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日本の読者へ

　私は日本の読者にこの本を紹介できることを大変嬉しく思います．訳者の村

山聡教授らの企画によって，高松市と京都市で開催された会議に参加するため

に最近日本を訪れた際，この本の読者層となるであろう多くの日本人に出会い

ました．この本の最も新しい第 2 版を翻訳してくれた村山教授に心から感謝し

ます．妻のパメラ・ヒューズと私は，日本の文化と景観に深く感動しました．

この翻訳によって，みなさんの国でいただいた様々な贈り物に対する返礼がで

きます．

　環境史は人間と自然の関係性を時系列で研究するものですが，その授業や叙

述は 1970 年代にアメリカ合衆国で始まりました．歴史家の間で森林劣化や汚

染のような環境問題に対する懸念が広がったことが一つのきっかけでした．私

は，そのことをテーマとした会合のほとんどに出席し，授業で教え，そしてこ

のテーマについて最初に執筆した一人でもあります．私は「環境史の誕生に立

ち会った」とも言えるでしょう．そして，この分野において仲間が次々に生み

出す成果を把握する努力をしてきました．また，世界における環境史の進展も

見守ってきました．スコットランドで開催されたヨーロッパ環境史学会の第 1

回会合では基調講演を行い，東アジア環境史協会の立ち上げそして各会合にも

参加してきました．環境史の東洋および西洋における多様な理解の仕方を比較

することは研究に値します．いずれも社会的アプローチ，科学的アプローチの

両方を有しますが，東洋ではそれらの融合が主張される傾向にあります．

　これらの経験を背景に私はこの本の内容を選び，書くことができました．地

域それぞれのそして最新の知見を有する学者によって，その専門性が追加され

ていくことを期待します．
2017 年 11 月 26 日

J. ドナルド・ヒューズ
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第　 　章

環境史を定義する

はじめに

　環境史が探求するのは人間と自然との間にある相互の関係性であり，それは

時間とともに変化する．この研究分野では，歴史家そして歴史家以外の専門家

が世界中で活動しているが，文献は膨大で増え続けており，学校や大学ではこ

の学問が教科として教えられている．聴き手は学生や他分野の専門家，政治や

経営の政策立案者，そして一般の人たちであり，みな現代世界における環境問

題の重要性を認識し興味を持っている人たちである．

　しかし，環境史とはなんだろうか．ある種の歴史であることは確かだが，環

境史は，時代とともに変化する自分以外の自然との関係において，人類がどの

ように生活し，働き，そして考えてきたのかを理解しようとする．ヒトという

種は自然の一部であるが，地球という財産を共有しているにもかかわらず，陸

地，海洋，大気そして他の生命体の状態に我々がもたらした変化は広範囲に及

び，その規模は他の種に比べて極めて大きい．人間が環境に与えた変化は，同

様に我々の多様な社会や歴史にも影響を及ぼしている．人間の社会や個人の諸

相はいわゆる環境との相互関係にあり，それは避けられない．環境史家は，歴

史を描く時にはこの不可避の事実を常に認識することに価値があると考える傾

向がある．

　環境史の他の歴史分野への貢献について，アメリカを代表する環境史家であ

るドナルド・ウースターの言葉を借りてみよう．彼によれば，環境史の貢献は

「歴史の見直しを求める人たちが，これまで以上にその学問分野に様々な語

り 1）を組み込もうと努力している」ことにある［1─1］＊（Worster 1988a: 290）．歴

史家は人間の事象の数々を，それらが起こる場所の文脈において，つまり，自

然環境全体において理解するべきである．歴史の語りは，アメリカ史家である

ウィリアム・クロノンが言ったように，「生態学的に意味を持つ」ようにしな
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ければならない［1─2］（Cronon 1992a: 1373）．人の事象と生態学的過程との相互関

