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経済を変え、真の民主主義を創るために 
 

 

シンポジウム 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2017年 1月 14日（土）13:30-17:30 

明治学院大学白金キャンパス本館 2階（地上階）1255教室 
 

 

 

主催：出版社コモンズ、ＮＰＯ法人アジア太平洋資料センター（ＰＡＲＣ） 

後援：明治学院大学国際平和研究所（ＰＲＩＭＥ） 
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【プログラム】 

13：00―13：30：開場＆受付 

13：30―14：00：イントロダクション （司会：中野佳裕） 

        大江正章…『21 世紀の豊かさ』刊行にあたって 

        中野佳裕…本書出版の経緯＆日本語特別編集版のテーマ 

 

14：00―15：30：第 1 部：21 世紀の豊かさと日本の課題 （司会：大江正章） 

 

 広井良典…「脱成長の福祉国家」は可能か─ポスト資本主義とコミュニティ経済 

 吉原直樹…コミュニティの社会学から社会史へ 

 千葉 眞…民主政治の試練の時代─民主主義の再生のために 

 中野佳裕…〈南型知〉としての地域主義─コモンズ論と共通感覚論が出会う場所で 

 

15：30－15：45：休憩 

 

15：45－17：15：第 2 部：ラウンドテーブル （司会：大江正章） 

 

 コメントと問題提起（幡谷則子、鴫原敦子） 

 報告者の応答と問題提起 

 フロアからの質疑応答 

 

17：15－17：30：まとめ＆閉会の挨拶（中野佳裕、大江正章） 

 

 

 

   ＜コモンズ創業 20周年記念出版＞ 

 

南米・ヨーロッパ・米国・日本の精鋭 12名

が、 各地の社会運動を踏まえながら、オルタ

ナティブな経済・政治・社会への道筋を多角

的に展開。経済成長至上主義への根底的

批判と共=コモンズの再構築を通じた、21世

紀型の豊かさの構想。  

 

コモンズ、2016年 10月刊 

 

 



3 

 

コモンズ代表・大江正章からのメッセージ 

 

 編集者として、NPO のメンバーとして、そしてもちろん現代を生きるひとりの人間として、私が常に

考え、若干の実践をしてきたのは、豊かさや幸せとは何かを問い、経済成長至上主義をどのように変え

ていけるかです。それゆえ、2013 年秋に原著『21 世紀の左派――北と南の対話へ向けて』の概要を中野

佳裕さんから聞いたとき、その翻訳をぜひとも刊行したいと即断しました。それから 3 年間、日本語特

別編集版をよりよい内容にするために、日本人執筆者の選択、全体のボリュームの調整などを、中野さ

んの多大なご尽力の下で進めてきました。その結果、納得ゆく出来栄えになったと自負しています。邦

訳タイトルは、編集の意図が理解されるように工夫しました。 

 とはいえ、本書の刊行と本日のシンポジウムは、出発点にすぎません。国家レベル・グローバルレベ

ルでの制度変革の構想、金融資本主義の政治経済分析、地域主義や福祉社会の市民レベル・自治体レベ

ルでの具体化など、検討しなければならない論点がまだまだ残されています。私が共同代表を務めるア

ジア太平洋資料センター（PARC）の「ニューエコノミクス研究会」などを通じて、皆様とともにこれか

ら考究していきたいというのが、私の想いです。 

 また、コモンズでは今後、本書が提起した問題意識を深める書籍を継続して刊行していこうと考えて

います。2017年は、いま内外で関心を集めているアグロエコロジーに関するフランスのピエール・ラビ

のSEMEUR D'ESPOIRS（『希望を蒔く人』仮））や、イタリアのステファーノ・バルトリーニの Manifesto 

per la felicità（『幸せのためのマニフェスト』（仮））を出版する予定です。ぜひ、ご一読ください。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

出版社コモンズについて 

 

