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要旨
本稿は、日本のフェミニズムにおいてエコフェミニズムが不在である理由とその背景について考察するもので
ある。日本においても、エコフェミ論争（ 1985）が象徴しているようにエコフェミニズムに関する理論的知的格
闘が存在してこなかったわけではない。しかし、日本においてエコフェミニズムがフェミニズムの一つの潮流と
して未だ根付いていないように見受けられるのはなぜなのか。本稿は、このような問題意識を基盤として、フェ
ミニズムとエコロジー思想が接近・遭遇しつつも距離をとらざるを得なかった事情について考察するものである。
その際、エコフェミ論争の議論を中心に検討し、また、日本におけるエコフェミニズムの可能性を探っていくと
いう意味で欧米のエコフェミニズムの議論も併せて検討していきたい。
Abstract
This paper examines the reason why eco-feminism is absent in Japanese feminism and that background. In Japan, there was
a theoretical intellectual ﬁght about eco-feminism as an “eco-feminism controversy” in 1985. However, it is supposed that
eco-feminism has not yet take root as a current in the feminism in Japan. This paper analyzes the circumstances that feminism
and ecology have taken distance while they once come close and encounter, based on such my critical mind. On that occasion
I examine mainly on an argument about “eco-feminism controversy” and, want to examine an argument of European and
American eco-feminism in a meaning to investigate the possibility of eco-feminism in Japan.

1. はじめに ―フェミニズムにおけるエコロジー

目の当たりにしてきた 。本稿は、そのような筆者の
1）

という対象領域の不在

びわ湖石けん運動との関わりを契機として芽生えた、

60 年代以降のエコロジー運動の隆盛以来、 少なく

意識を少しでも具体化するための作業である。

フェミニズムとエコロジーとの相互関連に対する問題

ともフェミニズム運動はエコロジーとの関わりを持っ

さて、前記したような社会的背景を基盤としつつ、

ていた。70 年代リブ運動の一部の人たちは、 エコロ

日本のフェミニズム内部においても両者を結びつけよ

ジー危機の認識から、無添加や無農薬の安全な食品を

うとする理論的地平としてエコロジカル・フェミニズ

求める傾向や、自然食品を求める傾向、あるいは身体

ム（以下「エコフェミニズム」とする）が展望される

を自らの手に取り戻すといった「からだの自己管理」

かに見えた。なぜなら、エコフェミニズムは、コペン

などを実践していった。つまり、フェミニズムにもエ

ハーゲンからの「エコフェミ宣言」
（1980；地域コミュ

コロジーにも問題関心を持ち、 かつ双方の運動と関

ニティ単位の、環境配慮型のオルタナティブなライフ

わっていた女性がいた。また、エコロジカルな視点を

スタイルを提唱している）にあるように、女性の日常

持った多くの運動の興隆の中で、主体的に関わった層

的生活における実践運動の中から作られてきたものだ

が女性、とりわけ主婦層であったという具体的な運動

からである。それは、女と男の関係の変革を含めた、

のありようからも、エコロジーとフェミニズムが接近

従来の社会のあり方の問い直し、自然環境保護、反核、

する潜在的な可能性が存在していたと言える。

反原発という具体的目標を掲げて闘う実践思想であっ
た。

このことは、日本の社会運動過程を考えるとき、少
なからず運動の出発点がフェミニズム、エコロジー双

しかしながら、日本においては、エコフェミニズム

方から近代産業社会批判の文脈に沿って発展してきた

がフェミニズム（またはエコロジー思想）の一つの潮

という証左に他ならない。筆者自身（ 2004）も、
「び

流として未だ根付いていないように見受けられる。そ

わ湖の石けん運動」（1970 〜 1980）への調査・研究の

れは、日本においてエコフェミニズムが、欧米のエコ

過程で、そのような女性主体の形成および地域実践を

フェミニズムの紹介や翻訳が中心となっていること、
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また管見ではあるが、フェミニズムとエコロジー思想

