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橋本努『ロスト近代：資本主義の新たな駆動因』へのコメント 
 

玉手慎太郎（東北大学）* 
 
	 橋本努先生の最新の著書『ロスト近代：資本主義の新たな駆動因』（以下「本書」）は、混迷の現代を

捉える理論的枠組みを提供するとともに、社会の重要トピックにも鋭く言及する、極めて重要な試みで

あります。本日は討論者として、皆様のさらなる理解の助けとなるよう、コメントさせていただきます。 
	 本書の扱うトピックは広範であり、私（玉手）が専門的に評価を下せる部分は多くありませんでした。

ですので、このコメントは本書全体に対する評価ではなく、私が感じた疑問点で構成することとしまし

た。三つの疑問点から、本書の全体に対する根本的な疑問を提起します。疑問点の共有の上に立つ質疑

応答は、そうでないものよりもいっそう有意義なものとなるでしょう。フロアの皆様とともに、理解を

より明瞭にできればと考えております。よろしくお願いいたします。 
以下では、読み手の便を考えて、通常の論文と同じ形式をとります。すなわち、橋本努先生は敬称を

略させていただいて「橋本」と記載し、私は「筆者」と記載します。文献からの引用は「」を使用し、

文献と頁数を引用文の後に記載します。ただし『ロスト近代』については頁数のみ記載します。また、

引用文中の下線部はすべて引用者（玉手）による強調です。 
 
1.  「ロスト近代」「駆動因」の意味が不明確なのではないか  
橋本は本書において、「ロスト近代」社会の「駆動因」を探求することを目的に据えている。しかしこ

の表現は曖昧である。第一に、橋本は“経済の駆動因”と“社会変動の駆動因”とを区別していない。

第二に、橋本は、駆動因を探求すると述べるときそれを事実問題として探求するのか価値問題として探

求するのか明確にしていない。第三に、橋本は“駆動因からロスト近代を定義する”という表現と、“ロ

スト近代の駆動因を探求する”という表現の双方を用いているが、この二つの主張は整合しない。 
 
第一の点をみてみよう。一方では、橋本は明確に資本主義経済

、、、、、、
の
、
駆動因を念頭に議論を展開している。

本書の副題は「資本主義の新たな駆動因」である。ロスト近代に対置される「近代」「ポスト近代」の駆

動因は、それぞれ勤勉に労働する動機および巨大な消費欲求であるとされているが（2頁および 8頁）、
これは経済の駆動因であろう1。だが他方で、「考えてみたいのは、人々の信念や情念といったものが、そ

れぞれの時代において、いかにして社会を駆動してきたのか、という問題である。個々の時代には、新

たな社会を創造するための、駆動因（＝ドライビング・フォース）というものがある。」（8-9 頁）「それ
〔可能の原理〕は一つの駆動因となって、社会をダイナミックに変化させることもできるだろう。」（28
頁）というように、社会

、、
変動
、、
の
、
駆動因であるとも述べられる2。 

もちろん経済と社会とは無関係ではない。経済は消費と生産によって成り立つ再生産のシステムであ

り、生産と消費の主体である人々の信念や情念は経済の駆動において重要な変数となるからだ。しかし、

生産と消費の動きは必ずしも「新たな社会を創造する」ものではない。言い換えれば、“現代社会におけ
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る生産と消費の原因（人びとの動機）は何か”という問いと“ポスト近代社会から現代社会へと社会が

変化した原因（人びとの動機）は何か”あるいは“現代社会から次の社会へと社会を変化させる原因（人

びとの動機）はどのようなものでありうる
、、、、

か”という問いは必ずしも同じものではない。 
経済的動機なしには社会変動は生じない（経済的動機は社会変動の必要条件である）、かつ、経済的動

機はそれ自体としてかならず社会変動をもたらす（経済的動機は社会変動の十分条件である）と考える

のでない限り、経済の駆動因と社会変動の駆動因を同一視することはできない。したがって橋本はその

ように考えているのだと筆者は判断したのだが、これは適切だろうか。 
 
第二の点に移ろう。一方で橋本は、「本書ではとりわけ、ゼロ年代の社会を診断しながら、時代を導く

ための規範理念について考えてみたい」（p.iii）と述べている。ここから、橋本は明確に規範理念の探求
を念頭においていることがわかる。だが他方で、「現代の社会、あるいはここで「ロスト近代」と呼ぶ時

