたっているが、著者独自の視点や議論や主
張が特に後半には前面に出ている。 

 　本書は普通の脳神経倫理学の本ではない。脳神
経倫理学の問題の紹介はあるが、それに対する賛
否両論を綿密に検討して一定の結論を出す ― た
とえば、なすべきこと・なすべきでないことを判
定する ― という（少なくとも英米圏の）哲学・
倫理学において主流のスタイルはとられていな
い。脳神経 倫理学 における様々な立場や議論のよ
り厳密な入門書としては、信原幸弘・原塑編著
（2008）『脳神経倫理学の展望』勁草書房などを見
た方がよい。論述はむしろ、著者の脳科学に関す
る専門的知識と幅広い人文学的素養、そして規範
的な社会学・人類学・科学技術社会論の手法と問
題意識に依拠しているようだ。著者は、「本書が
描きだそうと努めるのは、ニューロエシックスそ
のものというよりも、それらの問題の向こう側に
ある何ものかである。」、と言う（21）。終盤の第
8章では、「本書でたどってきた意味での「ニュー
ロエシックス」は、マニエリスム的な身振りのな

かで、脳科学を反復しつつも科学技術社会論へと
偏倚し、バイオエシックスを模倣しつつも政治学
へと漸近していく越境的な異化の試みとして、「歪
んだ鏡」としてのミラーニューロンの活動の反映
と言えるのかもしれない。」（233）、と本書の内容
を振り返っている。こうした引用が示唆している
ように、自然科学者の手によるものでありながら、
ポストモダンの雰囲気を醸し出す独特な著作と
なっている。評者には、本書を何らかの統一的な
原理やメッセージを提示するものとは読めなかっ
たし、むしろかなり文脈依存的に様々な問題設定
と回答を志向しているようにみえた。ただし、脳
神経倫理学が脳科学者や倫理学者といったその専
門家だけには任せることができない、他の研究者
や一般人（脳科学技術の適用対象となる当事者も
含む）にも重要な社会問題を扱っている（e. g. 

75，103）ことを明らかにし、その議論と政治・
社会運動に彼らが理解と関心を持って参加でき、
その声が反映されるようにしよう、という一貫し
た問題意識があるのだろうとは感じられた。 

 　本書の筋立てを述べるのは難しいのだが、各部
分における題材と著者独自の主張は以下のように
まとめられるかもしれない。「序章　脳を異化す
るために」では、ニューロエシックスという新学
問分野（と一部でみなされている問題領域）の来
歴を語る。そして、その導入として、倫理を脳科
学から理解しようとする企てとして代表的な、
ジョシュア・グリーンによる、様々なヴァージョ
ンのトロリー事例（列車に轢き殺されそうになっ
ている5人を助けるには、別の一人に犠牲になっ
てもらわなければならないという類の仮想事例）
において何をすべきか被験者に考えてもらった際
に脳活動を fMRIで「観察」するという研究を論
じている。著者は、脳科学的実験では道徳感情そ
のものは解明できても、その現れ方は歴史的・社
会的要因、とりわけ他人との関係性に左右される
のでとらえがたい、とする。また、トロリー事例
のような想像された事例における他者ではなく
「現実の他者とのせめぎ合いにおいてのみ」倫理
（学）の可能性が開かれる、とコメントしている。 

 　「第1章　ニューロエシックス入門」では、
ニューロエシックスの概念と領域と方法について
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論じている。「弱いニューロエシックス」（脳神経
倫理を、脳科学という生物医学の一領域を対象と
した生命倫理とみなす）と「強いニューロエシッ
クス」（脳神経倫理に生命倫理とは異なる側面を
みる）という著者独自の区別をしたうえで（39 ―
 40）、マインドリーディングやエンハンスメント
の問題が後者の立場において根本的であって、本
書で議論したいと思うのはそれらだとしている
（47）。 

 　「第2章　脳ドーピングの時代」では、脳科学
の成果を用いて精神機能の治療というより増強を
することの倫理問題、特に薬物による認知機能増
強の諸問題の導入をしている。 

 　「第3章　脳の地図」では、人間が感じたり考
えたりしている内容を脳の働きを調べて読み取る
こと（マインドリーディング）はどの程度実現可
能かどうか、ということがどうして現代社会にお
いて問題を提起するのか、という観点から、心的
なものを脳に空間的（そしてさらにあ時間的にも）
「地図」化して分析・説明する方法によって行使
される権力や政治性（文化や社会的価値観への影
響、人間の自己理解への影響）が論じられている。
さらに、エンハンスメントを欲望する人間の形成
を研究する歴史社会学によらなければ、エンハン
スメントの倫理学の可能性はないと示唆されてい
る。 

 　「第4章　「植物状態」とミニマルな意識」では、
慢性的な意識障害の患者に対してマインドリー
ディング技術を適用することによる意識の検知と
コミュニケーションの可能性について論じてい
る。著者によれば、生きている身体が複数共在す
る限り、社会的関係性とコミュニケーションはあ
るのだという。そして、脳科学技術は確かに意識
障害の人とコミュニケーションの鍵になるかもし
れないが、それだけでは十分ではなく、コミュニ
ケーションをとろうとする意志を持つ人がまずい
なければならないと説く。 

 　「第5章　サイボーグ学とブレインマシーンイ
ンターフェース」では、サイボーグ学の一環とし
て、ブレインマシーンインターフェースの定義、
歴史と展望、倫理的問題を論じている。身体改造
技術をめぐる倫理問題一般において根本的だと著