る。特に、第三巻に収録された青木の「女性性の身体

の結節点をめぐる日本独自の理論的展開が見えにくい

とエコロジー」
（ 1983）においては神話世界までも論

ことに起因しているのではないかと考えている。

域にとりこみ、
「男女の対の思想」を探求し、
「女の原

とは言え、エコフェミ論争（1985）が象徴している

初的な力」
（青木はこれを「女性性」 とした） の再発

ように、日本においてもエコフェミニズムに関する議

掘を試み、大きな反響を引き起こしたのである。

論が存在してこなかったわけではない。では、なぜ今

青木の唱道したエコフェミニズムに対し、
『現代思

日に至るまで、フェミニズムとエコロジー思想の相互

想』誌上（ 1 月号）で上野千鶴子が青木を「イリイチ

不可侵状態が続いているのだろうか。エコフェミ論争

派フェミニスト」と名づけ「女は世界を救えるか？」

で、何が議論され、また逆に議論されなかったのか。

と批判した。それに対し青木が「フェミニズムの未来」

そこに、フェミニズムとエコロジー思想が接近・遭遇

（ 4 月号） と題して上野に対する反論を行うという流

しつつも距離をとらざるを得なかった事情が存在する

れに端を発して、続く 5 月には、日本女性学研究会に

としたらそれはどのような理由なのか、エコフェミ論

よる「フェミニズムはどこへゆく−女性原理とエコロ

争の展開を追っていく中で明らかになってくるのでは

ジー」と題するシンポジウムが設けられた。青木を講

ないかという予感がある。

師に迎え、パネラーの一人に上野があたり、討論が展

よって、本稿では以下、エコフェミ論争における議

開されたのである。この一連の論争がいわゆる「エコ

論を中心に日本においてエコフェミニズムが根付かな

フェミ論争」 であり、80 年代フェミニズム論争にお

い理由について考察、 論述していきたい。 その際、

いてもっとも中心的な論点となったものとして位置づ

フェミニズムとエコロジー思想の相互不可侵状態をも

けられている 。
2）

たらしている日本的特殊事情の所在についても併せて
考察したい。なぜなら、世界的に見て、フェミニズム

1）青木やよひのエコフェミニズム

とエコロジー思想は多くの場合共闘関係にあるし、思

ではまず、日本におけるエコフェミニズムの唱道者

想的共有を目指す動きはエコフェミニズムとして結実

である青木やよひのエコフェミニズムから見ていこ

し、理論と実践が相互に影響を与えながら発展してき

う。

ているからである。にもかかわらず、日本がそのよう

青木がそのエコフェミニズムの立脚点としたのは、

な状態と対極にあるのは、やはり日本的特殊事情につ

非西洋、 非近代的共同体社会にある宇宙観（世界観）

いて押さえておく必要があると考えるからである。ま

である。ここでの宇宙観とは、
「天なる父と母なる大

た、発展著しい欧米のエコフェミニズムの議論を概観

地」というシンボル化された神秘的な因果律によって

しながら、日本におけるエコフェミニズムの可能性に

人間を包摂する（自然＝宇宙）考え方のことを指して

ついても若干触れたい。これらを明示化していく作業

おり、これが性の二項的存在として認識されていると

は、フェミニズムとエコロジー思想の相互不可侵とい

いう。つまり、人間は周囲の自然界への畏敬をもとに

う状態を乗り越え共闘を可能とする理論的基盤を作っ

体系的な宇宙観を構成し、それをみずからの社会心理

ていくためのささやかな試みの一端として位置づけら

や心理的よりどころの体系化に投影してきた。そうし

れる。

た宇宙観から導出される象徴レベルの性別がジェン
ダー（宇宙的雌雄性）であり、これが現実の男女の関

2. 日本におけるエコフェミニズムの登場

係を規定する生物学的性差や社会的性差を意味づけて
きたのである。

―青木のエコフェミニズムとエコフェミ論争

そして、 この雌雄性が現実社会で持つ文化概念が
エコフェミ論争とは、青木やよひのエコフェミニズ

「女性原理」と「男性原理」であり、前近代において

ムの提唱をめぐる論争である。青木は『シリーズ・プ

は両立関係にあった。たとえば青木はホピ族やナバホ

ラグを抜く』において、イリイチのジェンダー論を手

族といったアメリカ・インディアンの宇宙観を引き、

がかりとして、産業社会批判と女性の問題を関連づけ

そこでは太陽が女で月が男であるからナバホの女性の

た。
「核兵器や原子力発電所が破壊性」 を発揮してい

地位は高い、もしくは女性は男性に従属的な関係性に

る現代社会の危機の原因を、「男と女が中性的な人間

はないという。そして、このような社会には「宇宙論

になってしまった」ことに求め、この「中性的な人間」

から導き出される象徴レベルの性別としてのジェン

という抽象的概念を産業社会における市場経済による

ダー」はあるが、近代的で優劣的な性差別観や性差別

ものと分析し、男性中心社会批判を乗り越えたフェミ

は存在しないという、前近代を無条件に賞賛する立場

ニズムとして、 エコフェミニズムを展望したのであ

をとったのである。

論文
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他方、16 世紀から始まる近代化による「文明社会」