代は、90 年代の中頃から出現してきた時代の新たなモードである」（22 頁）と橋本は述べる。すなわち
社会はすでに

、、、
ロスト近代である。だとすれば、ロスト近代の駆動因は事実問題であることになる。比喩

的に言えば、ロスト近代がすでに走り出しているのであれば、その駆動因はすでに駆動しているはずで

あり、規範的にどうという問題ではない。 
にもかかわらずロスト近代の駆動因を規範的に論じるとすれば、その駆動因は現に駆動している駆動

因とは別のもの（いまある駆動因を超えるもの）だということになる。これではロスト近代の駆動因が

事実的なものと規範的なものの二つあることになってしまうが、これは明らかにおかしい。橋本が駆動

因と言うときに事実的なものと規範的なもののどちらを考えているのか、明らかでない。 
 

	 第三の点は以下である。一方では、橋本は起動因の変化からロスト近代を見出す。「個々の時代には、

新たな社会を創造するための、駆動因（＝ドライビング・フォース）というものがある。その力に注目

してみると、戦後の日本社会は、「近代化」の時代、「ポスト近代化」の時代、「ロスト近代化」の時代、

という三つに区分することができないだろうか。〔原文改行〕大澤の分類では、戦後の日本社会は「理想

の時代」「虚構の時代」「不可能性の時代」の三つに区別された。だが本書では、社会を動かす「駆動因」

に着目して、「近代」「ポスト近代」「ロスト近代」の三つに区別してみたい。」（9 頁）。この論法は、“社
会（or経済）の駆動因は○○から△△へと変化した。これを受けて、前者の駆動因に対応する時期を「ポ
スト近代」、後者の駆動因に対応する時期を「ロスト近代」と呼ぶ”というものである。だが他方で、橋

本はロスト近代を前提としてその駆動因を探求しようとする。「消費を控えて、できるだけシンプルな生

活をする。そんな美徳が、若者たちの間で広がってきた。〔原文改行〕だが、そんな消費の仕方では、内

需は回復しない、日本経済は再浮上しない、と経済学者たちは憂いている。いったい、この社会をどん

な方向に舵取れば、資本は駆動因を得るのだろうか。・・・社会の表層分析からはじめて、その背後にあ

る駆動因を探り当ててみよう。」（36 頁）「・・・「ロスト近代」の社会は、可能性として、どんな駆動因
をもちうるのだろうか。それがあらためて問われなければならない。」（9-10頁）。この論法はつまり、“現
代は「ロスト近代」社会に入った。これはポスト近代とは異なる社会であるから、われわれは新たな駆

動因を探り当てなければならない”というものである。 
	 一方では駆動因の変化からロスト近代を導き、他方ではロスト近代の特徴からその駆動因を導くとい

う。この二つを同時に主張することは循環に陥る（ロスト近代はその駆動因によって特徴付けられ、「ロ
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スト近代」のもつ特徴がその駆動因を決定する？）。人は自分の理想の両親像を思い描くことはできるが、

その両親の子供になることはできない。思い描いている自分自身の親はすでに存在している3。 
ひとつ考えられるのは、“現代の社会は明らかにポスト近代とは異なる駆動因で動いている。だがその

駆動因が何なのかはいまだ明らかではない。そこでひとまず
、、、、

現代を「ロスト近代」と名付け、その駆動

因を探求する”という論理である。この場合には、ロスト近代をひとまず現状の諸現象から特徴づけて

おいて、その特徴付けから駆動因を導き出す、ということが目指される。実際、橋本は p.ii で「そうし
た時代の有り様を、ひとまず「ロスト近代」と呼んでみた」と述べているので、この論理が橋本の主旨

にもっとも一致していると筆者は考えるのだが、これは適切だろうか4。 
 
まとめよう。橋本はロスト近代の駆動因を探求すると述べるが、(1) 駆動因とは何の駆動因なのか、(2) 

駆動因とは事実なのか規範なのか、これがわからないため、論旨がつかめなくなっているし、そもそも

駆動因の定義以前に、(3) ロスト近代と駆動因とのとの関係が、一見したところ循環してしまっている。
これらの点について橋本は自身の意図を明確にすべきだと思われる。 
 
2.  人びとの欲望と消費とは本当に橋本の指摘する通りの変化をしているか  
橋本は本書第二章において、ロスト近代を人びとの「欲望消費の減退」（37 頁）によって特徴付ける。

その論理は、既存の研究から明らかとなった“消費の縮小”の背後には“欲望の縮小”がある、という

ものである。そしてさらにその背後には、インターネットの普及に根差した“消費の洗練化”があると

論じられる。筆者は、この部分の議論の根拠づけが不十分なのではないかと考える。 
 
はじめに、そもそも若者の消費はある一面においては縮小していない

、、、
、という議論があることをみよ

う。古市憲寿は、若者を「嫌消費」世代と分析する松田久一の議論（別の文献であるが橋本も松田の主

張に注の 12と 23で松井に言及している）に次のように反論する（古市 2011, 91-93頁）。(1) 松田の提
示するデータから読み取れることは、あくまで若者の自動車・家電・海外旅行離れの傾向であり、ファ

ッション・インテリア・ゲームに向けられる消費は若者世代の方が他の世代よりむしろ大きい。(2) また
家電についても、「全国消費実態調査」によれば、ゲーム機やパソコンにかける費用は他の世代よりむし

ろ大きい。古市は言う。「要するに、若者は決してモノを買わなくなったわけじゃない。買うモノとその

スケールが変わっただけなのだ。昔ほど自動車は買わない。お酒も飲まない。海外旅行も行かない。だ

けど「衣・食・住」など生活に関わるモノは買うし、通信費など人間関係の維持に必要なコストはかけ

る。」（上掲書 94頁）このような論点が橋本の議論には抜け落ちている（橋本も「むろん、「ロスト近代」
の社会においても、欲望消費にドライブがかかっている分野はある。携帯電話やデジタル・カメラなど

の分野である。けれどもこれらの分野の商品も、今後は大きな需要を見込めそうにない。」（39 頁）と論
じているが、下線部の根拠は示されていない。さらに言えば、そもそも携帯電話もデジカメも家電であ