1996 年創設。格差と差別のない社会をつくり、自然と共生して生きるための思想や実践を

広く伝えることをモットーとしています。おもな出版分野は、社会と環境を考える、新し

い農のかたち、暮らしを見直す（食・育ち・からだ・住まい・医療）、シリーズ安全な暮ら

しを創る、アジアを知る・歩く。市場（私）の失敗と政府（公）の失敗を乗り越え、新自

由主義にもとづく弱肉強食の世界の対極にある「共」的存在（コモンズ）をベースとした

社会の構築を当初から目指してきました。年間 10 点前後の新刊書を世に問い、既刊書を長

く売り続けていくことを大切にしています。現在の稼働点数は約 220 点。2008 年に、出版

界と読書文化の復興を目標とする出版梓会の「第 24 回梓会出版文化賞特別賞」を受賞しま

した。また、アジアの本の会、平和の棚の会に加盟し、人文・社会書の普及に努めていま

す。 
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登壇者一覧 

中野佳裕（なかの よしひろ）：国際基督教大学社会科学研究所非常勤助手、同大学教養学部非常勤講師、

明治学院大学国際平和研究所研究員を兼任。専門は社会哲学、開発学、平和研究。NPO 法人アジア太平

洋資料センター（PARC）企画運営委員。2014 年度からは PARC 自由学校で「新しい〈経済学〉と〈豊

かさ〉を学ぶゼミナール」も担当中。共著に『21 世紀の左派 北と南の対話へ向けて』（ジャン＝ルイ・

ラヴィル、ホセ・ルイス・コラッジオ編、スペイン語、2014 年／フランス語、2016 年）、『脱成長の道

──分かち合いの社会を創る』（勝俣誠、マルク・アンベール編、コモンズ、2011 年）など。訳書にセ

ルジュ・ラトゥーシュ著『〈脱成長〉は、世界を変えられるか？』（作品社、2013 年）、同著『経済成長

なき社会発展は可能か？』（作品社、2010 年）、ジャン＝ルイ・ラヴィル編『連帯経済 その国際的射程』

（ 北 島 健 一 、 鈴 木 岳 と の 共 訳 、 2012 年 、 生 活 書 院 ） な ど 。 詳 細 は ウ ェ ブ 研 究 室

（http://postcapitalism.jp/index/）まで。 

 

 

広井良典（ひろい よしのり）：京都大学こころの未来研究センター教授。専門は公共政策、科学哲学、

社会保障。主著に『ケアを問いなおす――〈深層の時間〉と高齢化社会』（ちくま新書、1997 年）、『日

本の社会保障』（岩波新書、1999 年）、『定常型社会―― 新しい「豊かさの」構想』（岩波新書、2001 年）、

『コミュニティを問いなおす―― つながり・都市・日本社会の未来』（ちくま新書、2009 年）、『人口減

少社会という希望―― コミュニティ経済の生成と地球倫理』（朝日選書、2013 年）、『ポスト資本主義―

― 科学・人間・社会の未来』（岩波新書、2015 年）など。 

 

 

吉原直樹（よしはら なおき）：大妻女子大学社会情報学部教授・東北大学名誉教授。専門は都市社会学、

コミュニティ・スタディーズ。主著に『都市空間の社会理論―― ニュー・アーバン・ソシオロジーの射

程』（東京大学出版会、1994 年）、『都市とモダニティの理論』（東京大学出版会、2002 年）、『開いて守

る―― 安心・安全のコミュニティづくりのために』（岩波ブックレット、2007 年）、『モビリティと場所

―― 21 世紀都市空間の転回』（東京大学出版会、2008 年）、『コミュニティ・スタディーズ――災害と

復興、無縁化、ポスト成長の中で、新たな共生社会を展望する』（作品社、2011 年）、『「原発さまの町」

からの脱却―― 大熊町から考えるコミュニティの未来』（岩波書店、2013 年）など。 

 

 