上野はまず、 その批判の矛先をイリイチへと向け

では、ジェンダー的相補的世界が衰退し、それに代わ

た。イリイチのジェンダー論が、
「差別ではなく区別」

る資本主義的近代の生産様式が登場し、その効率性を

（男女による扱いの差異に関して）という潮流を代表

追求する「男性原理」が恣意的に操作され肥大化し、

し、特にその立場の人々（反フェミニズム）に支持さ

「女性原理」の価値は貶められたという。その結果、

れていたからである。イリイチは、家庭の主婦の家事

自然環境を破壊し、「内なる自然」 である身体の疎外

労働など、 報酬を受けない再生産労働を「シャドウ

に起因する性の蔑視を生み、女という性は男性の支配

ワーク」と命名し、女性の家庭内労働の捉え方で新し

下に置かれることとなった。そこで、近代社会が「文

い視点を提示したことで知られているが、当時、その

明化＝自然の抑圧＝身体の疎外＝性の蔑視＝性差別の

反近代主義的主張を展開するイリイチは一種のブーム

発生」という構図をつくったのであれば、これをどの

となっており、そのブームの中に居たのがイリイチ派

ように転覆するかが課題となってくる。

フェミニストであった青木やよひその人であったので

青木がとった方法は、前近代の自然観である地球を

ある。

母なる大地として女性的なものと捉えていた文化概念

第一に、上野によれば、イリイチはその近代把握に

である「女性原理」を「男性原理」の対抗原理として

おいて過ちを犯しているし、非近代、非西欧社会の把

用いることであった。そして、「男性原理」が実現さ

握においても同様であるという。それは、イリイチの

れるプロセスが近代化であるなら、そこから排除され

歴史・民族誌料の恣意的な取り扱いに見られ、たとえ

劣位項に貶められた価値観を「女性原理」として復権

ば中国文化の一つである陰陽二言説をもって、中国社

し社会のバランスを取り戻そうとする戦略を提唱した

会を両性が対等であると結論づけるのと同様のレベル

のである。つまり、性差別も、自然破壊などのエコロ

の議論をしている。そして、このイデオロギーと現実

ジー危機も、近代化による支配、抑圧という等根源性

を混同し、倒置するこという過ちを、日本のイリイチ

を持っているのだから、「女性原理」を復権すること、

派知識人、つまり青木のエコフェミニズムがまさにそ

内なる女性性の回復をはかることによってバランスを

れを犯していると指摘する。それは、先述したナバホ

保つ必要があると考えたのである。 この「女性原理」

の宇宙観のことを指している。つまり、ナバホの太陽

は必ずしも女性だけに見られるものではなく、
「女性

が女で月が男という宇宙観から、
「ナバホの女性の地

的なるもの」として男性の中にもあり得るものと主張

位が高いという論理的な結論は、この前提から全く導

し、回復の手がかりを身体性に求めていった。そこに

きようがない」のである。

は、青木のエコロジーに対する認識が、人間自体のエ

第二に、 イリイチは、
「性差別の発生」 を「産業社

コロジー、 つまり身体を「内なる自然」（再生産／母

会の成立」以降にしか見られない歴史の浅いものとし

性機能を内なるエコロジーの一環として見る）として

ていることである。
「産業社会」 と他のすべての「非

捉えていたことと、身体を宇宙の中心として身体こそ

産業社会」とにおける性差別編成を、セックスとジェ

が神秘体験の手がかりであるとする東洋思想への深い

ンダーに単純に二分割していると批判する。現実には

関心とが繋がりあった結果であったと言えよう。青木

「非産業社会」 における性別編成は多種多様であるに

にとってフェミニズムとエコロジーは、身体性の復権

もかかわらず、非西欧・非近代社会を西欧・近代との

という点で交差し、とりわけ女性はその母性機能ゆえ

対比の上で、通時的にも共時的にも一元化して捉える

に、それを手がかりに身体のエコロジーとともに自然

という過ちを犯している。つまり、青木のエコフェミ

界のエコロジーをも回復しなければならない、という

ニズムの前提が、このような非近代・非西欧賞賛の立

のが青木のエコフェミニズムの大筋の理論である 。

場に立っていること、また調和していた前近代が、近

3）

代化・文明化によってその調和が崩壊したという点が
両者に共通していることを指摘しているのである。

2）上野千鶴子による青木のエコフェミニズムへの批判
青木によるエコフェミニズムの主張が、イリイチの

第三に、 女性原理、 男性原理という相補的二元論

概念とともに日本のフェミニズムに登場したことに対

は、論理に対する身体、文化に対する自然の復権に女

して、当時のフェミニズムにおいてオピニオン・リー

性解放を矮小化するものであり、男性文化が女性原理

ダーとして登場してきていた上野千鶴子がいち早く危

に配当した分類原理を受け入れた上で、まさに文字通

機感をあらわにした。そして、青木のエコフェミニズ

りその「相反補足的」補完物としかならず、男性文化

ムが内包している前近代的ジェンダー宇宙観への賞賛

の構図の範疇を脱していない。相補的女性性を称揚す

や、女性原理＝再生産とする本質主義的傾向を「女は

るイリイチ派フェミニストは、彼らのメタディスコー

世界を救えるか」（1985）において鋭く批判した。

スの上でも、見事に相補的役割を果たしていると批判
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する。