るから、この論法は消費＝自動車・家電・旅行という構図から抜け出ていない。古市の議論はまさにこ

の構図が一面的であることを指摘するものである）。 
もちろん、消費の総額

、、
が減少しているという議論は適切である（古市もその点は認めている）。古市の

議論が示すことは、欲望の量の変化だけでなく質の変化を見ることが必要だということである。そして、

もし欲望の質ということを射程に含めるとするならば、消費の減少は欲望の減少とは必ずしも結びつか
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ない。というのも、論理的に言えば、消費の縮小は欲望の縮小なしに
、、、

生じ得るからである（欲望の向か

う先が消費活動に結びつかないものに変化した場合、欲望の縮小なしに消費の総額が縮小しうる）5。し

たがって、消費の縮小から欲望の縮小に進むためには何らかの説明が必要であるのだが、橋本はそれを

十分になしていないように思われる。「若者たちは、ブランドの「記号諸費」も、家電製品などの「実需

消費」も、いずれも控える傾向にあるという。高所得を得ているはずのホワイトカラーも、長時間労働

にあえぐ結果として消費する暇がない。・・・自動車は必要ない、服もユニクロで間に合わせるという、

「嫌消費」の時代になってきた。こうした諸傾向をあわせて考えると、現代の若者たちは、次のような

消費心性をもっていると言えそうである。」（39頁）。この「言えそうである」の根拠は示されていない。 
ただし、橋本の議論の中でこの推論の説明の根拠となりうる部分がないわけではない。それは、オタ

クたちの蛸壺化した自己愛消費を指摘する議論である。「異他的なものに触れなければ、欲望は萎えてい

く。自己愛を満たすだけでよいのなら、欲望消費の経済は、縮小していかざるをえないだろう」（44 頁）
だがこの点についての橋本の理解は適切だろうか。 
橋本はここで、東浩紀の「データベース消費」論に言及する。「サイバーゲームにおいては、いわゆる

公の社会規範から逃れたところにある、自己のエゴイスティックな欲望が満たされる。例えば、東浩紀

が「データベース消費」と呼ぶゲーム形態は、各人が自分の欲望にあわせて、プレイをデザインできる

ようになっている。もっぱら自分に都合の良い仕方で欲望を満たすことができるようになると、人びと

は欲求充足のために、自己の洞穴的な世界を掘りはじめる。その洞穴のなかで、他人の視線を気にせず

に、自己愛を満たすようになる。」「・・・「データベース消費」にしても、いったん自分の世界の蛸壺に

はまってしまえば、それ以上の欲望を喚起させることはない。」（42-43頁）だが、橋本のこの理解は誤っ
ている。東のデータベース消費論（東 2001）の主張は、（誤解をおそれずに簡略化すれば）ポストモダ
ンの社会において世界の深層は一つの真理ではなく様々な理念の集積（＝データベース）として捉えら

れるということ、そのような社会の中でオタクたちは（一つの完成されたストーリーではなく）多数の

ストーリーに共通の記号が集積されたデータベースを欲求するということ、そしてこのデータベースは

（個々のストーリーを超えているため）物語的な要素というよりもキャラクター的な要素によって占め

られることである6。「・・・90 年代のオタク系文化を特徴づける「キャラ萌え」とは、じつはオタクた
ち自身が信じたがっているような単純な感情移入なのではなく、キャラクター（シュミラークル）と萌

え要素（データベース）の二層構造のあいだを往復することで支えられる、すぐれてポストモダン的な

消費行動である。」「〔オタク系のアニメ作品を〕消費するとは、単純に作品（小さな物語）を消費するこ

とでも、その背後にある世界観（大きな物語）を消費することでも、さらには設定やキャラクター（大

きな非物語）を消費することでもなく、そのさらに奥にある、より広大なオタク系文化全体のデータベ

ースを消費することへと繋がっている。筆者は以下、このような消費行動を・・・「データベース消費」

と呼びたいと思う。」（東 2001, 75-78頁、〔〕内は引用者補足、太字は原文の通り）データベース消費と
は、ポストモダン的な世界理解の中での新しい“消費行動”を指すのであって、ネット上の架空の（サ

イバーな）存在を自己愛的に消費することではない
、、
し、ましてや「ゲーム形態」ではない

、、
7。 

橋本は、消費の縮小と欲望の縮小とを結びつける上で、直接にその根拠を提示していないし、間接に

根拠となりそうなオタク消費論の議論は成功していない。したがって、橋本の文章からは欲望の縮小は

導かれないように思われる。 
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さらに橋本は、インターネットの普及と広告業の影響力の減退を結びつけ、人びとが賢い消費行動を

とるようになったと指摘する。「それ以前の「ポスト近代」社会においては、人びとは、広告に釣られて

自身の欲望を肥大化させてきた。人びとは、さまざまな記号消費に踊らされ、欲望を喚起させられるこ

とによって、資本主義を駆動してきた。ところが、「ロスト近代」の社会においては、広告以外の商品情

報が、あふれだしている。私たちは商品の中身をいっそう吟味するようになっている。「ロスト近代」社

会においては、私たちの欲望とは無関係に、情報のシャワーが降ってくる。そうした環境の中で、私た

ちは、本当に必要なもの、あるいは評価できるものを買うことができるようになっている。」「人びとは、

記号消費ではなく、価値解釈を伴った判断力によって、商品を購入するようになってきた。人びとは、

以前にも増して、自身の判断力を洗練させていくことに関心を寄せている。」（53頁） 
しかし、通常の意味での広告に踊らされないことは、必ずしも人びとの消費行動の洗練化を意味しな