者が考える、「正常」とは何か、社会的価値観に
よる強制と排除の危険性といった問題についても
考察している。そして、身体改造技術の倫理（学）
は、ある種の身体、能力や生を肯定的に評価し別
種のものを否定的に評価する社会的価値観を変え
る（ために運動する）ことも考慮と選択肢にいれ
なければ意味がない、と主張している。 

 　「第6章　可塑性とその分身」では、脳が可塑
性を持つ、と言われるときの「可塑性」にはどん
な意味があり、どのようなタイプのもの（増強の
可塑性、抑制の可塑性、その二つの調整をする「メ
タ可塑性」）があり、それぞれいかなる政治的含
意があるのか、という問を論じながら、脳科学か
らグローバリゼーションの政治経済学についての
示唆を導こうとしている。 

 　「第7章　隠喩としての脳」では、人間の精神
や思考について考察することの隠喩として脳を語
ることの政治的・社会的意義を考察している。特
に、占領期日本において米国が、日本の後進性（と
彼らがみたもの）を「日本人の脳」を根本的に変
えることで改善でき、そうした実現可能な変化を
起こすことが彼らの任務だ、というイメージと方
針を打ち出していたことについての批判的考察を
行っている。 

 　「第8章　ミラーニューロンのレッスン」では、
ミラーニューロンの特徴と意義について説明し、
その他者理解、コミュニケーション、集団主義的
行動に関する役割と含意について思索している。
共感と模倣を生み出す「社会脳」は、コミュニケー
ションと社会性の基盤となりうるだけでなく、排
外的ファシズムにつながる危険もあると指摘して
いる。 

 　「コラム　脳科学神話を称えて」では、脳科学
神話を批判する人々が、自分の考えを「科学的真
理」として、他人の主張を「神話」として批判す
るのは傲慢であって、様々な意見の違いがあって
脳科学神話が繁茂するのは健全なことだと示唆し
ている。また、研究費を得るための研究の提案書
や結果報告書には神話と同様の臨床・産業応用の
見込みの空論が現れていることを指摘しつつ、こ
うした科学的成果の意味を語ることは社会の中の
科学にとっては不可避であり、非難すべきではな
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い、と語る。ファイヤアーベントの「なんでもあ
り」という言葉を共感的に引用しながら、「この
本では「強いニューロエシックス」を通して、脳
科学を超えた領域横断的な神話を実験した」、と
述べている（240）。 

　「あとがきにかえて ― 死・臓器移植・法」では、
2009年に成立した「臓器移植法」改定にみえる
（脳）死と臓器移植と法（による死の定義）の関
係と、思想的・社会的背景と、そこに潜む倫理的
難題、とりわけ自己決定抜きの臓器移植の許容と、
移植分配できる臓器の不足を指摘している。そし
て、「さまざまな病に関わる人々の苦悩の諸経験
が、排他的に対立し合うことなく、「受苦者の連帯」
へと共鳴し合ったとき初めて、死と臓器移植をめ
ぐる隘路からの出口が姿を現すのではないか。」、
と希望を語っている（250）。
 　本書の副題が「脳神経倫理学入門」であるにも
かかわらず、この分野では特異なアプローチと内
容を持つことは評価されてよいと思う。たとえば
第7章の主題などは脳神経倫理学では普通扱われ
ることはないものであり、第3章や第6章の議論
も、それぞれ「地図」の権力論からの類推、脳科
学とグローバリゼーションの政治学の架橋といっ
た点に独創性を示している。さらに、脳神経学者
の著書らしく、出版時点で最新に近い脳科学とそ
の関連分野の研究を幅広くきちんと踏まえて（し
かもほとんどの場合原典の学術論文を直接参照し
て）議論しているようにみえる。また、脳科学、
生命倫理からブレヒト、『アルジャーノンに花束
を』、日本文化論、マニエリスムスまで縦横無尽
に筆を走らせる著者の教養にも印象を受けた。ま
た、全体としておもしろい読み物になっていると
感じた。 

 　ただ、言葉や言い回しや文章構成が難解だった
り曖昧だったりして、評者には何をどのような理
屈で言おうとしているのか不透明な部分もあっ
た。脳科学の知見の説明をしているときは理解し
やすいのだが、その社会的・政治的含意などを論
じる文脈になるとわかりにくくなる傾向がある。
入門書をうたっているのだから、ポストモダン調
の大仰な言い方は避けて一般の人にもわかりやす
く書いて欲しかった。著者は一般の人々に問題の

重要性を理解し議論に参加して欲しいと意図して
いるはずなのだが、実際には本書の一部は「現代
思想」研究者のような専門家にしか理解して議論
できないということになる危険を孕んでいる。 

 　さらに、著者の独自で時には議論を呼ぶ主張・
結論が必ずしも十分に理由づけられていないと感
じられる（哲学・倫理学者としての評者は、著者
によるグリーンの倫理学的議論の解釈（17）、
チャーチランドの消去主義の性格づけ（33）、「パー
ソン論」の紹介や批判（117 ― 125）、心のモジュー
ル説と意識の関係の記述（120 ― 121）などには問
題があると思うが、そうした著者が中心的論題と
はしていない哲学的・倫理学的論点はさておいた
としても、著者の強調する結論（上の各章のまと
め参照）もきちんと根拠づけられていないように
みえてしまう）。これは、著者がとっているアプ
ローチが社会学・人類学・科学技術社会論のもの
だといっても社会調査やフィールドワークといっ
た実証研究をやっているのではなく、また（英米
圏の）哲学のように広く受け入れられた諸前提か
ら論理的に結論を導き出そうとするというスタイ
ルをとっているわけでもないという、部分的には
研究の構造的原因によるようにみえる。著者本人
も本書を「神話」の実験だと述べているから、読
者にインスピレーションを与えるのが第一で、結
論が根拠薄弱にみえてもそれほど気にしないのか
もしれない。しかしそれでは、生命倫理学関係者
が持つ現行の脳神経倫理学における議論に対する
懸念として著者が挙げている、「たんなる倫理学
のおしゃべりになってしまい、学問としての社会
的意義が見出され難い」（36）という指摘が本書
にも当てはまってしまうかもしれない。 