千葉 眞（ちば しん）：国際基督教大学教養学部特任教授。専門は政治思想史、政治理論、平和研究。

主著に『現代プロテスタンティズムの政治思想―― R・ニーバーと J・モルトマンの比較研究』（新教出

版社、1988 年）、『ラディカル・デモクラシーの地平── 自由・差異・共通善』（新評論、1995 年）、『ア

ーレントと現代── 自由の政治とその展望』（岩波書店、1996 年）、『デモクラシー』（岩波書店、2000 

年）、『「未完の革命」としての平和憲法―― 立憲主義思想史から考える』（岩波書店、2009 年）、『連邦

主義とコスモポリタニズム── 思想・運動・制度構想』（風行社、2014 年）など。 

 

 



5 

 

幡谷則子（はたや のりこ）：上智大学外国語学部イスパニア語学科教授。専門はラテンアメリカ地域研

究（主にコロンビア）。近年、ラテンアメリカの連帯経済について研究を行っている。主著に『コミュニ

ティ参加の幻想』（スペイン語、2010 年）。共著に『発展途上国における抵抗と社会運動』（英語、2009

年）。編著に『小さな民のグローバル学──共生の思想と実践を求めて』（甲斐田万智子ほかとの共編、

上智大学出版、2016 年）、『貧困・開発・紛争のグローバル／ローカルの相互作用』（下川雅嗣との共編、

上智大学出版、2008 年）、『発展途上国の都市住民組織──その社会開発における役割』（アジア経済研

究所、1999 年）など。 

 

 

鴫原敦子（しぎはら あつこ）：日本平和学会理事、環境・平和研究会共同代表、国立仙台高専非常勤講

師。開発と環境問題について、平和学の視座から研究を行っている。東日本大震災後は、宮城南部地域

でいのちと環境を考える実践的活動に関わる。共著に郭洋春・戸崎純・横山正樹編『環境平和学──サ

ブシステンスの危機にどう立ち向かうか』（法律文化社、2005 年）、主論文に「自由とサステイナビリテ

ィは接合しうるか──「創造的復興論」再考」（『平和研究』40 号、早稲田大学出版部、2013 年、所収）

など。 

 

 

大江正章（おおえ ただあき）：出版社コモンズ代表。NPO 法人アジア太平洋資料センター（PARC）共

同代表。農的生活、地域づくり、ローカリゼーションなどに関する著作の編集・出版を多数手がけると

ともに、各地を取材し、考察している。主著は、『地域に希望あり──まち・人・仕事を創る』（岩波新

書、2015 年）、『地域の力──食・農・まちづくり』（岩波新書、2008 年）。雑誌『世界』などにも積極

的に寄稿している。出版社コモンズは 2016 年に 20 周年を迎えた。その記念出版として、同年 10 月に

『21 世紀の豊かさ──経済を変え、真の民主主義を創るために』（中野佳裕編・訳、ジャン＝ルイ・ラヴ

ィル、ホセ・ルイス・コラッジオ編、2016 年）を上梓。 
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報告要旨 

 

「脱成長の福祉国家」は可能か――ポスト資本主義とコミュニティ経済 

 

広井良典 

 

一般に近代社会システムにおいては、社会は「市場（ないし市場経済）」と「政府」という二つの主要

な要素から構成されるものと考えられ、前者は利潤の極大化ということを駆動因として“拡大・成長”