係という主題は，人類の起源から現在に至るまで，あらゆる年代において最も

重要であった．

　環境問題が世界の注目を集めるようになったのは，20 世紀の後半 40 年間で

あり，その重要性は今世紀になって増大し続けている．この現象は，環境の歴

史を語ることが必要であることを示している．環境の諸問題にどのように人間

が加担してきたのか，またそれらにどのように反応し，どのように対処しよう

としてきたのかについての理解を助ける環境の歴史が必要とされている．環境

史は，世界を変容させる時事的な環境問題の諸相へと，歴史家の注意を向けさ

せることに貢献してきた．世界を変容させるような環境問題とは，地球温暖化，

気候変動，大気汚染やオゾン層の破壊，森林や化石燃料などの自然資源の枯渇，

核実験や原子力発電施設の事故による放射線拡散の危険，世界規模の森林劣化，

種の絶滅及びその他の生物多様性への脅威，原産地域から遠く離れた生態系の

隙を狙う外来種の侵入，廃棄物処理と都市環境における他の諸問題，河川と海

洋の汚染，荒野の消滅，自然の美しさやレクリエーションによって気晴らしが

できる文化的な環境の喪失，そして敵対者の資源や環境に衝撃を与えようとす

る兵器や物資を含む武力衝突による環境への影響などである．現代の環境が直

面する危機を構成する変化の多様性や深刻さを，十分に示す長さでありながら，

インド，ヒマラヤの河川，源流の森林劣化の結果，侵食物で塞
がれている．筆者撮影（1994 年）
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上記のリストは残念ながら網羅しきれていない．これらの問題の多くは，最近

生じたばかりのもののように思えるが，20 世紀を通して甚大な影響を及ぼし

たことは疑いもない．また，それらのほとんどは，それ以前の歴史の全ての時

代に淵源を有していた．環境史家はこれらの現代的問題に注意を払ってきたが，

一方でそれらは，人間と環境の関係性によって形成されてきたものであり，古

代以来，歴史のどの時代もその形成期に当たる．

　環境史家は，あらゆる人間社会が自然システムとの色々な関係性の変化を経

験してきたことを知っている．変化はある時は遅く，ある時は早かった．たと

え孤立した，または伝統的社会であっても，緊張状態に直面することがあった．

その緊張は，資源の激減，人口の増加と減少，新たな道具の発明，病原体を含

む，見知らぬ生物体の出現などの要素に起因していた．変化が急激で，秩序を

乱すような場合には，科学史家のキャロリン・マーチャント［1─3］（Merchant 

1987）が言うように「生態学的革命」と呼ぶのが適切であろう．ホセ・アウグ

スト・パドゥアは「我々の自然観と人間の生活における自然の位置づけの決定

的な認識論的変化」［1─4］（Pádua 2010: 83）という新たな分類を示している．それ

には下記が含まれる．

（1）人間の行動が自然界に対し，その価値を下げるに至るまでに本質的な

衝撃を与えうるものであるという考え方，（2）世界を理解する上で，年代

期的な画期となる革命，そして，（3）自然を，歴史すなわち時間をかけて

構築と再構築を繰り返す過程と考える見方である．

環境史が扱ってきた主題

　環境史家とは多様な集団である．個々の興味やその取り上げ方において，ま

た，各々の歴史学の方法や対象に関して，さらに環境に関して彼らの哲学的思

考に違いがあるように様々である．とはいえ，彼らが選択する主題は大きく三

つに分類できる．（1）まずは人間の歴史に対して環境要因が与える影響である．

（2）次に，人間の活動に起因する変化，そして環境において人間が引き起こし

た変化が跳ね返り，人間社会の変化の道筋にもたらす様々な影響のあり方であ

る．（3）最後に，環境に関する人間の思想の歴史そして人間の行動様式が，環
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境に影響を与える行為をどのように動機づけてきたかである．環境史の研究の