 　これと関連して、著者は専門家（集団） ― こ
こでは、脳神経学者とその学会 ― による脳神経
「神話」批判を高慢だと批判している（236 ―
 238）。この背後には、多くの場合、専門家の判断
 ― 実証的に根拠づけられたものも含めて ― と
それと矛盾する判断のどちらがより根拠づけられ
ているのかは、質の問題ではなく程度の問題でし
かない（236）、というそれ自体は正しい著者の認
識があるのだろうと思われる。このこともあって、
著者は自分の主張の根拠づけについて時にあまり
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気にせず、最終的な判断を読者に任せる姿勢を示
しているのかもしれない（240）。 

　しかし、主張の根拠づけは程度問題であるとし
ても、その程度には差があるために、あるものは
信じることが正当化されるが別のものは正当化さ
れない、ということはある。「なんでもあり」、で
はない。たとえば、評者である私が人間であると
か、手があるとかいったことも 絶対確実 ではない
だろうが、だからといってそうしたことを信じる
ことも、私が人間でないとか、手がないというこ
とを信じることも、どちらも同じように適切だと
いうことにはならない。脳科学「神話」と言われ
るものは、かなり流布しているが実証的な証拠が
乏しいとみなされている主張であり、それらを実
証的に根拠づけられた主張と同じように信じるこ
とは適切ではないだろう。そして残念ながら、一
般の人々には諸々の脳科学的主張の根拠がしっか
りあるのか乏しいのかを吟味するために必要な時
間も手段もないことが多いので、それについて専
門家である脳科学者が一応の判定（とその理由）
を提供し、脳科学「神話」には根拠が乏しいこと
を指摘することは、社会的に有益な面があると思
われる。脳科学者たちが、一定の主張を絶対確実
（であって、それを信じることを強制すべき）だ、
などと言い、別の主張は絶対に間違い（であっ
て、それを信じることは禁止すべき）だ、などと
主張するなら著者が言うように問題だが、彼らは
必ずしもそうしているわけではない。実際、脳科
学者である著者が本書で脳科学における知見とみ
なされるものを説明するときには、それが絶対確
実だなどとほのめかしはしていない。それでもで
きるだけ実証的根拠のある主張を紹介しようとし
ているようにみえる。ただ、それについて社会的・
政治的含意の議論をしたり倫理的主張をしたりす
る際にも、同じように根拠づけ（の程度）を真剣
に考えながら議論しているのかどうか、気になっ
てしまった。著者が読者に最終的な判断の自由と
責任を認めるのはうなずけるが、その判断の材料
としてより綿密に議論を展開して欲しかったと思
う。アプローチの仕方と主張には独創性があるだ
けに、その点が惜しまれる。

 菱山豊著 

 『ライフサイエンス政策の現在 ― 科学と社会を
つなぐ』 

 （勁草書房、2011年） 

 田　代　志　門 

 　本書は文部科学省の生命倫理・安全対策長やラ
イフサイエンス課長を務める傍ら、生命倫理や科
学技術政策について積極的に発言を続けてきた菱
山豊氏の2冊目の単著である。再生医療や脳科学、
ヒトゲノム研究やヒト胚研究といった個々の研究
分野に即した個別具体的な政策論を展開しつつ、
「ライフサイエンスと社会との関係を全体として
とらえる」（ⅲ）ことを試みている。いずれのトピッ
クに関しても、現役の行政官としての菱山氏の経
験と思索に裏付けられた説得的な議論が展開され
ており、一読すれば日本のライフサイエンス政策
の全体像をとらえることができる。2003年に築
地書院より出版された氏の最初の著書『生命倫理
ハンドブック』は、日本の生命倫理政策や科学技
術政策に多少なりとも関心がある研究者にとって
は必読書であったが、本書はそれ以上に読まれる
べき著作である。 

 　前著と比較した場合、特筆すべき点として、文
章と構成がこれまで以上に練られており、格段に
読みやすくなっていることが挙げられる。とりわ
け前半の再生医療と脳科学の箇所は、現在進行形
ということもあり、臨場感のある記述が続き、読
み手を飽きさせない。なかでも第1章と第2章は
際立っており、山中伸弥教授によるヒト iPS細胞
樹立以後の研究支援体制構築の舞台裏を明かしな
がら、「ひりひりするような日々」（ⅰ）を振り返っ
ている。当時の対応は、マスメディアからも行政
機関としては「異例の速さ」（14頁）と評価され
たが、なぜこのような迅速な対応が可能になった
のかを政策形成の渦中にいた行政官が語ること
は、それだけで歴史的な価値がある。この点で、
前回の著作では背景に退いていた、政策に関わる
生身の人間の思考や動きが、記述のなかにうまく
織り込まれていることを高く評価したい。 