を追求し、そこで生じる様々な問題（格差の拡大や環境破壊等）を、主に事後的な形で是正するのが「政

府」の役割とされる。 

こうしたシステムの一典型がいわゆる福祉国家だが、福祉国家が前提としていた“限りない需要拡大

と経済成長”という姿が、（ａ）資源・環境制約の顕在化という「外的限界」と、（ｂ）モノがあふれる

社会となる中での需要・消費の飽和という「内的限界」に直面する中で維持できなくなっているのが現

在である。 

ここにおいて、少なくとも従来型の福祉国家を超えた新たな社会モデルの構想が不可避となる。それ

が標題の「脱成長の福祉国家」（または定常型社会／持続可能な福祉社会）というコンセプトの背景にあ

る問題意識であり、それは換言すれば、「資本主義・社会主義・エコロジー」がクロス・オーヴァーする

ところに立ち現れる社会像になる。 

あるいは、資本主義の本質を「市場経済プラス拡大・成長」という点に求めるならば、それはむしろ

「ポスト資本主義」の社会構想と呼ぶべき主題であるだろう。 

そこでは第一に、“資本主義の根幹に遡った社会化”が不可避となると同時に、第二に、上述の「市場経

済を前提とした上での事後的な再分配」のみならず、（市場経済より根源的な）“コミュニティそのもの

に遡った対応”が本質的なものとして浮かび上がり、そこに「コミュニティ経済」という新たな位相が

生成することになる。 

このうち第一の“資本主義の根幹に遡った社会化”に関しては、特に本質的となるのは、①（「人生前

半の社会保障」を通じた）人生における“共通のスタートライン”の確保または「相続の社会化」、及び

②「ストックの社会保障」または資産（土地、金融資産等）の再分配の二者だろう。 

一方、第二の「コミュニティ経済」に関しては、それは①「経済の地域内循環」、②「生産のコミュニ

ティ」と「生活のコミュニティ」の再融合、③経済が本来もっていた「コミュニティ」的（相互扶助的）

性格の再評価、④有限性の中での「生産性」概念の再定義、といった点を要素として持つものであり、

筆者らが進めている「鎮守の森・自然エネルギーコミュニティ構想」もそうした文脈に位置づけうる一

例である。 

最後に、以上のような社会構想の土台にある価値原理として、地球倫理と呼びうるような思想――本

来の意味の「グローバル」、すなわちローカル（個別的・地域的）とユニバーサル（普遍的・宇宙的）の

対立を乗り越えつつ、地球上の各地域の多様性やその価値を積極的に認めていくような理念――の可能

性について若干の議論を行いたい。  
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コミュニティの社会学から社会史へ 

 

吉原直樹 

 