で成立している点が押さえられていない。

そして、以上のようなイリイチ批判を通して、青木

第四に、近代主義を批判するエコフェミニズムそれ

のエコフェミニズムを「性差別の根源を近代主義に還

自体が近代主義である。

元しつくせないように、 女性解放の戦略を、 エコロ

第五に、反近代主義的言説はそれ自体近代主義的認

ジーに還元することはできない」と看破した。前近代

識装置によって必然的に生み出される。

的な自然への回帰が、自然破壊や性差別を生み出して

以上のような「反近代主義批判」の要点は、何ら根

いる近代を超克する道だというのは、前近代やその自

拠らしきものが欠落しているにもかかわらず、単純に

然観の「神秘化」に他ならない。しかも、女性がこの

非近代・非西欧を近代・西欧に対置させ、かつユート

自然に親和的だとするなら、それこそ文化 / 自然とい

ピア化していることであり、また非近代・非西欧の多

う二項対立のうち、女性を自然の側に配当するという

様化を捨象し一元化してしまっていることにある。加

男性優位の文化イデオロギーを実は前提とし、受け入

えて、男性原理や女性原理、男性性と女性性といった

れているのである。

二項対立図式自体が、近代主義的な認識論の枠組みに

第四に、 上野はマギー・ マクファドン (McFadden,

基づいている。近代を否定し、非西欧・非近代を理想

1983) によるフェミニスト分類を引用し、自らを「性

化するのではなく、両者の対立図式をどう克服してい

差最小化論者」
、青木を「性差最大化論者」と区別し、

くかが問われているのである。

女性解放戦略のオルタナティブを展望した。これは、
ⅱ）女性原理への批判

女性解放戦略上の差異に基づく分類であり、「性差最

第一に、女性原理は、男性文化が女性に配当したも

大化論者」とは「女らしさ」を肯定的に評価する「文

のである。

化フェミニスト」、 および根源的な性差を「産む性」

第二に、女性原理という名づけは、男性に対する女

に求める「母性主義者」を含めるもので、男性主導型

性の独自性や固有性と読み替えられる。

文化の行き詰まりを「女が救う」という立場である。

第三に、実態概念と混同され、女性原理＝母性原理

一方、
「性差最小論者」は、「女の母性を最小にする」
、

として母性イデオロギーへ回収される。

つまり生殖から女性を解放するという立場である。し

第四に、女性性の強調は、女らしさというステレオ

かし、上野はこれを逆転させ、男を産む性に引き込む

タイプの性イメージを強化する。

ことによって、男と女の差を最小にしていく戦略を提
示した 。

第五に、女性原理は近代の補完物である。

4）

以上のような「女性原理への批判」は、何よりも女
性原理それ自体が性別分業に基づく近代家族の成立と

3）シンポジウムにおけるエコフェミ論争とその争点
1）2）で概観した議論を踏まえて、5 月に日本女性

共に、近代的な家庭の中にあるゲイマンシャフト的な

学研究会による「フェミニズムはどこへゆく−女性原

価値として生まれてきたことに対して無自覚であった

理とエコロジー」と題するシンポジウムが開催されさ

ことに拠る。女性原理の称揚は、男性原理を補完する

らなる活発な討論が展開された。このエコフェミ論争

よう作用し、結果として近代を補完するという帰結を

では、青木のエコフェミニズム理論の持つ危険性につ

生む。女性原理の救済による女性解放と自然解放とい

いて多くの批判がなされ、特に、母性主義の復古に対

う開放戦略の立て方が、結局は男性文化に回収されて

する警戒心から、上野以外の他のフェミニストも青木

しまうという陥穽が指摘されているのである。

のエコフェミニズムに対して批判的な論陣をはった。
ⅲ）母性主義への批判

上野の批判とも重複する点があるがその主要な論点
は、およそ三点に集約することができそうである。第

第一に、産む性という母性の強調は、国家的な母性

一に、
「反近代主義・ 前近代賞賛」 に対する批判であ

イデオロギーに回収される。

り、第二には、
「女性原理」に対する批判、第三には、

第二に、女性＝産む性＝自然という理論は、母性主

「母性主義」に対する批判である。

義である。
第三に、男性＝文明、女性＝自然という近代社会の

ⅰ）反近代主義・前近代賞賛への批判

イデオロギーの肯定につながる。

第一に、非西欧・非近代を一括して理想化している。

第四に、女性を母性的な領域に封じ込める近代家族

第二に、性差別をはじめ現代の危機の根源を、近代

イデオロギーの強化につながる。

主義に還元している。

以上のような、
「母性主義への批判」は、女性が産

第三に、近代がその外側に非近代の領域を持つこと

論文
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的だとする母性主義的傾向とその復古へとつながる危

存在しない。つまり、青木のエコロジーを文脈からあ

機感からもたらされた。女性＝自然という図式は、本

る程度推測することができるとしてもその内実は一切

質的な性差として読み違えられる可能性が高く、また

明示されていないのである。このことは、青木のエコ

母性を近代主義を否定するために強調するのみで、

フェミニズムが、フェミニズムとエコロジーがどのよ

「母性主義の近代性」の側面を看過してしまっている

うな問題に対してどのような点において共闘が可能

点が問題とされた。ただし、青木は後に弁明している

で、どの点において乗り越えるべき課題があるのかを

ように、女性＝産む性とはしているが、文明対自然を

明確には問うていないことを示している。従って、エ

男性対女性に割り振る考え方には否定的な見解を示し

コフェミ論争において、エコロジー危機に対するフェ

ている。

ミニズムの有様が看過されてしまったのは、その唱道

4）エコフェミ論争とは何だったのか？

あったと言わざるを得ないだろう。つまり、青木のエ

者であった青木のエコフェミニズムにもその原因が
上野が明らかにしたように、エコフェミニズムがイ

コフェミニズムはあまりに観念論的で、アクチュアル

リイチの思想（反近代的ジェンダーの哲学）と結び付

な環境の危機に対してフェミニズムに何ができるのか

けられて、日本に紹介されたところに、日本における

が全く見えてこないのである。

フェミニズムとエコロジーの不幸な出会いがあったと

その意味で、エコフェミ論争から明らかになる争点

いえる。もともと生活実践的な主義主張を多く含んで

以外の重要なポイントは、エコフェミ論争および青木

いたはずのエコフェミニズムが、「女性原理派フェミ

のエコフェミニズムには「エコロジーが不在」であっ

ニズム」という形而上学的理論に変えられてしまった

たということではないだろうか。身体を内なる自然と

（捉えられて）ところに問題（不幸）があった。形而

言い換えてみたところで、果たしてエコロジーが身体

上学的思考法は、そもそもフェミニズムが父権的思考

という領域に対して何か具体的論点を提示できるのだ

法の元凶として告発してきたものでもあったことを考

ろうか。できないからこそ、青木のエコフェミニズム

えれば、フェミニストが青木のエコフェミニズムに批

は、身体＝自然という図式の中で教条化せざるをえな

判的論陣をはったのは当然であった。

かったのではないか。

特に問題視されたのは、批判の焦点が「女性原理」
、

そのように見れば、青木のエコフェミニズムでは、

「母性主義」に当てられたように、青木の意図を超え

そもそもフェミニズムとエコロジーが結節する点など

て、
「エコフェミニズム」 ＝「女性原理」 ＝「母性主

論じられていなかったと言えるし、青木のフェミニズ

義」という読み替えがなされ、母性主義フェミニズム

ムにエコロジーが都合よく持ち出されただけではない

の復古につながる危険性があったということである。

かという印象さえ出てきてしまう。それは、論争の中

それは、日本における母の代表的なイメージが、献身

心人物であった青木と上野の対立が、
「性差最小化」

と自己犠牲であり、子にとっての母、心のよりどころ

か「性差最大化」かという戦略上の違いはあっても、

となる神聖な価値であり、ゆえに女性であるというこ

フェミニズムの実践的目標においては基本的に一致す

とと、母であるということが強く一体化された「母性

るという相互理解を見ていることからも窺える。つま

主義」という文化概念が根強く残る日本社会特有の事

り「エコフェミ論争」 とは、 フェミニズムとエコロ

情があるためである。

ジーとの相互連関や、環境問題にフェミニズムがどう

しかし、結果的にこのような批判、つまりエコフェ

対処するのかという課題に対する論争ではなくて、従

ミ論争の中味が、反近代主義、女性原理、母性主義の

来どおり女性の解放戦略の相違に対する議論であった

批判に終始してしまったために、本来のエコフェミニ

のである。

ズムの中心的課題である、男性による自然環境の搾取

では、一連のエコフェミ論争において、なぜこうも

と抑圧に関わる開発問題についてまったく触れられな

エコロジーは棚上げされ、またフェミニズムからエコ

いという問題点を残すこととなってしまったのではな

ロジーへの取り組みについては論じられなかったのだ

いか。そして、
「エコロジー問題は重要」だという認

ろうか。そこには、どのような日本的特殊事情が存在

識は共有しながらも、エコロジー問題についてはほぼ

しているのか。そこで、次節以降では、まずフェミニ

論じられることはなく、環境問題に対するフェミニズ

ズムにおけるエコロジーという対象領域が不在である

ムの取り組みも消極的なものにならざるを得なくなっ

理由を、日本的特殊事情を探ることで明らかにしてい

てしまったのではないだろうか。

きたい。

そもそも青木のエコフェミニズムには、エコロジー
とは何かという根本的な問いに対しての明確な定義が
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日本におけるフェミニズムとエコロジーの
不幸な遭遇と離別
―フェミニズムとエコロジーの結節点に関する一考察―