 　くわえて、本書では前著に比べて扱う範囲が格
段に広くなっている点にも注目したい。『生命倫
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理ハンドブック』では科学技術の「規制」が主題
だったが、今回ではそれにくわえて「振興」と「社
会還元」という側面が強調されている。そのため、
「ライフサイエンス政策」という言葉から想像さ
れる内容を、良い意味で裏切るような範囲にまで
議論が及んでいる。実際本書では、典型的な
ELSI（倫理的・法的・社会的課題）にくわえて、
産業化、産学連携、特許戦略、医薬品の研究開発
といったトピックにも相当の紙幅が割かれてい
る。これらの課題に対して、本書の冒頭で、「理
論的・抽象的な議論が多く、実際の問題解決に資
することが少ない」（ⅱ）と指摘されている生命
倫理学が今後どのような貢献をなし得るのか、一
度真剣に考えてみる必要があるだろう。 

 　最後に、本書の記述に関連して一点問題提起を
しておきたい。ライフサイエンスを含む科学政策
全体を考えた場合に、国内外を問わず、「基礎研
究の危機」が叫ばれて久しい。この背景にあるの
は、従来の研究のための研究（「知識のための科
学」）ではなく、社会に役立つ研究（「社会のため
の科学」）を推進すべきだという考え方である。
こうした状況に対して、本書では社会還元を重視
しつつも、明示的に基礎研究の意義を擁護してい
る（たとえば172頁以降）。すなわち、基礎研究
がなければ社会還元につながる研究は生まれな
い、あるいは基礎研究もやがて役に立つ研究へと
成長し得る、といった主張がそれである。 

 　ただしこうした擁護の仕方は、あくまでも役に
立つ研究成果につながる限りにおいて基礎研究を
正当化する論理である。これは実用的かつ迅速な
研究成果が求められている時代において、基礎研
究の重要性を擁護する一つの論理ではあるが、そ
のじつ、「実用性」の延長線上ですべての科学を
評価するという帰結を生みかねない。この点で、
社会還元が声高に叫ばれる時代において、科学の
内部に「社会の価値観とはほとんど無縁の領域に
ある良質のコア」（石黒武彦『科学の社会化シン
ドローム』岩波書店、2007年、69頁）をいかに
確保することができるか、そのための正当化の論
理が求められている。 

　今後、狭い意味での実用性にのみ縛られない、
「文化としての科学」（佐藤文隆）の振興について、

わが国のライフサイエンス政策はどのような未来
像を描けるのだろうか。専らイノベーションによ
る経済発展という観点からのみライフサイエンス
研究が注目されるようになった現在だからこそ、
改めて考えておきたい課題である。

 隠岐さや香著 

 『科学アカデミーと「有用な科学」―フォントネ
ルの夢からコンドルセのユートピアへ』 

 （名古屋大学出版会、2011年） 

 稲　葉　　　肇 

 　現代の科学史は学説史をはじめとする多彩な分
野から構成されている。本書はそのなかでも社会
史と文化史にわたる業績であり、専門的な内容に
ついては既に優れたエッセイ・レビューがあるの
でそちらを参照されたい（有賀暢迪「研究動向：
アマチュアと科学者のあいだ」『科学史研究』第
50巻（2011年）、150 ― 153頁）。評者はここでは、
本誌の読者にとって興味深いと思われるいくつか
の論点に的を絞って紹介を行いたい。 

 　今日の科学者は、主として大学などの高等教育・
研究機関において研究に従事するが、このような
形態が一般化したのは19世紀のことである。ま
た、17世紀の科学研究は、職業ではなく余暇で
あった。そしてこの間の18世紀には、王権に庇
護された科学アカデミーが次々と各地に設立さ
れ、研究と発表・討論の場としてアカデミーの存
在が前面に押し出される。これまで科学史におい
ては、「アカデミーの時代」は本来あるべき研究
形態（高等教育・研究機関での研究）への過渡期
として扱われてきたが、しかしアカデミーが史上
初の国家による本格的な科学研究機関であること
を想起すれば、そのような予断なく、歴史的背景
を十分に考慮した上でアカデミーの動きを追跡す
ることが必要である。そこで著者隠岐の視点は、
18世紀フランスにおける代表的な科学の研究活
動の舞台であった王立科学アカデミーと、王権に
代表される社会との関係がいかに変化し、アカデ
ミーが社会のなかでどのように立場を確立して
いったのかということに向けられる（序章）。 
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 　本書では時系列に沿って記述が進められ、第 I

部（第1章～第3章）では1666年のフランス王立
科学アカデミーの創設から18世紀前半まで、第
II部（第4章～第5章）では1760年代から1780年
代までの啓蒙思想家の参加と政治改革の時代、第
III部（第6章～第8章）では1780年代から革命を
経て1793年にアカデミーが閉鎖されるまでが扱
われる。科学アカデミーは、他の芸術系のアカデ
ミーなどと同様に、科学を愛好する者たちが王の
庇護を求める形で設立されたが、同時に弁護士ら
が形成していたような技能団体としての性格も備
えていた。また、会則（1699年制定）においては、
政治・宗教に関する話題が禁じられたが（第1章）、
一方で年給支払いの遅滞など会員の経済的な苦境
から、専門性を生かした副業 ― 行政官の諮問に
応える ― もなされることとなる。ここから、非
常に興味深い科学アカデミーの二重性が現れるこ
ととなる。すなわち、宮内卿などの行政の側は、
確かにさまざまな業務を行う際に科学アカデミー
から人材を得ているのであるが、その際に会員は
あくまでも個人としてその業務を請け負い、科学
アカデミーは公的には行政と関係を持たないよう
な構造が生まれたのである。また、初代終身書記
フォントネルの演説では、科学の「有用性」utilé

が強調された。ここで「有用性」とは、現在我々
が想像するような、「社会の役に立つ」というこ
とのみならず、精神的に役に立つ、すなわち人格
の陶冶に資するという点をも含んでいた（第2