い。むしろ広告がいっそう巧妙なものになっているという理解も可能である。ふたたび東浩紀の議論を

引用しよう。「でも、デジタル技術の恐ろしいところは、・・・莫大な情報をデータベースとして管理で

きることにある。そしてそういうタイプの匿名的な監視は、とうに TSUTAYAとかでやられている。レ
ンタルビデオのタイトルで自分の趣味や消費行動は確実に分析されている。ディズニーアニメを借りて

いたら何となくディズニーランドからダイレクトメールが来て、面白そうだなと起こってイベントに行

くと、アンケートがあって、そこに連絡先を書くと二割引きになると言われたので記入したら、また別

のダイレクトメールが届く。そうしたサイクルのなかで、ぼくの消費行動は全体的に決定されている。〔原

文改行〕・・・あるレベルで見ると、ぼくの行動はすべて統計的に動かされている。でも別のレベルで見

ると、ぼくはぼくで自分の意志で行動している。この両者は矛盾しないのであって、ポストモダンの権

力というのは、政府ベースと民間ベースとを問わず、その隙間で働いてしまうんですよね。」（大塚＆東

2008, 32頁、ただしこの文章の初出は 2001年）ここで述べられている消費行動もやはり、終わりのない
消費をかき立てられるものである。 
橋本は洗練された消費の一例として Amazon や価格ドットコムのレヴュー機能を挙げる（54 頁）。確

かにレヴューは購入の上で有用な情報を提供してくれる。だが、Amazon がその一方で統計データから
“この商品を買った人はこちらも買っています”という案内を表示しさらなる購買を煽っている点を指

摘したい。またレヴュー機能それ自体も、今年に入って「ステマ（ステルス・マーケティング）」が問題

になっていることに示されるように8、資本の論理に組み込まれつつある。多くの店舗で連動して使用で

きるポイントカードも消費の連鎖を促進している例であろう（ポイントを賢く使って家計をラクにする

ために、まずはこのポイントを有効期限が切れる前に使い切ってしまわないと！）。人びとが従来型の広

告に踊らされなくなったこととインターネットを結びつけたとき、より注視すべきは、そこで様々に利

用されている新たな（より巧妙な）広告形式のほうなのではないか9。 
加えて、そもそも、インターネットの広告の停滞を結びつける議論それ自体、再考が必要ではないか。

インターネットのウェブ・サイトを見て回れば、たしかに橋本の言う通り「広告以外の商品情報」（53
頁）があふれているが、それだけでなく、広告もまたあふれている。多くのサイトが広告収入を得て運

営されている（王手の Google社でさえ広告収入を得ている）し、アフィリエイトブログも一般化してい
る。インターネットの商品情報は決して広告と競合するものではない（ただしこの段落の主張は完全に

筆者の印象論であり、筆者は学術文献をまったくサーベイしていない。批判をあおぎたい）。 
橋本は、「「ロスト近代」においては、情報が無料になる一方で、本当によいものを消費するという、
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オーセンティックな（本物志向の）生活が可能になってきた。」（53-54頁）と述べるが、可能に
、、、

なってき

たことと容易に
、、、

なってきたこととは異なる、というのがポイントである。確かに我々は広告以外の情報

にアクセスできる（以前はそんな情報は手に入れられなかったかもしれない）。しかしその中で本当に自

分に有用なものを判別することは容易ではない。情報の中にはわれわれを「本当によいもの」から遠ざ

けるものも多いからだ。たとえば以下の（いささか陳腐な）ストーリーをみてほしい。筆者はある小説

の広告を見て興味を持った。でも、よい買物がしたいので、購入前にいったん立ち止まってインターネ

ットでレヴューを検索する。いくつかのレヴューブログをみてみたら、なかなかの高評価で、気持ちが

高まる。するとネットの横にその小説の Amazon のリンクが張られていたので、そのまま購入する。す
るとその同じ作者の小説を推薦するメールが届く。Amazon でも売れ筋だと記されていたので、信頼で
きると思って購入する。いつのまにか Amazonポイントがたまっていたので次に・・・10。 

 
まとめよう。筆者は、ポスト近代の欲望消費形態と現代の消費形態とが異なっているという橋本の主

張には賛同している。だが、その変化を説明する橋本の議論に疑問がある。(1) 橋本は若者の消費の縮小
の原因として欲望の縮小（自己愛消費化）を挙げるが、若者の消費の縮小にあるのはむしろ（自己愛消

費化にとどまらない）欲望の質の変化であり、端的に欲望の縮小としてまとめることはできないのでは

ないか。(2) 橋本は従来型の広告の停滞とインターネットによる情報利用の簡便化を結びつけ、人びとの
消費行動の洗練を主張するが、実際にはインターネットは従来型の広告とも新形態の広告とも相性の良