多くが，まず上記の一つか二つかを強調するが，ほとんどはおそらく三つの主

題それぞれについてなんらかの言及をしている．

　三つの主題を扱っている著書に，ウォーレン・ディーンとスチュアート・

B. シュワルツの『斧と燃え木で──破壊されたブラジル大西洋側の森林』［1─5］

（Dean/Schwartz 1995）がある．これはある意味，環境史の書き方の手本と言っ

てよいだろう．著者たちは，最初に森林そのものの進化について語り始め，そ

の進化がそこに住み始めた人々に及ぼした影響の話が続く．彼らは，森が切り

開かれ，農業や工業に置き換えられていく連続的な各段階について叙述し，森

林とその開発，すなわちヨーロッパ人による植民地化以前と以後における住民

の開発に対する様々な態度を分析する．住民に含まれるのは，農場所有者，科

学者，政治家，産業経営者，そして自然保護論者である．彼らは，事実上，

『斧と燃え木で』の全ての章において三つの主題を織り込んでいる．

　では，三つの主題をそれぞれ簡単に検討してみよう．第一主題は，環境その

もの，そして環境が人間に及ぼす影響を扱う．環境とは地球全体を含むと理解

できる．そして地球には，土壌や鉱物資源が含まれるほか，淡水と塩水，大気

や気候，気象，最も単純なものから最も複雑なものに至るまでの生き物や動植

物，そして究極的には太陽から受け取っているエネルギーが含まれる．「環境

史をする」2）ということのためにこれらの要素とその変化を知ることは重要で

あるが，環境史とは単純に環境の歴史ではない．人間側の関与が常に含まれて

いる．地質学と古生物学は，地球という惑星について人間が登場する以前の果

てしなく遠い年代記を問題にする．しかし，環境史家がこれらの対象をその語

りの一部に含めるのは，それらが人間の事象に影響をもたらすときに限る．こ

れは環境史が人間中心的な研究法であることを避けられないということを意味

する．たとえ環境史家が，人間は自然の一部で，生態系に依存し，自らの運命

について完全に主導権を握っているわけではないとはっきり認識していてもこ

れは回避できない．一方で，環境史は確かに，人間を自然から切り離し，自然

の上に立ち自然を管理するものとする支配的な傾向の修正にはなりうる．

　人類史に環境が及ぼしてきた「影響」の研究題材として，気候と気象，海面

水位の変動，疾病，山火事，火山活動，洪水，動植物の分布と移動などが挙げ
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られるが，少なくともその大部分は一般的に人為的ではないとみなされている