章）。他方で、当時は徐々に「公論」が行政にお
いても取り入れられるようになる時期であり、特
にグルネー・サークルによる政治経済論・政治算
術が検討される（第3章）。 

　第 II部では、「啓蒙のフィロゾーフ」たちが諸
アカデミーの要職を占めていく過程が述べられた
後、コンドルセとビュフォンの間に見られる科学
の「有用性」に関する見解の相違が、数学的真理
と自然学的真理に関する両者の科学観の差に重ね
て分析される。ビュフォンは、人間の生活に物質
的な側面から貢献するという意味で「有用」とい
う言葉を捉え、実利的な科学を目指したが、コン
ドルセは「有用性」を「道徳的有用性」と「物理
的有用性」に分けた上で、応用研究のみならず、

純粋研究も長期的には物理的に有用であり得るの
であり、アカデミーはその研究を支援するべきで
あるとした。両者のうち終身書記の座に就いたの
はコンドルセであった（第4章）。そして、同志
たるテュルゴーの財務大臣就任とともに、アカデ
ミー会員が行政に関わることはますます増え、こ
の傾向はテュルゴーの失脚後ネッケルがその職を
継いでからも変わらず続く。ただし、科学アカデ
ミーが組織として行政に関わることは相変わらず
注意深く避けられていた（第5章）。
 　決定的な変化が起きるのは第 III部の時代にお
いてであり、それはアカデミーに設置される大調
査委員会の増加と、アカデミーの『年誌・論文集』
における「エコノミー」なるカテゴリーの出現に
よって示される。「エコノミー」は、今日で言う
経済学的なもののみならず、広く社会科学的な対
象を含み、例えば公衆衛生や財政といった問題が
扱われた（第6章）。またコンドルセも、この時
期に行政の意思決定への科学の参画を推し進め、
アカデミーの体制も改革され、病院移転問題など
さまざまな実践的問題にアカデミーが関わってい
く。結果として1780年代には、行政の側で政治
経済思想が受け容れられていったように、アカデ
ミーの側でも政治経済的な対象を論ずることが受
け容れられ、「勧告する」機関としての自己認識
も生まれたという（第7章）。先取りして言えば、
革命前夜のアカデミーは、隠岐の表現を借りれば、
「今日の社会においては大学、学会、行政の特別
委員会、省庁のシンクタンクなど、複数の組織に
またがって行われている業務をたった50名前後
の会員で担うという、過激なまでに業務集中度の
高い団体へと変貌していた」（終章）のだ。1789

年から革命が進行するなかで終身書記職を代行し
たラヴォアジエは、アカデミーが科学・技芸・国
家の発展のための学者の集まりであり、かつ政府
からの諮問に応えられる委員会でもある、として
アカデミーの有用性を強調した。その努力も虚し
く93年にはアカデミーは閉鎖されるが、大調査
委員会という仕組みは独立して生き続け、科学者
たちが政府の統治活動に協力するための基盤を提
供したし、またエコール・ポリテクニークや国立
学士院など新たな機関がフランスの科学を担って
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いくようになる（第8章）。 

 　本書を通じて示されるのは、フランス王立科学
アカデミーという組織が、いったんは「科学の共
和国」として政治・行政と距離を置きながらも、
次第にその距離を狭めていった過程であり、アカ
デミシアンによって主張された科学の「有用性」
の内容も移り変わっていったことである。この紹
介では触れられなかった話題も数多いが、本書は
現代における科学と社会との関係を考えるとき、
科学史的観点からの材料を与える貴重な研究成果
であると言えよう。 

 船橋新太郎編 

 『依存学ことはじめ』 

 （晃洋書房、2011年） 

 佐々木　　　拓 

 　世間には毎日のように「依存」に関連したニュー
スが流れている。芸能人の薬物乱用、大相撲の野
球賭博、大学生の大麻乱用、「遊ぶ金欲しさ」に
なされる横領、強盗、詐欺といった事件もすべて
「依存」に関連したものである。一般的で非常に
大まかな説明では、「依存」とは（悪い結果が出
るなどの理由で）対象行動をしてはいけないと分
かっていながらも、強い欲求のためにそれをやめ
ることができない状態と言われる。とはいえ、そ
れは正確にはどういう状態なのだろうか。一体ど
のような原因から、どのような人が、どのような
対象に対して依存に陥るのだろうか。 

 　本書『依存学ことはじめ』では5つの学問的観
点から、筆者それぞれの依存観が提示され、依存
との付き合い方が提案されている。薬物依存をは
じめとする物質依存に加え、物質の摂取を伴わな
い「プロセス依存」が登場したことで、依存研究
は大きな転換点を迎えた。「依存」を冠する書籍
が巷にあふれる中で本書の意義が認められるの
は、異なる2種類の依存状態を「依存」という1

つのカテゴリーとして扱う統合的研究が目指され
ている点である。各論には既存の書籍で論じられ
ている内容が少なからず認められ、また全体とし
ても個別領域における研究報告の寄せ集めの印象

がある。しかし、学術的に信頼のおける複数の視
点が1冊の書籍としてまとめられ、「依存学」の
名を冠されたことは、新たな学の第一歩として評
価されるべきである。 

 　プロセス依存を物質依存と同じ「依存」の概念
で捉えることには大きな困難もあるが、利点も存
在する。以下では、各章の内容を簡単に紹介しな
がら、各章の個別研究が依存一般に対してもつで
あろう示唆を論じていく。まずは治療と予防の側
面である。もし依存一般に共通する特徴や因果的
な機構が明らかになれば、ある領域で有効な治療
法や予防法を別の領域に適用する可能性が生じ
る。廣中による第4章「薬物依存の神経科学」で
は、薬理学の観点から、依存性薬物のもつ三大効
果（強化効果、自覚効果、報酬効果）が紹介され、
それぞれの効果に関連する脳の仕組みが解説され
る。物質依存については、一定の研究成果の蓄積
がある一方で、プロセス依存はこれからの研究で
ある。両者に見出される共通性には「依存学」の
基盤となることが期待される。 