いものであり、人びとの消費行動の洗練としてまとめることはできないのではないか。橋本の消費形態

論はまさに「ロスト近代」を特徴付ける部分であり、ここで橋本の理解こそが正当なのだということを

説得的に主張できなければ、ロスト近代という枠組みの特徴付けは成功していないことになる。 
 
3.  自身の平等主義論の内容付けが不徹底なのではないか  
橋本は本書第三章において、自身の平等主義論、すなわち「次世代支援型の平等主義」について論じ

ている。「原理的に言えば、私たちの不正義感覚や不公平感覚は、それが理性的にどこまで適切なのかに

ついて、はっきりさせることができない。具体的な文脈では、不公平の感覚と妬みの感情は結びついて

おり、その結びつきを解消しながら最適な再配分を考える方法は、理論上、存在しない。私たちが現実

的に考えるべきは、妬みの感情を、いかにしてすぐれた道徳感情へと昇華できるのか、という問題では

ないか。〔原文改行〕ここで私は、一つの思想的な仮説を立ててみたい。人間は、その弱き本性からして、

現在の自分の生活を自己充足的に享受することができない。人間は、妬みを含めた「比較」への関心か

ら、格差を問題にしてしまう。格差はしかし、実際には、妬みの感情を抜きにして是正されることはな

い。とすれば、そのような妬みの要素を道徳的な感情に高めるために、各人の「現在性のコンサマトリ

ーな享受」を争うのではなく、私たちが子々孫々の繁栄を願って、次世代に希望を託すような分配を企

てるべきではないだろうか。」「「現在性の平等」から「将来性の平等」へと向かうこの立場は、「次世代

支援型の平等主義」、あるいは「各人の成長に価値をおく自由主義（成長論的自由主義）」と呼ぶことが

できるだろう。」（104-105頁） 
ここでの論理は“妬みの感情を解消するような再分配は存在しない。したがって格差はそれ自体とし

て解消不可能である。よってわれわれは妬みの感情を道徳的なものとするために、次世代の平等を志向

するべきである”というものである。しかし、筆者はこの議論の運びには問題があると考える。 
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	 第一に、「具体的な文脈では、不公平の感覚と妬みの感情は結びついており、その結びつきを解消しな

がら最適な再配分を考える方法は、理論上、存在しない。」というのは適切だとしても、そもそも平等主

義（egalitarianism）は必ずしも人々の感情を考慮しなければならないわけではない。人々の主観的幸福
感の平等を求める場合に限り、妬みの感情は重要性をもつのであって、たとえば所得のような指標の平

等を求めるのであれば、各人が妬みをもっているかどうかは平等主義にとって無関係である11。 
橋本は、「そもそも格差論をめぐる多くの論者たちが、平等主義の政策を支持しなかったという事実」

（82 頁）を指摘するところから議論はじめることで、格差論を格差意識論として捉えているように思わ
れる。「そもそも「格差社会論」とは何かといえば、人びとの「格」に対する意識が高まった社会である

といえる。」（107 頁）と論じていることがそのことを端的に表している（三章三節以降、橋本が注目す
るのは一貫して「格差意識」である）。だが、格差論を格差意識論として捉えてしまうと、問題は格差の

存在ではなく格差の認識
、、
である、という議論に行きついてしまう。実際、橋本は格差意識の原因を根絶

することではなく、格差意識を昇華することを目標としている。これも一つの立場ではある。だがそれ

は望ましいものだろうか（この論点は差別問題と似ている。差別の是正は必ずといっていいほど逆差別

の批判を生む。しかし、だからといって差別意識を昇華すればいいということになるだろうか？）。 
 

	 妬みが重要だということを受け容れたとしよう。しかし第二に、たとえ将来世代の平等を志向したと

しても、それによって妬みの問題がなくなるわけではない。現在世代は、自分の子供よりも他人の子供

が優遇されることに対して妬みを感じうるし、子供たち自身も、自分より他人が優遇されることに対し

て妬みを感じうる。格差意識はそもそも“自分（たち）”と“他人”を比較することに根本的に起因する

のであって、この区別を無くさない限り、格差意識はなくならない。どの世代で考えるかは無関係であ

る。橋本は「もし人々の関心が、将来の自分の姿や子孫の繁栄に向けられるなら、現時点での不平等は、

それほど不満の種にはならないだろう。」（98 頁）と述べるが、これは結局、現時点での不平等の代わり
に「将来の自分の姿」や「子孫の繁栄」に関して不満が生じることに帰着するだろう。 
ただし、仮に、自分の子孫ではなく子孫の世代全体を考える、すなわち格差の小さい社会をそれ自体

、、、、、、、、、、、、、

として要求する
、、、、、、、

ならば、妬みは生じない。これは、誰か（自分）が誰かより不当な立場におかれている

ことを問題視するのではなく、端的に平等それ自体を求める態度である12。たしかに橋本は「共同体の繁

栄（将来世代の配慮）」といった言葉も用いている（118 頁）。これなら妬みの問題を回避できる。しか
しこの場合にも疑問は残る。もし平等それ自体を目標とするならば、現代社会においてそうすればよい