他の変化も含まれる．通常，環境史家はこれらの要素の影響力を研究する際の

下地については，科学者の報告に頼らざるを得ない．また地理学者やその他の

科学者は，彼らの研究成果の影響を議論する中で実質的に環境史家となるので

ある．ジャレド・ダイアモンド［1─6］（Diamond 1997）のような幾人かは，環境の

一般的条件，つまり陸と海の規模とあり方，資源の利用可能性，飼育や栽培に

適した動植物の有無，そしてそれらに伴う微生物や疾病因子が，人間の各文化

の発展を可能にしているだけでなく，その発展の方向性さえも決めていると主

張している．人間の歴史における環境の形成的役割を強調する，排他的とも言

えるこの主張は「環境決定論」と名付けられ，この考え方自体が長い歴史を有

している．

　歴史において疾病が果たした役割は，環境の影響という主題の一例である．

様々な病気が，環境条件に起因するという考え方は，古代ギリシアの医術の父

であるヒポクラテス［1─7］（Hippocrates 1923）の時代から存在した．人間の活動は，

伝染性の疾患の広がりにおいて，決定的な役割を演じてきた．一方で，それら

に晒されたことのない人間集団への恐ろしい侵入，そして疫病の大流行の結果，

経験された生命の喪失によって，感染症はしばしば人間には制御不可能な力と

みなされた．ウィリアム・H. マクニールの『疫病と世界史』［1─8］（McNeill 

1976/1998）はこの問題を広範囲にわたって扱う概論である．環境史の傑作の一

つであるアルフレッド・W. クロスビーの『コロンブスの交換』［1─9］（Crosby 

1972）は，ヨーロッパ人が南北アメリカ大陸の征服に成功した主な理由は，彼

らが不注意に感染病を持ち込んだことにあると論じた．ヨーロッパ人は，すで

に長くその病気に晒されており抵抗力を有していたのに対して，新世界の感染

症「未体験」の人々は壊滅的なほどに感染しやすかった．病気に負けて人口が

減少したアメリカ先住民は，彼らにさほど抵抗しなかった一方で，ヨーロッパ

人たちは，人口がより多ければ利用できたと思われる労働力も奪われたことを

実感した．彼らは後者の要求を満たすために，ヨーロッパ人同様に，旧世界の

疾病への抵抗力がある程度備わっていたアフリカからの奴隷を運び入れたので

ある．この主題に関する研究としては，ジョン・イリッフのアフリカにおける

エイズに関する研究［1─10］（Iliffe 2006）があり，また，ジョン・R. マクニールに
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よる新世界における蚊媒介感染症の研究［1─10］（McNeill 2010b）がある．