コミュニティは社会学に固有の領域ではない。しかし社会学に限定すると、コミュニティ論議は定住、

安定的な共属感情、内的な一体化からなる内に閉じられた共同性に熱いまなざしを注いできた。そして

そうした論議は、近代日本の社会統合のメディアとしてあった同質性／同質化のメカニズムに回収され

てきた。しかし近年、たとえばデランティの議論にみられるように、複数のアイデンティティに根ざす

対話的で、外に開かれた共同性を中心に据えるコミュニティ論議が立ちあらわれている。そうしたなか

で、一つには日本の町内＝近隣にひそむ場の規範に「開かれたもの」をみるベルクの議論、また一つに

は「隣人たちが大きな違いを持つこと」への認識からはじまって、「偶発性」に媒介された近隣に「外に

開かれたもの」をみるジェイコブズの議論（⇒「新しい近隣」）を再解読することが重要になっている。

いずれも「閉じられたもの」に反転／転成する契機を宿しているが、同時に近隣において、諸個人間で

「‥‥を越えて」、「‥‥を横切って」という形で築き上げられる関係性／集合性（相互作用）に注目し

ている。 

報告者は、こうした関係性／集合性の現実形態を、会津若松市に立地する大熊町仮設住宅自治会の一

つである F 自治会から出自した F サロンを経験場として探ったが、そこでは被災者たちが自分たちの置

かれている状況を対面的な関係において確認し、「異なる他者」／「よその人」と離れたりくっついたり

しつつ、ゆるやかに互いの生を共感し合いながら外に開かれた関係性／集合性をはぐくんでいることが

明らかになった。同時に、そうしたサロンが「上から」の抱合に親和的であることもわかった。報告者

は、こうしたサロンにジェイコブズらのいう「新しい近隣」の原初的な型と「創発するコミュニティ」

の始原的な「かたち」を観て取った。ここでいう「創発するコミュニティ」とは、アーリの言説にした

がうなら、世界に存在する諸々のものが多元的かつ入れ子状をなして並び合い、交わり合い、結び合う

ことによって生じるものであり、ある一つの主体が「特権的主体」としてあるのではなく、諸々の主体

がおのおののアイデンティティを変容させながら、諸要素のあいだの関係を打ち立てること、すなわち

諸要素を新しい構成へと作りかえる、ラクラウのいう節合を基本原理としている。そしてそうであれば

こそ、「創発するコミュニティ」は、常に生成途上のものとしてあり、「構築されるもの」としてあると

いえる。 

ところで、「創発するコミュニティ」において構築されるはずの集合的アイデンティティ＝集合的意思

は、当然のことながら異なった諸契機のなかから、対他的で緊張をはらんだ関係を通してあらわれるが、

そこには人びとに自らの経験を理解させ、将来への希望を抱かせるような何らかの契機、ムフのいう「情

動的な紐帯」が埋め込まれている。ここでは、それを社会の脱物象化のための初期的な要件をなす節合

的な実践と見なすが、その可能性を検証するには、感情や集合的メンタリティの構造の内部に立ち入る

とともに、福祉国家が人びとの欲望や幻想をどのように喚起してきたかという問いとともにある社会史

の位相に立ち返る必要があると考えている。 
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民主政治の試練の時代──民主主義の再生のために 

 

千葉眞 

 

1. 中野佳裕編・訳『２１世紀の豊かさ』（コモンズ、2016年）の特徴と意義 

・ 「新しい豊かさの構想」→グローバル金融資本主義（第三の「隷従への道」［the third road to serfdom 

・ Friedrich Hayek）が世界を席巻し、各国内および地球社会において格差化——構造的暴力——をもたら

している現在、出るべくして出た本。公共性なき資本主義に将来はないという主要な論点の共有。

いわゆる「新自由主義」（neo-liberalism）経済批判。 

・ ラテンアメリカの論者たち→かつての従属理論・ネオマルクス主義・解放の神学・キリスト教基礎

共同体の理論と実践などの蓄積に基づき、そこから近代化路線の開発主義、生産力至上主義、経済

成長主義を批判。 

・ ヨーロッパ・北米の論者たち→ラディカル・デモクラシーの再定位、エコロジーと社会民主主義の

再結合の模索、自然・労働・社会の商品化批判、諸批判理論の統合の模索。 

・ 「ブエン・ビビール」（buen vivir／善き生活）の模索→今日のアリストテレス主義的アプローチ。

Welfare と well-being の増進を目指す「福祉社会」。Cf., 大塚久雄が初期資本主義の発展を促した

推進力の基盤となった中枢概念として commonweal に着目したことを想起させる。今日の金融資本

主義→Ｍ・ウェーバーの言う「賤民資本主義」（Paria-Kapitalismus）という堕落形態（略奪・政治

寄生・投機ほか）。E.g., M. Weber, Das Antike Judentum, Band I-III, 1917-21. Cf., 内田芳明

『ヴェーバー「古代ユダヤ教」の研究』（岩波書店、2008年）。ポスト資本主義の模索→喫緊の課題。 

 

2. 第 11章「民主政治の試練の時代——民主主義の再生のために」 

はじめに 

・ 21 世紀の日本政治→社会保障の劣化、代表制民主主義の機能不全の深刻化。戦後の事由民主主義体

制の危機。Cf., 憲法の三大原理の人民主権・基本的人権の尊重・平和主義の後退。 

・ 今日の日本政治→擬似自由民主主義ないし準自由民主主義へと後退？ 

・ 「報道機関」（the press）→「統治の第四機関」（“the fourth branch of government”/Hannah Arendt, 

On Violence, p. 45.）である報道機関（ジャーナリズム、メディア）の機能不全。   

・ 現代の日本の民主政治の危機→①代表制や複数政党制といった自由民主主義体制（混合政体）の根幹

を構成している諸制度の機能不全、②同時にこの体制を構成している社会民主主義の構成要素——社会

福祉、社会保障、生活保障——の後退。  

 