1.「母として」という発想は、子どもという他者

5）日本的特殊事情に対する考察

の生命を根拠にしたものです。他者の生命を守
ⅰ）日本のフェミニズムの解放戦略

る、というかぎり、それは代弁者の立場に立ち

第一に、日本のフェミニズムの解放戦略とエコフェ

続けることになるのではないか。他者の生命を

ミニズムの問題提起との間に大きな齟齬があったと考

根拠にするかぎり、
「やさしさ」
「無私」が感じ

えられる。エコフェミニズムの問題提起の一つに、厳

られ、他からの非難はむかってこない。が、そ

しい資本主義批判・開発主義批判の側面がある。たと

のぶん自己と向き合うことがあいまいになって

えば、エコフェミニズムの理論家であるキャロリン・

しまうのではないか。

マーチャント（1980）は、資本主義による女性搾取と

2. 母性の絶対化・超自然化・神聖化を強めてしま

自然の奴隷化は、同一の男性中心原理にその源流があ

うのではないか。そのことは女の存在意義を、

り、ゆえに自然に近い存在としての女性は、資本主義

母のみに認めるという発想を強める役割を果た

とその開発主義に対して批判的立場に立つものである

すのではないか。

と主張している。つまり、エコフェミニズムはその理

3. 母は常に被害者であり、自らは主体的には、悪

論的構築過程において、資本主義批判、開発主義批判

となる原因をつくっていない、という発想を秘

をその理論的射程として捉えようとしていた。このこ

めているのではないか 。
6）

とと、当時の日本のフェミニズムが、「 80 年代後半の
主婦層を中心とする消費者運動も基本的には母の論

日本的資本主義の繁栄に便乗していこう」とする解放

理で動いてきた。それらは、
「女性が運動の中心を担っ

戦略とが齟齬をきたしたのである。
この点に関して大越愛子（1996）は次のように述べ

ているけれども、運動そのものは女性の解放要求を軸

ている。
「エコフェミニズムの資本主義批判、 開発批

とするものではなく、むしろ近代的な性別役割分業の

判が、80 年代後半の日本資本主義の繁栄に便乗して

枠の中での母親の意識を盾にした運動であった」 。
7）

いこうとする、日本の主流派フェミニズムのもくろみ

また、70 年代ウーマン・ リブ運動の一部が、 生活

に真っ向から反対するものだった」。そして、エコフェ

志向あるいはエコロジカルな方向に進んでいったこと

ミニズムに関する議論が日本において展開されない理

に対してもフェミニストから批判がなされた。たとえ

由として「エコフェミニズム排除に安住している体制

ば、江原由美子（1985）は次のように述べている。
「公

派フェミニズムの力が根強い」と批判し、「エコフェ

害反対や自然食品運動、エコロジー運動等との連帯を

ミニズムと聞いただけで食わず嫌いがまかり通るとい

深めた女性解放運動の一部は、女性に対する抑圧的体

う、 閉塞的な事態に日本のフェミニズムは陥ってい

制をイコール近代主義の限界として位置づけ、手づく

る」と、日本のフェミニズムの現状を分析している 。

り志向・自然志向・共同体志向等、矮小化された近代

5）

ここで、指摘されているのは、日本のフェミニズムの

主義批判を解放の唯一の方向性として教条化してし

解放戦略とエコフェミニズムの問題提起との齟齬だけ

まった」）。
8

でなく、日本フェミニズムの体質をも鋭く告発してい

確かに、環境保護運動が母性の強調と結びつくのな

るのであって、その意味で今後日本のフェミニズムが

らば、先述の指摘のようにフェミニズムにとって有利

日本的資本主義と真っ向から対決するかどうかが問わ

ではないし、むしろ、批判の対象となってしまう。し

れているのである。

かし、これは何もエコロジー思想の価値である自然と
の「共存」や「共生」などの考え方を損なうものでは

ⅱ）母性主義と環境保護運動

ない。問題としなければならないのは、エコロジー思

第二に、日本の反原発運動や自然保護運動、開発反

想に内在する女性蔑視性である。ここに日本的特殊事

対運動が、多くの女性によって担われ、かつ母性主義

情の三点目としての、日本的エコロジーの自然観が生

と密着していたという事情があったからだと考えるこ

じてくる。

とができる。戦後の母親運動の「生命を産み出す母親
ⅲ）日本的エコロジー思想

は、生命を育て、生命を守ることをのぞみます」とい
うスローガンに代表されるように、 母の意識を起爆

第三に、青木のエコフェミニズムの反近代的、反西

剤とした運動が環境保護運動にも見られたからであ

欧的、反資本主義的姿勢が、男性のエコロジスト（男

る。たとえば、優生保護法阻止連メンバーの石塚友子

性知識人や運動家）によって戦略的に利用されてしま

（ 1988，1991）は、反原子力運動の中の母性主義につ

うのではないかというフェミニストの危機感があった

いて次のように指摘している。

論文
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越愛子（ 1996）は青木のエコフェミニズムが、
「その