　環境史の第二主題は，環境史家によって書かれた著作の数という点において

疑いもなく群を抜いている．それは人間の営みが自然環境に及ぼす変化の衝撃，

そして逆にそれが人の社会や歴史に及ぼす衝撃についての評価に関わる．人間

の活動には，基本的な生活手段を提供する狩猟，採集，漁業，牧畜，そして農

業が含まれる．他には，村から大都市に至るまで，人間集落のいっそうの複雑

化を生み出すもので，水管理，林業，鉱業，冶
や

金
きん

などを通じて基本的な材料を

提供する活動がある．技術と産業は，戦争も含めた人間活動に最も影響を与え

るものであり，世紀が進むと共により洗練され，人間のエネルギーをより多く

要してきた．これは 1750 年代以降の産業革命についても言える．産業革命は

化石燃料のエネルギーを利用し，強力な効果を発揮する機械を生み出した．こ

うした人間の活動は全て，人間の視点から見て，肯定的にも否定的にも自然環

境に作用する．多くは，環境を人が利用しやすいものに変えている．しかし，

どれも自然損傷につながりうる他の変化を引き起こす．例えば，森林劣化と侵

食作用，種の絶滅による生物多様性の低下，砂漠化，塩化作用，汚染などであ

る．この数十年の間に新たに認められた，環境に害を及ぼす変化として，放射

性降下物〔死の灰〕，酸性雨，そして，二酸化炭素，メタンガスその他の温室効

果ガスの大気中濃度の増加の影響による地球温暖化が挙げられる．環境史家の

薪を運ぶ女性や子どもたち．モザンビーク，ゴロンゴーザのカ
ンダ．人々が生態系に依存する一つのあり方．Domingos 
Muala 撮影（2012 年）



第 1章　環境史を定義する

7

中には，社会が汚染防止策，国立公園や野生保護区など特定地区の保存や絶滅

危惧種保護などの天然資源の保全を通じて，いかに好ましい変化を強調し，負

の影響を抑えてきたかを叙述する人々がいる．他方で，環境に関する政治的な

意思決定の過程や，環境運動と多くの場合強力な敵対者との闘争を追う環境史

家もいる．

　環境の歴史的研究は，人間の行為が自然環境に与える影響に注意を向けるで

あろうし，その多くは以下のように考察が続けられるであろう．指摘すべきこ

とは，この種の人間の行為については，都市史，技術史，農業史，森林史など

他の歴史分野においても研究されており，それらの多くは環境史と共通の疑問

や興味を抱いているということである．例えば，アメリカ合衆国では森林史と

環境史のアプローチは共通点が多い．1996 年以降，森林史学会（Forest History 

Society: FHS）とアメリカ環境史学会（The American Society for Environmental His-

tory: ASEH）は『環境史』Environmental History という一つの雑誌を公刊して

いる．

　第二主題を重視する著書は非常に多い．そして，その多くが非常に素晴らし

く，ここで触れるために，いくつかを選択することは難しい．しかし以下の，

環境への人間の影響を研究する三つの著作によって，例を示すことができるで

あろう．ロバート・B. マークスの『虎，米，絹，そして沈泥』［1─11］（Marks 

1998）は，人口増に対応するための帝国の政策の一部であった米作の拡大と，

絹の輸出を含む市場の変化によって，中国南部のある地方の文化的景観 3）がい

かに変わったかを示している．ジョン・オーピーは，グレートプレーンズ（ア

メリカ大平原）の帯水層の研究『オガララ──乾燥地のための水』［1─12］（Opie 

1993）を書いている．アメリカ西部の水需要によって，広大な高原の下にある

化石水の地下帯水層から水が汲み出され，枯渇を招いた．ジョン・R. マクニ

ールの『太陽の下で何か新しい（20 世紀環境史）』［1─13］（McNeill 2000）は，前世紀

において土地と大気と生物圏（生物が存在する領域）に，人間が与えた前例のない

影響をなぞり，それらの結果が生み出されるよう機能した変化の原動力は，人

口と都市化，技術，そして人間の取り組みを促した発想や政治にあることを指

摘している．

　環境史の第三主題は，自然環境をめぐる人間の思想や態度に関する研究であ
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る．そこには自然の研究，すなわち生態学という科学，そしてさらに宗教，哲

学，政治思想，大衆文化などの思想の体系が，自然のあらゆる側面をどのよう

に人間が扱ってきたかに関する研究も含まれる．このような社会や知の歴史の

側面に注意を払わなければ，地球とその生物系に何が起こったのかを理解する

ことは不可能である．ドナルド・ウースターによれば，この側面が，「見識，

倫理，法，神話，そしてその他の意味体系が，個人あるいは集団と自然との対

話を構成する」人間に，固有の出会いとして繋がってきた［1─14］（Worster 

1988a: 293）．

　環境への態度を探求する本として注目すべきはロデリック・ナッシュの『原

生自然とアメリカ人の精神』［1─15］（Nash 1967）である．1967 年に初版が出版さ

れたのち，チャー・ミラーが加わり第 5 版の改訂版［1─15］（Nash and Miller 2014）

となっている．ナッシュが扱うのは，ヨーロッパ系アメリカ人の自然への肯定

的でも否定的でもある多様な態度と，その態度が北アメリカ地域の野生の保護，

または開発に及ぼしてきた影響であるが，そのルーツをヨーロッパに遡り，20

世紀にかけて議論している．アメリカ先住民が，ヨーロッパ人の目にどのよう

に映ったかについて示すが，アメリカ先住民自身の自然観を吟味するというこ

とはしない．私はアメリカ先住民（Native American Indians）の環境観を『北アメ

リカインディアンの生態環境』［1─16］（Hughes 1996）と題して描いたことがある

が，シェパード・クレッチは対照的に『環境に優しいアメリカインディア

ン』4）［1─16］（Krech 2000）を描いた．グレゴリー・D. スミサーズは，その思慮に

富んだ論文で，「環境に優しいアメリカインディアン」という固定観念を超え

て，「アメリカ先住民の環境に関する知識や社会慣習とのより意味ある関わり」

の理解を試みている［1─17］（Smithers 2015: 83─4）．長期の歴史にわたって自然に

対する文化的態度の変容を追っているのはピーター・コーツの『自然──古代

から現在に至る西洋思想』［1─18］（Coates 2004b）である．

　多くの環境史家は，人々の考え信じていることが，自然界に関していかに振

る舞うかの動機となっていると主張する．一方で，人は戒律によって押しつけ

られたものであっても，個人それぞれの哲学に由来するものであっても，自ら

の必要性や欲望に合わせて自分の態度を上手に適応させることができるとの指

摘もある．このことは他分野と同様に環境分野においても真実である．
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様々な学術分野のあいだで