ポスト・デモクラシーの時代 

・ ポスト・デモクラシーの時代（Colin Crouch）。この民主政治の危機は近年の日本だけに限定されな

い。いわゆる「先進的」民主主義諸国と呼ばれてきた欧米諸国でも同じ。ここ数十年の世界の一般的

傾向。「民主主義の欠損」（democratic deficit）。 

・ 大企業が下支えする権力エリート層（経済エリート、政治エリート、軍事エリートなど）の寡頭制支

配（オリガーキー）→大企業と富裕者層の利益になるような構造的権力が作動→経済成長と国際競争
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力の強化が国是となる→格差社会化が増大。 

・ Sheldon S. Wolin→20 世紀末以降の現代国家を「経済政体」（economic polity）ないし「政治経済

体制」（political economy）*と呼んだ。*国家の基本政策が大企業を中心にした経済界のニーズおよ

び経済界と密接な協力関係にある統治機構のニーズによって決定される経済主導の秩序体。 

・ 経済政体下のデモクラシー→恒常的危機に遭遇する。経済政体（economic polity） vs. 人民の政治

体（people’s body politic）。 

・ 戦後日本社会も→「政官財」の鉄の三角形と呼ばれた一種の「経済政体」（株式会社「日本」）。 

1980年代以降の「新保守主義」の波、1990年代のバブル崩壊をうけて、21世紀に入ってからのネオ・

リベラリズム主導の「聖域なき構造改革」（小泉政権）のスローガンの下、規制緩和、民営化、行政

改革。 

⇒デモクラシーの後退、格差社会化、社会保障の劣化、非正規雇用とワーキング・プアの増大。2016

年の相対的貧困率→OECD（経済協力開発機構）加盟 34 ヶ国中ワースト 6 位。かつて「一億総中流社

会」と呼ばれたこの国→今日、世界有数の格差社会へと頽落。 

 

自由民主主義は「志の低い」デモクラシーなのか 

・ コリン・クラウチ→自由民主主義は「志の低い」デモクラシーと主張。 

・ 自由民主主義の理論家→Joseph A. Schumpeter, John Rawls. 

・ 「民主主義の徹底化ないし民主化」 を求めるラディカル・デモクラシー。民衆の発意、生活世界、

共同の権力、自発的ネットワーク、連帯、自治による民衆の自己統治を重視するデモクラシー論。 

・ クラウチの「民主主義の放物線」の議論→興味深い。政治に関心を失い、民主主義に幻滅を感じる大

多数の民衆→それでもデモクラシーを手放そうとしない。どの政治制度に比べても、まだましな政治

形態であるとする。 

 

社会民主主義の今後 

・ 社会民主主義→自由民主主義体制において社会福祉や社会保障、社会的弱者のエンパワーメントの推

進にコミット。資本、国家、労働という三つの要因の調停と妥協において成立し、第二次世界大戦後、

福祉国家の形成と展開に結びついて発展。しかし、1990 年代後半以降、福祉国家路線、社会民主主

義の機能不全。例→1990 年代後半にヨーロッパ諸国で多くの社会民主主義政権の誕生。1990 年代末

には当時の EU15ヶ国のうち 13の国々が中道左派政権。例、イギリスのブレア政権（1997-2007年）、

ドイツのシュレーダー政権（1998-2005 年）。かなりの程度の経済成長がすでに無理になっていたヨ

ーロッパ諸国→成長経済・大量生産・大量消費の前提の上に成り立つ福祉国家路線は失墜。 

・ 低成長社会、脱成長社会、定常型社会の時代→本書『21世紀の豊かさ』の多くの章の認識上の前提。 

・ 福祉国家ではなく福祉社会の探求へと舵を切る必要→その担い手は中央政府、地方自治体、地域の生

活者市民。福祉国家ではなく福祉社会の実現を目指す社会民主主義の理論と実践→火急の課題。 

・ 福祉社会実現に向けたヘゲモニー構築の模索→Antonio Gramsci, Ernest Laclau, Chantal Mouffe, 

Amartya Sen, Martha Nussbaum, Bernard Crick, Sheldon S. Wolin, Jürgen Habarmas, Claus Offe, 