にあるのかについて把握しておくことも、今後の日本

形而上学性ゆえに、男性たちのエコフェミニズム誤解

的エコフェミニズムを展望していく上で押さえておく

に貢献した」とし、「その反近代的、反西欧的、反資

べき点であると考えるからである。その際、欧米のエ

本主義的姿勢に共感を寄せ、個別的男性ではなく抽象

コフェミニズムの議論をすべて検討することは不可能

的男性原理への告発に安堵し、女性原理の復権に喝采

なため、ある程度論点を絞って検討していくことをあ

9）

をおくった」と述べている 。

らかじめ断っておきたい。つまり、フェミニズムとエ

なぜなら、
「反近代的」、「女性原理」 という言葉で

コロジーの理論的な接合点に焦点をあてながら検討

象徴された日本の「エコフェミニズム」は、自然環境

し、次いで日本におけるエコフェミニズムの可能性に

破壊の原因を、 自然を支配するという西洋の近代思

ついて若干の考察を加えたい。

想、 科学に求め、「反近代的な日本的土着思想はエコ

3. フェミニズムとエコロジー ―その理論的

ロジカルで、再評価すべきである」と主張する日本の
エコロジストにとって大変都合のよいものであったか

結節点

らである。
つまり、反近代、前近代賞賛の立場をとる日本のエ

エコフェミニズムは、自然破壊と女性抑圧とは相互

コロジストと、同じく反近代、前近代賞賛の立場をと

に補強しあう関係にあるという前提（仮説）に立ち、

る青木のエコフェミニズムの論調は、 文字通り反近

従って女性解放は自然解放に通じると論じている。こ

代、前近代賞賛という点で重なりあう。そこをエコロ

の女性抑圧という「人間」の問題が、同時に自然破壊

ジストは巧みに利用したのである。すなわち、前近代

という「自然」の問題に通底するという視点には、女

の自然観である女性原理を強調したエコフェミニズム

性という人間存在が、常に「自然性」との関わりの中

の論調を支持することで、エコロジストの主張に正当

で認識され、またそのように扱われてきた現実に対峙

性を持たせ、かつ自分たちが目を向けてこなかった自

しようとする姿勢を見て取ることができる。そして、

然破壊や女性蔑視を隠蔽しようとしたのである。

この「女性支配と自然支配との連関」問題（グローバ

また、日本のエコロジストは、自身の理論のよりど

リズムやテクノロジーの開発による自然制御・環境破

ころとする日本的自然観や宗教、思想に存在する、自

壊と切り離せない女性への支配・抑圧）こそが、エコ

然破壊性や女性蔑視性に無批判であった。たとえば、

フェミニズムを支える二つの視角、つまり「フェミニ

日本人の自然観、思想の基にあるといわれている仏教

ズム」 と「エコロジー（環境思想）
」 との結節関係と

思想は、じつは人間の欲望を満たすために、自然の破

いう理論的問題と関わっている。

壊を容認してきた宗教であるにもかかわらず、日本の

すなわち、女性支配・抑圧・解放を主題とするフェ

エコロジストはそれに言及しようとせず、「母なる自

ミニズムと、自然支配・抑圧・解放を主題とするエコ

然」という言葉に象徴されるように、自然を擬人化さ

ロジーとが、エコフェミニズムにおいてどのような関

せ、さらに女性と一体視してきたのである。

係を成し、どのような組み立てで構成されているのと

このような、日本のエコロジー及びエコロジストた

いう問題とかかわってくるのである。 この問題は、

ちの問題があったゆえに、フェミニズムはエコロジー

ちょうどマルクス主義フェミニズムが「資本制と家父

に対して警戒的にならざるを得なかったのはないだろ

長制」の関係として議論されたように、エコフェミニ

うか。

ズムにおいてフェミニズムとエコロジーとの関係の理
論構成の問題に該当する。この根本的な問題への究明

以上、日本的特殊事情を考察してきたが、それは換

なしに、エコフェミニズムの理論内容についての論議

言すれば、フェミニズムとエコロジーとを結びつける

を展開することはできない。そして、この根本的な問

条件に関わる問題（もしくは留意すべき点）である。

題こそが、エコフェミ論争において看過された点であ

そのような条件を踏まえたうえで、次節では、欧米の

り、論争以後も欧米のエコフェミ理論の翻訳や紹介で

エコフェミニズムの議論の発展を概観していきたい。

もって、この根本問題についての論議を回避してきた

確かに先述してきたように、日本的特殊事情が存在す

のである。

るゆえに、欧米のエコフェミニズムの議論をそのまま

それに対して、欧米を中心とする世界のエコフェミ

援用することはできないが、その多様な理論的展開か

ニストたちは、この根本問題を中心にして、理論の再

らは多くの示唆を得ることができるからである。また

構築を模索してきたようである。 そうした中で、 特

日本のエコフェミニズム（青木のエコフェミニズム）

に「脱構築的エコフェミニズム」
（ Deconstructive Eco-

が欧米のエコフェミニズムと比較してどのような位置

feminism）と、
「社会主義エコフェミニズム」
（Socialist
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Eco-feminism）の二大潮流に焦点を合わせることにし

