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授業の目標（Course Objectives） 

環境問題をめぐる政治に規範的考察と実証的考察との両面からアプローチし，その特質を理解する。 

 

The objective of this course is to approach the politics of environmental issues with using both normative and empirical 

methods to understand its characteristics. 

 

授業の内容（Course Contents） 

環境対策は長らく，経済成長を妨げる厄介なものと見られてきたが，いまや経済と環境の両立が各国で政策課題となっている。

環境対策の必要性そのものを否定することは今日では考えにくいが，そうであればこそ，環境をどこまで守り，その費用をだれ

が，どれだけ負担するかが政治の大きな争点となる。 

2021 年 11 月にグラスゴーで開かれた COP26では、各国のリーダーたちが多くの「成果」について口々に称揚した。確かに米国

のパリ協定復帰は良いニュースであったし、中国やインドが「温室効果ガス実質ゼロ」の目標を打ち出したことも大きな進展では

ある。しかし、気候危機を懸念する活動的な市民は、それらの「成果」が単なる言葉に過ぎないと厳しく批判している。刻々と変化

するこうした環境政治をとらえることは，現代政治の理解においても不可欠と言える。 

本講義では環境政治について，利害関係の影響はもちろん，環境思想や政策アイデアの展開も重視して考察する。環境をめぐる

様々な言説を踏まえて，新しい政治アクターの登場や市民の行動，科学の影響力の増大など，環境政治のプロセスを具体的に

見ていく。 

なお，個別の環境問題について自然科学的なメカニズムを詳説する時間はない。受講者は環境問題の現状への関心を高く持

ち，報道やインターネット等を活用して積極的に情報を得るよう心がけてほしい。 

 

Environmental measures have long been seen as a burden which interferes with economic growth, but the compatibility of 

economy and environment is important policy agenda in every country today. It is difficult to deny the necessity of 

environmental measures, but for that very reason the questions below are significant political issues usually. How much is the 

cost of enough protection measures? Who should pay for it?  

During the COP26 at Glasgow in Nov. 2021, political leaders boasted that they made a lot of achievements. The returning of US 

to Paris agreement was surely very good news. It is a big step that China and India declared "net zero" target. But activists 

criticize leaders severely because those fruits seem to be merely words. Environmental politics is an essential part of both 

world and domestic politics, so it’s very important to grasp the reality of continuously changing environmental politics. 

The lectures will focus on the impact of interests for environmental politics, the development of environmental thought and 

policy ideas with respect to environmental measures. We examine the process of politics including the emergence of new 

political actors, actions by grassroots movements, and the rising status of science. 

Please note that we won't have enough time to check the details of the scientific mechanisms of individual environmental 

problems in the class. So, students should have a high degree of interest in the current condition of environmental problem and 

get a lot of information via news media. 

 

授業計画（Course Schedule） 

1. 「コロナ危機」と「グリーン・リカバリー」 

2. 「持続可能な開発」から「SDGs」へ 

3. 環境はどう「問題」化してきたか 

  (1) 汚染・破壊・浪費 

  (2) 越境と収奪 

4.   (3) 地球化とリスク化 

5.  環境政治はどう語られてきたか 

  (1)「エコロジー」の思想・哲学 

6.   (2) 近代社会の見直し：エコロジー的近代化論 

7.   (3) 環境の市場化：グリーン経済、グリーン・ニューディール 

8.   (4) "Climate Justice"（気候正義） 

9. 環境を守るための政策的方法 

  (1) 制度（行政制度，法規制，経済的手法） 

10.   (2) 技法（環境影響評価，リスク評価，費用便益分析） 



11. だれが，どう環境政治を動かすのか 

  (1) 公害・環境問題と市民運動 

12.   (2) 政党政治と環境問題：緑の党を中心に 

13.   (3) 気候危機と科学と民主主義 

14. 「人新世」における環境政治の課題 

 

授業時間外（予習・復習等）の学習（Study Required Outside of Class） 

環境省の『環境・循環型社会・生物多様性白書』には随時目を通しておくこと（環境省ウェブサイトで閲覧可）。また講義では随

時，時事的な話題・事例を取り上げるので，新聞の環境関連記事などで最新のニュースをチェックすること。 

 

成績評価方法・基準（Evaluation） 

筆記試験(Written Exam)(60%)/学期中の小テスト（計２回）(20%)/リアクションコメント（毎回受付）(20%) 

 

テキスト（Textbooks） 

テキストは用いず講義資料を随時配布する。 

やや古くなったが、川崎修・杉田敦編『現代政治理論 新版』（有斐閣アルマ、2012 年）第 10 章「環境と政治」が、担当教員による

概説になっているので一読してほしい。 

 

参考文献（Readings） 

1. デレク・ウォール、2012、『緑の政治ガイドブック』、筑摩書房 (ISBN:978-4-480-06647-3) 

2. J・S・ドライゼク、2007、『地球の政治学』、風行社 (ISBN:978-4938662905) 

3. 南博，稲場雅紀、2020、『SDGs：危機の時代の羅針盤』、岩波書店 (ISBN:978-4004318545) 

 

その他（HP等）（Others(e.g.HP)） 

資料配布や連絡、リアクションペーパー提出等には Classroom を使用する予定。 

 

注意事項（Notice） 

 