Serge Latouche, 広井良典 etc. 
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〈南型知〉としての地域主義──コモンズ論と共通感覚論が出会う場所で 

 

中野佳裕 

 

 本報告では、玉野井芳郎の地域主義の現代的可能性を検討する中で、21 世紀の豊かさの鍵概念であ

る〈共＝コモンズ〉の再構築について議論したい。 

1. 地域主義の隠された問題領域 

1970 年代後半に玉野井芳郎を中心に提唱された地域主義は、高度経済成長期に経験した近代化の構造

的矛盾への反省から生まれた。それは、明治以降の日本を特徴づける中央集権的な開発体制に対して地

域分権と地方自治の強化を主張し、深刻な公害事件を引き起こした産業システムに対するオルタナティ

ブとして、生命循環を持続的に維持する新たな経済体制──生命系の経済──を構想した。以後、地域

主義の様々な論点は、経済学の分野では「コモンズの経済学」（室田武、多辺田政弘など）、政治学の分

野では「共通善の政治学」（菊池理夫）として研究が続けられてきた。 

しかし、晩年の玉野井がイヴァン・イリイチの『ジェンダー 女と男の世界』（1984 年）に影響を受

けながら提案した、身体論や場所論を包含する美学（感性論）に関わる問題領域は、これまであまり議

論されないままでいる。 

2. 共通感覚論から〈南型知〉へ 

戦後日本の思想史を振り返ると、玉野井の地域主義の美学としての可能性に早くから気が付いていた

のは哲学者・中村雄二郎であった。中村は、独自の共通感覚論において、社会で共有された通念として

の常識（コモン・センス）の根底に、その古義である共通感覚（センスス・コムニス）の働きがあるこ

とを明らかにした。そして、デカルト以降の近代合理主義の知の体系が北ヨーロッパという特殊な地域

から発生して世界に普及したのに対して、共通感覚が含意する体性感覚的で演劇的な知は、南ヨーロッ

パを含めた南方地域に現代もなお生き生きと残っていることに気が付いた。そこで、近代知を克服する

共通感覚的な知の様態を〈南型
みなみがた

知
ち

〉と呼びなおし、科学文明の暴走に歯止めをかける新たな知の基盤を

そこに求めた。 

現代日本における〈南型知〉模索の鍵となる理論として中村が注目していたのが、玉野井の地域主義

だった。彼は 1982 年に日本哲学会のシンポジウム「文化における普遍と特殊」を沖縄国際大学で開催し、

玉野井は報告者として登壇した。その後、二人の間では〈南型知〉と地域主義（特にその鍵概念である

生命系の経済）をめぐって書簡を交換したが、方法論の違いから交流は途絶えた。その後、このテーマ

は日本の現代思想の中でも深められることはなかった。 

3. 未完の対話を超えて 

両者の対話は平行線をたどったままになるのだろうか。否。現代南ヨーロッパの社会思想をみると、

玉野井の地域主義に通じるローカリゼーションの理論が、中村の〈南型知〉のテーマに即する形で発展

していることがわかる。本報告では、フランスの脱成長論やイタリアの市民的経済論など、地域社会に

おいて〈共＝コモンズ〉の再構築を目指す社会思想が、共通感覚的な知の再評価を通じた経済成長主義

の克服を目指していることを説明した上で、21 世紀の豊かさの展望を述べたい。 
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日本の読者へのメッセージ 

 