のであって、わざわざ将来世代に議論を移行する必要がない。すると、橋本がなぜ将来世代を考慮する

ことを主張したのかが分からなくなってしまう13。 
 

	 また、橋本は（北欧型新自由主義を支持することから分かるように）基本的には機会の平等の精神を

支持しているように思われるが、橋本の平等主義論はきわめてラディカルであり、もはや機会の平等と

は呼べないものとなりうる。橋本は、各人の「意欲」を偶然的要因であると考えている。「「能力はある

が、自分で意欲を引き出せない人」が取り残されてしまうようなシステムは、結局のところマクロ的に

は十分に機能しない。各人の潜在能力を、いかにして育み、また開花させていくのか、そのような関心

からキャリア制度を再構築しなければ、「やる気という偶然の格差」から格差意識が増幅されるという機
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制を、解決することはできないだろう。」（114-115 頁）この立場は問題含みである。そもそも機会の平
等論は、スタートラインをそろえて、競争の結果は自己責任とする、という思想であるが、なぜスター

トラインと競争の結果に区別をつけるのかといえば、それはスタートラインにおける不利は当人にとっ

て偶然的なもの
、、、、、、

だと考えるからである。つまり、機会の平等の背後には“当人に責任を帰すことができ

る損失”と“当人に責任を帰することができない損失”との区別がある。このような区別を設ける平等

論を「責任－平等主義 luck egalitarianism」と呼ぶことがある14。この区別において、通常は“当人に

責任を帰することができる損失”の側に当人の意欲の小ささ（怠惰）が入り、“当人に責任を帰すること

ができない損失”の側に親の経済的不利などが入る。だから、スタートラインの損失は是正されるが、

公正なスタート後の損失は是正されない。 
問題は、ここでもし当人の意欲の小ささをも“当人に責任を帰することができない損失”の範囲に入

れてしまった場合、もはや“当人に責任を帰することができる損失”の余地はほとんどない、というこ

とである。スタートラインの不利もそこからの努力の不利もすべて偶然なのであれば、あらゆる結果は

当人の責任の外にあるということになるから、結果はすべて
、、、

是正されるべきことになる。ここにいたっ

て機会の平等論は結果の平等論に逆戻りしてしまうのだ。これが現代の責任－平等主義の重大な課題で

ある15。橋本の立場に引き寄せて言えば、将来性の平等を目指した平等論が、結局は（将来時点での）現

在性の平等に立ち返ってしまうということである（なお、この問題は教育の充実によっては解決できな

い。十分な教育と明るい将来像があれば人びとはみな意欲を持つ、という主張が正しいとしても、それ

は意欲の“平等”ではなく、したがって将来性の“平等”ではない）。 
 
筆者は橋本の推奨する子どもの格差の解消策に対して反対しているのではない。筆者が指摘したいこ

とは、平等論についての第三章での橋本の議論はいずれも、「子どもへの支援」「子どもに希望を託す」（118
頁）といった目標を志向することの根拠付けになっていないのではないか、ということである。 

 
なお、橋本が本書で提示する規範のうち最も根源的なものは、“人びとの潜在的可能性の活性化”論で

あるように筆者には思われるが16、この点について一つ指摘しておきたいことがある。橋本は第一章でア

マルティア・センの潜在能力（Capability）アプローチに言及している。そしてそれ以降、本書では「潜
在能力」の活性化と「潜在的可能性」の活性化が区別せずに用いられているように思われる。だが、潜

在的可能性の活性化というような用法はセンの言う潜在能力（ケイパビリティ）の意味とは一致しない。

潜在能力とは、その人が現時点でなし得る行為の範囲（すなわち自由）のことであり、生活の質（Quality 
of life）の指標の一つである。それは本質的に記述のための概念であり、開花したり発揮したりするもの
ではない。例を挙げれば、ある少年が今現在“十分な食事をとることができる”“学校に通うことができ

る”“病気をしたら病院にかかることができる”“地域コミュニティに参加することができる”といった

ことがセンの意味での潜在能力であり、“サッカー選手になるための秘められた才能がある”といったこ

とは意味しない。橋本の文章のうち、「各人が自身のケイパビリティ（潜在能力）を高めることを奨励」

（72頁）という表現はセンの用語法に照らして適切だが、「若年労働者たちが、潜在能力を開花させない
で使い棄てられる状況・・・」（102 頁）「・・・諸個人は自らの潜在能力をいっそう発揮することがで
きる。」（179頁）という表現はセンの用語法に適さない17。 
センについてはもう一つ問題がある。橋本はセンに言及する上で、センの文献への参照を行っていな
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い。たとえ文章を直接に引用していないとしても、他者の議論を持ち出すのであれば、参照はしなけれ

ばならないと筆者は考える（読者が自身で原典にあたることを妨げてはならない）。この点は修正が必要

と思われる（ネグリ＆ハートのマルチチュード論についても同様の問題がある。なお、第五章のルーマ

ンについては直接の引用はないが文献への参照があるため、橋本の文献の処理には一貫性がない）。 
 

4.  結論  
コメントの内容をまとめれば以下である。橋本は「ロスト近代の駆動因」を探求すると述べるが、そ

の駆動因が一体何の、どのような意味での駆動因を指しているのか明確でないため、論旨がつかめない。

また、ロスト近代と駆動因との関係は一見したところ循環してしまっている。さらに、「ロスト近代」の

特徴とされる人びとの消費と欲望の縮小について、橋本の論証は一面的であり、「ロスト近代」の特徴付

けは根拠が弱い。そして、「ロスト近代」の規範として橋本が示す「次世代支援型の平等主義」は、その

内容にいくつかの問題点をはらんでおり、橋本の示す具体的政策の根拠として用いることは難しい。 
本書の主張は以下のように要約できるかもしれない。“ポスト近代の大量消費をささえた人びとの消費