　ジョン・R. マクニールが簡潔に指摘しているように，環境史ほどに「学際

的な知的活動はないと概ね言ってよい」［1─19］（McNeill 2003: 9）．環境史家の関

心の対象は，通常の学問の境界を越える事柄であり，人文科学と自然科学との

間にある厄介で埋められることの少ない溝に関わることもある．環境史家は，

広範な専門分野から情報を集めたり，歴史家が通常は無視していたり回避した

りしてきたような本を読んだりするものである．同時に，多数の学問分野から

環境史に巻き込まれた学者たちがいるが，彼らの多くは自ら環境史を叙述し，

非常によい仕事をしてきた．他の歴史分野ではあまり見られないことだが環境

史においては，地理学，哲学，人類学や生物学のような他の学術分野の出身者

が著者となって環境史の本を書いている．以下の項目では，環境史と社会科学，

人文科学，生態学を含む自然科学との関係について語ることにする．

他の社会科学分野と関連して

　歴史学はしばしば社会科学の一分野とみなされる学問である．環境史は歴史

学の下位の学問分野の一つと理解され，人間社会が歴史的に自然界といかに関

わってきたかを研究するという立場では，社会科学の一分野とも理解されうる．

ドナルド・ウースターは，「環境史をする」という影響力のある論文で，環境

史は，歴史学という学問分野の中での革新的な運動であるものの，彼が環境史

の中心的な論題に据える三つの「問題群」のそれぞれは「幅広い他の学問分野

に」頼るものであるとみなしている［1─20］（Worster 1988a: 293）．それに対して，

オーストラリアの J. M. パウエルは，環境史は，歴史学の下位分野ではなく，

学際的な方法論であるとしている［1─21］（Powell 1995）．パウエルの主張には少

なくとも経験的な証拠がある．歴史分野としての専門性を最も評価されている

環境史家でさえ，多くの価値ある作品は，歴史学以外の専門分野に足場をおく

学者によるものであり，その数は環境史に関する著作の決して少なくない割合

を占めていることを認めている．

　ウィリアム・A. グリーンは，世界共同体における人間相互のつながり，あ
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るいは人間と地球上の他の生き物との相互依存性に対して，これ以上に敏感な

歴史学の研究方法は他にはないと考察している［1─22］（Green 1993）．さらに彼

は，環境史は，経済，社会，政治という伝統的な歴史分析の形式を補完するも

のであるとも付け加えている．

　これは環境史の学際的な性質に由来する．というのも，正しく「環境史をす

る」には，生態学そして他の科学分野，科学と技術の歴史，地理学をはじめと

する社会科学と人文科学に馴染みがあることが必要だからである．いくつかの

歴史研究の領域は，環境史に非常に強く結びついており，明確に境界線を引く

ことは必ずしも容易ではない．さらに，スティーヴン・ドヴァースが指摘して

いるように，「歴史地理学と環境史との境界を定義することは難しい」［1─23］

（Dovers 1994a: 7）．歴史地理学者は，環境史と隣り合わせであったことに気づ

いた．彼らは環境史との間の境界線をお咎めなく行き来し，優れた環境史を書

いてきた．このような地理学者の一人はイアン・ゴードン・シモンズであった．

彼の『地表を変化させる』［1─24］（Simmons 1989）は，簡潔ではあるが，環境の変

化の割合，予測に関わる課題，そして，政策の意思決定と遂行に影響を及ぼす

諸問題を考える専門的な論評である．彼の『環境史』［1─25］（Simmons 1993）も歴

史研究における科学的な根拠を強調した価値ある概論である．アンドリュー・

グーディの『自然環境に与えた人間の影響』［1─26］（Goudie 2013）は役に立つ著作

であり第 7 版に至っている．

　生態学 5）の枠組みを社会科学に応用したのは，リリー・E. ダンラップが

1980 年に編纂した論文集である．彼は自身の論文で，全般的に社会科学は，

人間社会が生き残るために生物物理学的な環境に依存していることを無視し，

他のあらゆる生命を統御する生態学的な原則から人間を例外として除外してき

た点を指摘している［1─27］（Dunlap 1980: 5）．彼と他の著者はその是正として，

生態学から抽出したモデルをそれぞれの専門分野に応用している．社会学では

ウィリアム・R. カットン・Jr. そしてダンラップ，政治学ではジョン・ロッド

マン，経済学ではハーマン・E. デイリー，そして人類学ではドナルド・L. ハ

ーデスティ［1─28］（Catton 1980; Rodman 1980; Daly 1980; Hardesty 1980）がその任務

を担った．ここでは歴史学は登場しない．しかし，ウィリアム・H. マクニー

ルやアルフレッド・W. クロスビー［1─29］（McNeill 1976/1998; Crosby 1972）をはじ