念的なもの」の分析に重点を置いたのがウォレンであ

たい

。
「脱構築的エコフェミニズム」は、ウォレン

る。ウォレンによれば、女性支配と自然支配とを遂行

（Warren. K. J. ）とプラムウッド（Plumwood. V. ）らに

する連関的支配は「抑圧的・家父長制的概念枠組」と

よる「エコフェミニズム哲学」 を推奨する立場であ

いう西欧的概念枠組によって構成されているという。

る。彼女らは、エコフェミニズム思想における哲学の

その理論機軸となっているのは、
「支配の論理」 を中

10）

役割を定義し、90 年以降「脱構築的エコフェミニズ

心とする、
「価値序列思考」
、
「価値二元論」 などであ

ム」という潮流を形成するようになった。彼女たちは、

り、これらは女性支配においても自然支配においても

女性と自然との対になった抑圧の主要な原因は、
「ヒ

貫徹されていると彼女は見る。結節を支えている「概

エラルキーな二元論」にあり、従って、この二元論を

念的なもの」という視角から問題を究明し、結節の根

克服することに女性と自然との解放の戦略を求めてい

幹となっているものを、
「抑圧的・ 家父長制的概念枠

る。
「社会主義エコフェミニズム」は、「資本主義的家

組」であると考えたのである

。

11）

父長制」に問題の源泉を見出す点に大きな特徴を備え

この考え方は、従来までのエコフェミニズム思想に

ており、その主な論客には、キャロリン・マーチャン

見られた「支配連関」の根拠付け、たとえば、マーチャ

ト（ Marchant. C.）、メアリー・メラー（ Mellor. M.）
、

ントによる二元論的思考や機械論的自然観による女性

マリア・ミース（Mies. M）などが想定されている。

支配と自然支配との起源と関連性を説明しても、両者

これら二つの潮流は、青木のエコフェミニズムのよ

の支配の接合されたものについては説明していないと

うな自然主義的な還元論を否定しながら、しかも、女

いう理論的不備を克服しようとする試みとして理解す

性と自然とのつながりを見出していこうとする立場で

ることができる。

あり、女性と自然との位置評価・布置連関をめぐる社

さらに、これは単にエコフェミニズム理論の再構築

会的構築性に対して、徹底した批判を展開する立場で

を示しているだけではない。ウォレンは、エコフェミ

ある。

ニズムとはフェミニズムとエコロジーの単なる組み合
わせではなく、 両者の一体となった独自の思想であ
り、むしろ、
「環境倫理」を軸とする思想としてエコ

1）脱構築的エコフェミニズム
先述したように、エコフェミニズムは、自然破壊と

フェミニズムを展望しているのである。それを端的に

女性抑圧とが「等根源性」に基づくがゆえに、自然に

示しているのが、脱構築的エコフェミニズムにおいて

おける解放は、同時に女性の解放にもなるという問題

は、エコロジーに関わる問題、つまり人間と自然関係

設定をもっている。ゆえに、エコフェミニズムにおい

については多言であるが、男性と女性の関係をどのよ

ては、この「等根源性」とは何かがその理論構築にお

うに考えるかについて語ることは少ないということで

いて極めて重要な位置を占めることになる。

ある。これはエコフェミニズムの基本前提からはむし

「脱構築的エコフェミニズム」は、この根拠を「ヒ

ろ当然であり、エコフェミニズムの議論をフェミニズ

エラルキー的な二元論」に求めている。これは何も彼

ムの再構成とした場合、次のようになるからである。

女らが二文法を問題としていることを示しているので
はない。むしろ、二文法がヒエラルキー的な価値思考

①フェミニズムは、少なくとも性差別主義に終止
符を打つ運動である。

と結び付けられることによって、二元論が支配の論理

②しかし、性差別主義は自然差別主義と概念的に

に転化していくことを問題としているのである。従っ

結びついている。

て、
「脱構築的エコフェミニズム」 は、 文化 / 自然、

③従って、フェミニズムは、自然差別主義に終止

男性 / 女性、 精神 / 身体、 人間 / 自然、 自己 / 他者、

符を打つ運動でもある 。

公的 / 私的などのヒエラルキー的な二元論の転倒を目

12）

指すものでもなければ、逆にそうすることによって男
性も自然の一部だという側面を見失わせようとするも

フェミニズムが①だけに関わるのであれば、③は問

のでもなく、支配の論理を伴った二元論という概念枠

題なくなる。しかし、エコフェミニズムの理論前提は、

組それ自体を問題化（脱構築）しようとするものであ

②を承認するところにある。であるなら、③を推し進

る。

めることが結果的に①に通じていく論理になってい

このような支配連関のあり方（ヒエラルキー的な二

る。従って、議論の中心は、①ではなく、②と③に置

元論）は、二つの支配の結節というよりは、二つの支

かれるというのである。ゆえに、脱構築的エコフェミ

配を一体化した連関的支配であると考え、その連関的

ニズムは、エコロジー思想として自然支配・搾取・抑

支配そのものの分析、特にその連関的支配がもつ「概

圧からの解放へ向けた問題を中心に理論構築を行い、

論文
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他方フェミニズムとしてどのような男女関係を想定し

ある 。
14）

解放へと向かうのかという問題については明確に掴み
にくい議論になっているのである。

つまり、生命の生産に関わる労働は、貨幣で計測可
能な「交換価値」を生み出さないが、人間にとっての
基本的なニーズを満たすという「使用価値」をもって

2）社会主義エコフェミニズム
「社会主義エコフェミニズム」 の主題は、 男性 / 女

いる点で、まさに生産的にもかかわらず、そのような

性、文化 / 自然といった「ヒエラルキー的二元論」の

生命の生産労働は、その有用性を資本主義家父長制で

位置づけを、 女性たちがこれまで受けてきた差別的

はほとんど認められてこなかったのである。

な歴史とそこで社会化されてきた文化に求めていく

ミースは、このような状態を引き起こした理由を、

ことである。 ただし、 これを単なる歴史や文化に還

男女の身体を介しての労働のあり方の相違に、つまり

元してしまうならば、 それは自然ではなく社会とい

その「構造的な不平等」の存在によって説明しようと

う選択問題になり、現象に対する社会的構築性の解釈

した。 また、
「女性と男性とが自然を領有する方法は

を提示するに留まってしまうが、この点に関して、メ

異なっている」と想定し、女性たちが歴史的に発展さ

ラーは、自らの立場を「唯物論的エコフェミニスト」

せていった労働過程、すなわち自然の対象化とその領

（ Materialist Eco-feminist） と自己規定しながら次のよ

有関係は、次のような特徴を持つに至ったと述べてい

うに述べている。

る。

すべてのエコフェミニストは、エコロジー的な

1）女性たちは自然を領有したが、 この領有は支

破壊と女性の従属との間の連関に関心を寄せる点

配関係でも所有関係でもなかった。 かれらは

で共通しており、西洋文化の二元論的な特性を指

自らの身体ないし土地の所有者ではなく、
「生

摘している。…唯物論的エコフェミニズムは、こ

かさせ育てる」 ために自らの身体や土地と協

うした二元論的分断を、社会ないしは歴史的偶然

働していた。

性という二文法的分類ではなく、むしろ、構造的

2）新しい生命の生産者であったために、 女性た

な不平等関係に基礎づけられているものとして見

ちはまた最初のサブシステンス生産者でもあ

ていくのである

。

り、 最初の生産的経済の発明者でもあった。