 　また、治療が必要な「依存症」の状態と健常な
状態である「熱中」との線引き問題という論点に
おいても両者を統一的に扱うメリットが存在す
る。第3章「熱中と依存の境界線」において村井
は柔軟性と思いやりの欠如、および社会の仕組み
を境界線設定の主要素として、脳神経科学の観点
からインターネット依存を論じている。また、第
2章「依存と集中力、そして楽しい人生」で谷岡
は「嘘をつくこと」「環境のコントロール不能」
を線引きの基準として、社会病理学の視点から
ギャンブル依存を論じている。この論点では、プ
ロセス依存の基準から物質依存を見直すという新
しい研究の視点が提供されることが期待できる。
加えて、両者の論考に共通して興味深いのは、「依
存」という状態の中に「物事への集中」という好
意的な態度を見いだす点である。依存概念の中に
好意的な部分を見いだすことは、依存症治療にお
けるスティグマの改善にもつながるかもしれない。 
 　最後に、帚木による第1章「ギャンブル地獄の
実態と治療」では、臨床精神医学の観点からギャ
ンブル依存症治療の実態が報告されている。この
章では依存症に対する社会環境の影響の大きさに
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気付かされる。第一に挙げられるのは治療施設の
少なさだが、それ以上にはっとさせられるのは、
依存症患者を依存行動に走らせる「キー」がわが
国に氾濫している点である（パチンコや競馬、宝
くじetc. のCMの多さを思い出して欲しい）。こ
れは他の依存一般に共通して社会環境の見直しが
せまられる点であろう。この点は西村も第5章「依
存学への期待」において経済学の観点から論じて
いる。 

　さて、以上のように依存学は非常に意義のある
学問領域であるし、また依存症のもつ社会的重要
性を考えれば研究の必要性も大きい。ただ1つ指
摘したいのは、本書の依存学に哲学・倫理学研究
が欠けている点である。とりわけ、依存者の行為
の評価および責任という視点が脱落しているのは
残念である。現在、英米圏では行為論や自由意志
論の視点から依存者の責任が盛んに議論され、「依
存」概念の定式化に一役買っている。「依存」を
行為としてどのようなものと捉え、それをどう評
価するかの議論なくして、真の依存学は達成され
ないだろう。この点を含み、今後の依存学の発展
に大いに期待したい。

 菊池理夫著 

 『共通善の政治学 ― コミュニティをめぐる政治
思想』 

 （勁草書房、2011年） 

 施　　　光　恒 

 　本書の主題である「共通善」という言葉は、現
代の政治理論では誤解されがちな言葉である。リ
ベラリズム全盛のなか、「共通善」、あるいはそれ
が共有される場としての共同体は、個人の自由や
権利を侵害するものという否定的な理解が多くな
される。とりわけ戦後の日本ではその傾向が強い。
著者は、こうした見方を反駁し、「共通善」や「コ
ミュニティ」は、個人の自由や権利を否定するも
のではなく、むしろ土台としてそれらを下支えす
るものであると論じる。また、「共通善」は、コミュ
ニティにおける人々の熟議を通じて模索され実現
されていくものだと捉える。 

 　本書は、コミュニタリアニズム研究の日本にお
ける第一人者である著者の最近の論考をまとめた
書物である。本書で展開される分析と思索は体系
的であり、なおかつ多岐にわたっている。欧米の
政治思想における「共通善」や「コミュニティ」
の伝統の綿密な整理がなされ、また共和主義思想
や近年の政策科学への影響についても検討が加え
られる。さらに、前著『現代のコミュニタリアニ
ズムと「第三の道」』（風行社、2004年）などで
展開された日本におけるコミュニタリアニズム思
想の意義や可能性もあらためて精緻に議論される。 
 　リーマン・ショック以後、市場原理主義的な新
自由主義の誤りはすでに明らかにされたように思
われる。だが新自由主義的思考の影響力はいまだ
根強い。特に、日本では、菅政権や野田政権の「平
成の開国」路線など、新自由主義的に基づくボー
ダーレス化・グローバル化志向は、一向に衰える
気配を見せない。90年代半ば以降のいわゆる「グ
ローバル・スタンダード」を目指す構造改革によっ
て日本の地域社会は大きなダメージを受けた。昨
今は、TPPなどの「平成の開国」によって、グロー
バル市場の力を直接的に受け、地域社会は壊滅し
てしまうのではないかという懸念が現実的なもの
となっている。こうした現実的懸念にもかかわら
ず、たとえば最近のTPPや大学の秋入学問題にみ
られるように、ボーダーレス化やグローバル化を
志向する議論は引きも切らない。 

 　新自由主義に基づくボーダーレス化・グローバ
ル化志向がいまだに強力なのはなぜか。その一因
は、かつてA・ギャンブルらが指摘したように、
一種の進歩史観が背景にあり、その単純さが人々
を引き付けていることだと思う（参照、ギャンブ
ル /内山秀夫訳『政治が終わるとき ― グローバ
ル化と国民国家の運命』新曜社、2002年）。つまり、
人間社会の近代化や進歩とは、村落共同体から国
民国家の形成を経て、地域統合体、ひいては世界
政府に至るような、いわば土着から普遍に向かう
単線的な過程であるという認識である。非常に単
純な見方であるが、現在でも続く日本における
ボーダーレス化やグローバル化の礼賛にみられる
ように、こうした想定はいまだ根深く存在してい
ると言わざるを得ない。近代の政治思想において
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共同体が軽視されがちだったのは、また現在でも
日本を含め各国で地域社会の基盤を掘り崩すよう
な政策が採用されがちなのは、このような進歩史
観の強い影響力があるためだと考えられる。 