意欲は現代ではもはや失われており、経済は停滞している。しかし再び大量消費に立ち返ることは、環

境問題・エネルギー問題が顕在化した現代では不可能である。われわれは新たな消費形態を創出し、新

しい形で経済を動かしていかなければならない。そのための理念として、エコロジーな生き方を提唱し

たい。社会の発展の目的を将来世代の発展に向けることで、われわれは自然と調和した経済発展の道筋

を手にすることができる。それはミクロな意味では、一人ひとりの人間としての成長の可能性を活性化

すること、これを目標とすることである。” 
だがこの主張であれば、それは「ロスト近代」「成長論的自由主義」「自生化的秩序」といった新しい

枠組みを準備せずとも主張可能であるし、そうする方が穏当である。筆者の疑問は結局のところ一点に

収束する。すなわち、なぜ橋本がロスト近代という枠組みで問題を
、、、、、、、、、、、、、、、

考えなければなら
、、、、、、、、

な
、
かったのか
、、、、、

がわ

からないということである。そのため、第三章から第八章の議論は個々に
、、、

読めば極めて面白いにもかか

わらず、二章までで提示されるロスト近代のテーゼがうまく咀嚼できないために、全体として
、、、、、

どう読ん

でよいのか戸惑ってしまう18。この点をより明確かつ整合的に主張できれば、よりいっそう洗練された、

そしてよりいっそう読者の心をつかむ著作になったのではないだろうか。 
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1 後には端的に「勤労エートス」と「欲望の増殖原理」という言葉が用いられる（172-73頁） 
2 もう一つ付け加えれば、橋本は「文明の駆動因」という言い方もしている。「文明は、それが煮詰まっ
た状態にまで成熟すると、もはや新しい動態をもたらすための駆動因を失ってしまう。」（377頁）筆
者は、一般的な用語法において、文明という概念は社会とも経済とも異なると考える。だが本コメン

トではこの点には踏み込まない。 
3 ただし、自身の定義を問いなおすという作業が意味を持つ文脈も確かに存在する。たとえば、“私は経
済学者です。経済学がどうあるべきかを研究しています。”という文章にはなにもおかしいところはな

いが、経済学者というカテゴリーがすでに経済学の存在を前提しているにもかかわらず、経済学のあ

るべき姿を探るという構造は、本文で批判した橋本の論法と同じものである。ではどうしてこの文章

にはおかしいところがないかというと、経済学の場合、その“存在”は明らかだが、一方で（既に人

口に膾炙しかつ時代の中で変遷してきているため）その“内容”に幅があるからである。したがって

存在だけを前提しつつ内容を問うということが可能になる。一方で橋本の場合は、ロスト近代という

枠組み自体が橋本のオリジナルなのであるから、（経済学のように）内容抜きにその存在だけを前提す

ることはできない。ここに違いがある。 
4 ただしこの場合、駆動因を探求する上で便宜的に行ったロスト近代の特徴付け（現在志向、欲望縮小、
衰退、絶望などなど）が、最終的に見出された駆動因による特徴付けと一致することが述べられなけ

れば、論理は完結しないことになる（それがなされなければ、ロスト近代とは結局どんな時代なのか

という話が収束しない。結局ロスト近代とは何なのか？）。またこの論理もやはり、「駆動因」の意味

が確定しない限り内容があいまいなままである。 
5 補足しておくと、橋本は「私たちは日々の生活で、「できること（可能）」の束と、「したいこと（欲望）」
の束を持って暮らしている。」と論じている（27頁）。この部分から推測されることは、橋本は「欲望」
というタームを「したいこと」という極めて一般的な用法で用いている（消費欲求という意味に限定

して用いているわけではない）ということである。 
6 したがって、東の論じる「データベース消費」は、サイバースペースの発展と共に登場したものではあ
れ、サイバースペースに限定されない。たとえば、オタク文化の中心の一つである二次創作物の即売

会は、アナログかつ非個人的なものであるが、データベース消費の明確な一例である。 
7 また、オタクたちが決して自分に都合の良い物語ばかりを求めている訳ではない点について、東 2007
を参照のこと。そこではオタクたちの“全能感”を奪うようなゲームがいかにオタクたちに広く受け

容れられたかが細かく論じられている。この東の議論は、橋本が本書で言及する大澤 2008でも取り上
げられている。 

8 ステマについては、最終的に消費者庁が対応するにいたった。消費者庁プレスリリース平成 24年 5月
9日を参照のこと。PDFファイル：http://www.caa.go.jp/representation/pdf/120509premiums_1.pdf 

9 筆者が東浩紀の文章を集中的に引用した理由はまさにここにある。東は橋本と同じく、現代社会のオタ
ク的な消費行動とインターネットに大きく影響された社会構造を基礎にしながら、最終的に人びとの

行動はいっそう表面的なものになるだろうと、橋本と反対の結論に達している。東はそれを人びとの

「動物化」と呼ぶ（東 2001, 125-141頁、なお「動物化」という言葉はフランス哲学者アレクサンド
ル・コジェーヴから取られている）。橋本と東のどちらの理解がより説得力あるものなのかはここでは