13）

このことは、その当初から、社会的な生産と
この規定にあるように、「社会主義エコフェミニズ

社会関係の創出、 つまり、 社会と歴史の創出

ム」も、
「脱構築的エコフェミニズム」と同様に、二

を意味していた 。
15）

元論的な把握に対しては否定的である。そして、その
否定は、自然的な次元と歴史的な次元とが交錯する場

ここで述べられているのは、女性たちが、自らの身

面の設定に向けられている。 それが、「構造的な不平

体それ自体を生産力として歴史的に形成してきた自然

等関係」である。この「構造的な不平等関係」とは、

と女性との関係である。そこでは、身体と自然との同

生産労働に関与する人と、再生産労働に関与する人と

格性が認められ、いわゆる「自然への共生」の意志が

の間の構造性であり、 それは男女の物質的歴史性に

看取できる。これに対し、男性は、道具なくして自ら

よって規定される、というのがミースやヴェールホフ

の生産力の発現が存在しないため、当然、道具の発明

らの主張である。彼女らは、資本主義的家父長制にお

や技術の洗練に関心が寄せられたという。しかも、重

ける労働について、次のように指摘している。

要な点は、その道具や技術は狩猟だけでなく、人さえ
も殺めることが可能であったことである。それが結果

労働生産性という概念に関しても、狭い狭義を

として、男性による道具を介した自然との関係を、生

退けて、 以下のように指摘することが必要にな

産的というよりは、略奪的・暴力的なものとした。同

る。労働は、剰余価値を産出するという意味での

時に、生産力を備えた女性も自然同様に略奪・搾取の

み生産的なものになりうるが、それは、労働が、

対象となっていったのである。

生命の生産、つまり、主に女性によってなされて

男性によって確立した「暴力的な領有様式」は、自

いるたいていは賃金が支払われることのない労働

然および女性にとっては、自らの生産力を暴力的に奪

である生命維持の生産（サブシステンス生産）に

い取っていく点で共通した特性をもっている。 ここ

費やされている労働を叩きつけ、絞り取り、搾取

に、女性解放が自然破壊からの解放に通じる「等根源

し、領有することができるかぎりにおいてなので

性」が求められているのである。
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く、自然とのより親和的な立場に立つことを強要され

3）サブシステンス・パースペクティブ
エコフェミニズムは、男性 / 女性、文化 / 自然とい

てきた彼女らの生存基盤（サブシステンス）において

う図式を否定するのではなく、その意味転換を理論構

捉えていることは明確である。彼女らは、本質論的な

築の狙いとしてきた。それは、他のフェミニズムとは

女性原理主義から脱却し、差別的な社会−文化システ

対照的に人間自体の自然性を理論化する側面を持って

ムの中での男性 / 女性、 文化 / 自然の二項対立の虚構

いた。ただし、この際、人間の自然性を社会性と切り

性を批判する点において、その社会−文化システムの

離して決定論的に捉えられることはなかった。仮に、

解体を目指しているのである。

決定論的に捉えるならばそれは男女の固定的な性役割

では、このような欧米のエコフェミニズムの発展状

を肯定する反フェミニズムになるからである。

況と、日本的特殊事情を踏まえた上で、日本における

この自然性と社会性との関係についての脱構築的エ

エコフェミニズムにはどのような展望が開けてくるの

コフェミニズムと、社会主義エコフェミニズムとの二

か。まず、指摘できるのは、
「エコフェミニズム＝母

つの理論の帰結は大いに異なっていた。脱構築的エコ

性主義＝女性原理」 とする、 フェミニズム内のエコ

フェミニズムは、弁証法的な関係にある両者は、二元

フェミニズムに対する呪縛を解体する必要がある。確

論から解放されることが必要であると提起したが、観

かに、環境保護運動に見られる母性主義、母性利用と

念論が果たしてアクチュアルな問題に対してどれほど

いう問題点ゆえに、エコロジーに対して消極的 / 否定

の効果を持っているのだろうかという疑問は拭えない

的な見解を示す者もいるが、環境保護運動を女性が担

ものであった。 社会主義エコフェミニズムの場合に

うとしてもそれが必ずしも母性主義と結びつくわけで

は、弁証法的な両者の関係は、労働のあり方という物

はないし、またそのことによってエコロジーの価値が

質的な行為のなかで形成されていくものとして、経済

損なわれるわけではない。むしろ、環境保護運動にお

システムに注目した。その際、「目に見えない経済」
、

いて母性が利用され易い日本的文化風土の解体実践が

つまり再生産労働を基軸とした経済システムの再構成

必要である。

を提起し、そこにオルタナティブの可能性が生まれて

環境問題へのフェミニズムからの展望という点に関

くると指摘した。生産労働とは歴史的に見なされてこ

しては、先進資本主義大国の中で、なぜ日本が公害大

なかった再生産労働（これをミースは生命を維持し営

国であり、公害輸出大国であるのかという日本資本主

んでいくための最低限の労働と権利という意味で「サ

義の構造的収奪システムへの解明が必要である。そこ

ブシステンス」と概念化した）に、新たな生産性を認

には、単なる近代主義批判ではなく、日本的な自然観

めることを提示したのである。言い換えれば、この生

の加害者性を問い直す作業が求められる。そうでなけ

命生産＝再生産労働の持続可能性を保障することがオ

れば、日本が公害大国である理由を説明できないであ

ルタナティブになるのである。

ろうし、また日本におけるエコロジーを意味あるもの

サブシステンスへの注目は、先進国における労働の

とし、フェミニズムとの接合を求めていくこともでき

あり方や日常的な消費行動のあり方に変更を求めるこ

ないだろう。それは、単に第三世界に対する環境破壊

とを意味している。先進国でのサブシステンスは、資

のみならず、そこでの労働力の搾取とも密接に結びつ

源浪費型の消費行動を抑制することはもちろん、日常

いた問題である。そこで起こっているのは、ミースが

的な消費財を生産者の労働履歴が明示される形で行う

提示する「サブシステンス」の破壊であり、それを支

ことが重要になってくる。それが、サブシステンスに

えるのは日本的自然観に内包されている自然破壊性

おける自然の領有を自ら行使するのと同じ意義を持つ

と女性蔑視性であろう。日本のフェミニズムとエコロ

ことに通じるからである。このことは、ミースが日本

ジーは、 近代的な資本主義の批判に止まるのではな

の「生活クラブ生協」の運動に注目し、サブシステン

く、日本的な資本主義および自然観といった日本文化

スの再興を目指す消費者による解放運動として捉えた

的パラダイムを打破することによって、接合する道が

ところに端的に表れている 。

展望できるのである。

16）

とは言え、本稿において、日本におけるフェミニズ

4. まとめにかえて ―日本におけるエコフェ

ムとエコロジーとの具体的な結節点を提示したわけで
もないし、 何ら解答を持ち合わせているわけではな

ミニズムの可能性

い。 ただ、 本稿における作業は、 日本におけるエコ
欧米の現在のエコフェミニズムに少しでも目を向け

フェミニズムを展望していく上でのささやかな試みの

るならば、彼女らが自然破壊を繰り返す資本主義批判

一端として位置づけられるのであれば幸いである。

の論拠を、もはや女性の本質において捉えるのではな
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