 　しかしこうした近代化や進歩の想定は一面的で
ある。近代社会を特徴づける個人の自由や平等、
民主主義における熟議などの政治的理念、あるい
は福祉などの再分配システムを備えた安定した経
済社会などは、人々の間の連帯意識や信頼、相互
扶助の精神といった共同体的なものの基盤があっ
てはじめて成り立つ。本書で詳述されているよう
に、この点は、最近、さまざまな分野で強調され
るようになってきている。コミュニタリアニズム
思想の意義の一つは、単純かつ単線的な近代観・
進歩観を戒め、バランスのとれた世界像・社会像
を提起する点に求められるだろう。 

　本書は、日本において政治哲学や政治理論を論
じる際の一つの範例を与えている。欧米の理論を
詳細に理解し検討しつつも、その日本における適
用を考えなければならない。日本への適用を考え
る際には、日本の伝統に眠るさまざまな資源や文
化的文脈を理解したうえで、欧米の理論から得ら
れる知見をいわばうまく「翻訳」し、「土着化」
していかなければならない。本書は、「共通善」、
「コミュニティ」に関して、この一連の作業の展
開を試みている。欧米の知見に真摯に幅広く学び
つつも（第1章～第4章）、われわれの生活の基盤
である日本の文脈にも目を配り、生活のなかで学
問的知見を活かすための作業を怠らない（第5

章～第6章）。
 　日本の直面する現代的課題をコミュニタリアニ
ズムの視角から考えるうえで、本書第5章、第6

章の議論は、非常に多くの示唆を与える。著者は、
以前の著作のなかで、戦後日本の一般的評価に抗
い、日本の伝統的村落共同体や町内会・自治会に
関して、民衆の自治組織の一面を有するものとし
て肯定的評価を打ち出していた。第5章では、こ
うした評価をあらためて提示するとともに、「講」
や「ユイ」「モヤイ」などの日本の伝統的な相互
扶助の慣行、沖縄でみられる現代にまで続く生活
互助組織である「共同店」の実践など、日本にお
けるコミュニタリアニズムの可能性を考えるうえ

で大いに参照すべき歴史的・文化的資源の存在に
言及している。また日本におけるコミュニタリア
ニズムの思想運動として、1970年代後半から経
済学者の玉野井芳郎らによって展開された「地域
主義」の再評価を行っている。 

 　加えて、第6章では、ベーシック・インカムの
議論に着目し、コミュニタリアニズムの立場から
その可能性を論じている。さまざまなコミュニ
ティ活動を活性化し、人々の間にあらたな共通善
の政治を生み出す触媒としてベーシック・インカ
ムの政策を捉えることができないかという検討を
加えている。 

 　本書は、研究者にとっても、また昨今の新自由
主義的思考の行き過ぎによる地域社会の破壊を懸
念する実践家や一般市民にとっても、数多くの示
唆を与える幅広く読まれるべき書物である。 

 有賀美和子著 

 『フェミニズム正義論　ケアの絆をつむぐために』 
 （勁草書房、2011年） 

 品　川　哲　彦 

 　リベラリズムは自由と自律を根底的価値におく
とともに、正義が適用される公的領域と正義を超
える価値を具現するゆえに正義を適用されない私
的領域＝家庭とを区別してきた。この区別のもと
では、家庭でのケアワークをひきうけることは個
人の自由な選択とされ、その責任は本人が負うこ
とになる。だが、家庭でのケア労働は無償である
ため、ケアする女性は夫に経済的に依存せざるを
えない。しかし、子育てを考えれば明らかなよう
に、ケアワークは人間社会に不可欠である。それ
ゆえ、ケアの私事化・女性化をとりまく状況の不
正は正されねばならない。本書は、「他者の生に
苦難を見出し、それを緩和する責任を基点として、
正なる人間生活のあり方 ― ないしウェルビーイ
ング ― とは何かを考究する」（42頁）フェミニ
ズムの立場から、「多様な善の特殊構想を超えて、
フェミニズムが正なるものとして擁護すべきア
ジェンダ」（60頁）としての正義がどのようなも
のかを描いている。 
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 　第1章では家庭内の正義を達成するために、フ
レイザーの普遍的ケア提供者モデルを支持して、
世帯所得獲得とケアワークに男女が均等の責任を
担い、後者の分担は家族成員間の自発的な契約に
よって決められるべきだと提言される。第2―3

章では、ケアの倫理が陥りやすい愛情の強制を避
け、ミノウらの権利を基礎とする家族の再構築を
支持して、性や血縁に限定されない多元的な家族
のあり方の可能性を開き、親子関係についてはキ
ムリッカの信託の概念を援用して子のケアされる
権利が損なわれないように配慮する。第4章と終
章では、リベラリズムによる公私の領域の区別を
「自立したシティズン」と「依存する他者に細や
かな心配りをはらう者」（180頁）と捉え直し、
ケアを必要とする者とそのケアをしているゆえに
他者に経済的に依存せざるをえないために前者か
ら疎外されがちなケア提供者とに開かれたシティ
ズンシップの樹立を、ウェストらの議論に立脚し
たケア権（さらには依存する権利ともいわれる）
の構想によって推進しようとしている。 