問わないが、明らかなのは、消費行動の分析から時代をみることは容易でないということであろう。 
10 橋本の論旨からは離れてしまうが、このストーリーの最も興味深いところは、筆者自身もまた Amazon
にレヴューを書くこと、あるいなレヴューを書かなかったとしても自動的に購入者数のデータを一人
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分増やすことで、無意識のうちに消費と欲望の連鎖に荷担していることである。 

11 なお、直前で橋本は「理論的にはロールズのように、そのような妬みをすべて取り除いたうえで、最
適な再配分の原理を導くこともできるだろう。だが・・・問題を具体的に考え始めると、そこに妬み

の感情が入りこんでくる。」と論じている（104頁）。ロールズは確かに、原初状態のアイデアをもっ
て正義の二原理を導出する段階では、各人の妬みの感情を排除している。しかし、次のふたつの事情

を考慮しなければならない。第一に、ロールズが正義原理の導出において妬みを排除したことには、

正義の観点からの理由がある。私見では、ロールズが論じているのは、“原初状態で同意される再分配

に対しては、誰しもが妬みを持たない”ということではなく、“原初状態で同意される再配分に対する

妬みは、道徳的に正当なものではないから、無視して構わない”ということである。「原初状態におか

れた人びとは特定の心理的性向によっては心を動かされない（第 25節）と本書は一貫して想定してき
た。合理的な個人は妬みに支配されることはない。少なくとも、自分と他者との差異が不正義の結果

だとは考えられず、しかもその差異が一定限度を超えていない場合は、そうである。・・・以上の規定

に関するひとつの説明として、正義構想の選択は不測の事態や偶発性によって可能な限り影響される

べきではない、ということが挙げられる。採択される原理は、個人的な選好や社会的状況に関わりな

く妥当すべきである。そう私たちが望むのと同じ理由から、そうした性向面での差異によって原理が

変化すべきいわれはない。」（Rawls 1971, 邦訳 695頁）第二に、そうした理由を示したうえで、ロー
ルズは現実の妬みについて二つの節をさいて（第 80節と 81節）考察している。「それでもやはり、そ
うした性向〔妬み〕は現に存在するし、何らかの仕方でそれらは考慮に入れられなければならない。」

（同邦訳 696頁、〔〕内は引用者補足）橋本の文章は、ロールズが一切の妬みを考慮から排除したとい
うような誤解を生じさせる危険がある（なおロールズについて橋本は参照を記していない）。 

12 このような平等論の考え方については Temkin 2003を参照のこと。 
13 確認しておくが、ここで自分の子孫への愛情に頼ることはできない。自分の子孫という特定の個人を
出してきてしまえば、自身と他者との境界が生じてしまうからだ。将来世代全体ではなく自分の子孫

という特定の人間に注目する限り、妬みはなくならない。将来世代全体を愛することと自分の子孫を

愛することは（時に重なるかもしれないが）同じではない。では将来世代の全体を考慮することの動

機はどこから生じるのだろうか。 
14 機会の平等論および責任－平等主義の代表的な論者の一人であるジョン・ローマーは、「平等主義倫理
の一般形式 The general form of the egalitarian ethic」を次のように述べる。「社会は、自身のコント
ロールを超える原因の帰結であるような不憫な結果については、人々を保障すべきであるが、しかし

彼らのコントロール下にある原因の帰結であるような結果、すなわちそれに対して人々が個人的に責

任あるようなに結果ついては保障すべきではない」（Roemer 1993, p.147）。 
15 たとえばジョン・ローマーは意欲の偶然性まで取り入れた形で機会の平等論を数学的に精緻化したが、
そこでは各人の責任は、同一の社会グループ内の努力の差異まで縮小されている（Roemer 1998）。 

16 「自然の本来的価値」論は、「人は、自然の豊穣性に触れることで、自身の潜在的可能性を高めていく
ことができる。」（33頁）という理由によって正当化される。北欧型新自由主義の擁護も、「北欧型の新
自由主義は、「機会」というものができるだけ活用されるように、人びとの潜在能力を活性化しようと

する。」（188頁）点に意義が見出される。グローバル化をめぐる考察も、人びとの「潜在的可能性」（239
頁）を軸に展開される。「国家は新たに、人びとの潜在能力を活性化することによって、社会の駆動因

を得なければならない。そのような潜在能力の活性化によって生じる社会秩序は、自生的に生成する

ための要因を人工的に与えられた秩序、言い換えれば、自生化的な秩序（spontanized order）と呼ぶ
ことができるだろう。」（174頁）とあるように、「自生化的な秩序」論もやはり潜在的可能性の活性化
によって根拠付けられている。 

17 センのケイパビリティ・アプローチについては Sen 1985がもっとも簡潔でわかりやすい文献だろう。
なお邦語の解説としては拙稿、玉手 2011を参照のこと。 

18 全体の流れについて、たとえば次の問題がある。「ロスト近代」という時代区分は戦後日本社会の分類
法であり（9頁）、日本の消費行動のデータなどから特徴づけられた（第二章）ものである。それをそ
のまま諸外国の状況にあてはめることはできない。日本がロスト近代だからといって他国もロスト近

代だとは限らない。第四章および第五章は（第五章では全面的に）世界全体を対象とした議論をして

いるが、これは日本を対象とした「ロスト近代」の枠組みとは直接にはつながらないのではないか。 