 　多くの論者を引用し、関連づけ、問題点と解決
の示唆を提示しており、よい手引き書である。た
だ、他の論考を参照して叙述を進めているあまり、
そこに記されている主張に賛同することが、有賀
に賛同することなのか、それとも、有賀の引用し
ている著者たちに賛同することになるのか、見極
めがたかった。また、このように多くの文献をポ
ジティヴに引用する際に、それぞれの著者たちの
文脈の違いや立場の違いにどれほど配慮している
のかという疑問もないではなかった。たとえば、
序章に、盛山和夫と土場学を援用してリベラリズ
ムを概括するなかで、ロールズ、ノージック、セ
ンが並べられているが、レッセフェール的な市場
原理はリベラリズムの主意ではないと指摘してい
る箇所（101頁）を読むと、ノージックのリバタ
リアニズムの位置づけを明らかにするなどリベラ
リズムのなかの異なる要素をもっと腑分けしたう
えでのフェミニズムによるリベラリズム批判を求
めたくなる。 

 　家庭内の正義を確立するために家族を自由な結
社に近づけ、かつ、子の養育には親の責任を重視
する主張はもっともである。だが、家族内の成人

間の関係は契約を構成原理とするなら、老人介護
に関してはケアの市場化が予想されるゆえフレイ
ザーの普遍的稼ぎ手モデルのほうが有効ではない
か。しかし本書は、ケアが市場に開かれていく方
向よりは、さしあたりまずは家庭内で行われるケ
アワークを焦点においているとみえる。ケア権が
ケアされる権利から、さらにケアする者がケアす
るゆえに他者への依存に陥ることを防ぐ配慮（215

頁）へと展開する議論にもそれは窺われる。結局、
子育て以外に家族を築く意義はあるのだろうか。
援用されているヤングの説く家族のもつ価値（の
少なくとも一部）は、プライバシーを個人単位で
考える有賀の主張では掘り崩されるのではない
か。その点も問うてみたい。 

 J. R. マクニール著（海津正倫・溝口常俊監訳） 

 『20世紀環境史』 

 （名古屋大学出版会、2011年） 

 吉　永　明　弘 

 　本書の著者 J. R. マクニールは、日本でもベス
トセラーになっている『世界史』（中央公論新社）
の著者W. H. マクニールの息子である。「環境」
という観点から世界の歴史を記述した本はたくさ
ん出ているが、本書の特徴は、邦訳の表題にもあ
るように、時代を「20世紀」に絞った点にある。
もちろん必要に応じて、1900年以前の歴史も描
かれるのだが、あくまでも焦点は20世紀にある。
20世紀には、それまでの歴史とは質・量とも比
較にならないような環境改変が行われたからであ
る。 

 　第1部は、岩石圏・土壌圏（第2章）、大気圏（第
3章、第4章）、水圏（第5章、第6章）、生物圏（第
7章、第8章）という章立てである。ここでは地
球の各圏域のそれぞれに対して、20世紀に人類
が行った環境改変の歴史が記述されている。ただ
し通常の環境問題の分類とは異なるので、一読し
ただけでは全体の見通しが立てづらいのが難点で
ある。ここでは見通しをよくするために、各圏域
で論じられている主要トピックを示しておきた
い。岩石圏・土壌圏の中で扱われるのは、「化学
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肥料、土壌汚染、土壌侵食」の問題である。そし
て大気圏では、「大気汚染、酸性雨、気候変動、
オゾン層破壊」の問題が、水圏では、「水質汚染、
地下水汲み上げ、ダム開発」の問題が、生物圏で
は、「感染症、緑の革命、森林破壊、捕鯨と漁業、
侵略的外来種」の問題が論じられている。このく
らい大きな見取り図を頭に入れておけば、細部に
迷わずに読み進めることができるだろう。 

 　第2部「変化のエンジン」では、環境改変の推
進力になったものが探求される。第9章では、人
口増加、移住、都市化のうち、人口の純増よりも
移住と都市化のほうが環境への影響が強いことが
示唆される。第10章では、石油、チェーンソー、
自動車、原子炉、工業化、フォーディズム、経済
統合（グローバル化）が環境改変の推進力として
取り上げられる。第11章では、ビッグ・アイデ
アとしての「経済成長第一主義」と各国の安全保
障が環境改変の推進力とされ、それに対する環境
思想、政治、政策の影響が分析される。第1部が
歴史的な記述であったのに対し、第2部では社会
科学的な分析が加えられている。 

 　このように紹介すると、本書は辞書的な書物の
ように思われるかもしれないが、読んでみると一
つの物語として興味深く通読できるのに気づく。
第2部は環境改変の犯人捜しのような趣さえある
（もちろん犯人は単一ではない）。また、環境問題
に関する多くの書物と同様に、環境改変に関する
本書全体のトーンはやや悲観的である。しかし、
環境危機をあおるような誇張はなく、記述はきわ
めて冷静である。大気の改善、森林再生、土壌保
全の例を出して、随所に希望をのぞかせている点
も見逃せない。 

 　加えて、邦訳版に掲載された、著者による「日
本語版への序文」は、貴重な特典といえる。「訳
者あとがき」でも述べられているように、「日本
語版への序文」は21世紀初頭の10年間の環境史
を概観したもので、本書の短い続編となっている
からである。特に、世界中の環境改善が、中国の
環境悪化だけで相殺されてしまっているので、「21

世紀の環境史の最も重要な意思決定は、おそらく
北京でなされるだろう」という指摘は、本書を通
読すると重く響いてくる。21世紀の環境倫理を

考える上でも必読の書といえよう。 