『21 世紀の豊かさ 経済を変え、真の民主主義を創るために（Reinventing the Commons in the 21st 

Century: Alter-Economy,  Alter-Democracy）』刊行の知らせを受け、大変喜んでいます。 

しかし同時に、日本語を読めないことがとても残念でなりません。なぜなら、中野佳裕氏が送ってく

れた日本語版各章の英語要約がとても刺激的な内容だからです。スペイン語とフランス語で刊行された

オリジナル版の目的は、未来における解放の様々な可能性について国際的な議論を展開していくという

ものでした。この目的は、日本語版所収の日本人著者の論文によってさらに深められたと思います。 

 日本語版における重要な論点として、解放の思想は、近代を特徴づけるプロメテウス的展望からの解

放を目指さなければならないという点があります。広井良典氏が強調するように、コミュニティの再構

築が必要です。このことが意味するのは、市場経済の拡大成長に依存する伝統的福祉国家は、公的な再

分配政策とコミュニティの帰属の新しい連携によって置き換えられねばならないということです。 

この方向性を追求するにあたって、わたしたちは、コミュニティ概念の両義性を考えなければなりま

せん。この両義性は、テンニエスからウェーバーまで、コミュニティの理論的分類と時代的分類を混合

させるヨーロッパの議論において明確に現れています。これまでコミュニティは、社会関係の二つの理

念型として、つまり伝統的社会関係と近代的社会関係に相当するものとして考えられてきました。しか

し、吉原直樹氏が議論するように、今日のコミュニティ概念は、「創発するコミュニティ」という新しい

問題構制を要請しています。これは国際的にみても実に興味深い主題で、わたしたちは解放の再考を可

能にする「創発するコミュニティ」の諸形態についてこれから多くの議論を行っていくでしょう。 

生産力至上主義パラダイムへの抵抗を考察する時には、地域社会レベルでの実践例を検討する必要が

あります。千葉眞氏が強調するように、ローカルおよびリージョナルな民主主義のプロジェクトが地域

社会において台頭しています。これらローカル／リージョナルな社会変化についての考察は、潜在的に

はラテンアメリカの事例と共鳴します。連帯経済は重要なフィールドのひとつです。連帯経済について

は、ヨーロッパでも興味深い事例があります。例えば、フランスにおけるローカルおよびリージョナル・

レベルでの公共政策の共同構築の事例は、この視座の下で考察されなければなりません。スペインのカ

タロニア地方における、市民社会ネットワークと地方自治体との間の協同のための枠組みを構築する試

みもそうです。 

 中野氏が強調するように、これら非常に具体的なトピックは、コモンズを再フレーミングする多様な

文脈において関連付けられます。彼はこの視座の下で玉野井芳郎と中村雄二郎の思想を検討し、両者の

間にこれから深めていくべき一致点があることを指摘しています。 

 最後に、日本語特別編集版の独創的な貢献に感謝申し上げます。先に述べたように、本書はこれから

議論すべき様々な主題について実に多くの刺激を与えてくれます。解放の再創造は、グローバルな対話

を通じてこそ意義あるものとなるでしょう。 

 

──ジャン＝ルイ・ラヴィル（フランス国立工芸院社会学教授、本書第 5 章執筆） 
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ラテンアメリカ、ヨーロッパからトランプ政権の米国にいたるまで、公的領域における右派の政治的ア

ジェンダが再び台頭してきています。この状況において、左派の再創造とコモンズの再構築はこれまで

以上に重要で喫緊の課題となっています。本書が示すように、左派とコモンズは、地球と共生するどこ

までも多元的で開かれた草の根の運動を通じて再構築されねばなりません。 

 

──アルトゥロ・エスコバル（ノースカロライナ大学人類学教授。本書第 1 章執筆） 

 

 

複数形で表現される左派（Las izquierdas）は国家中心主義ではありません。この点は、歴史の大きな教

訓の一つです。左派勢力は、その運動としてのダイナミズムと永続的な再構築の能力によって顕在化し、

強化されます。左派がその運動と政治を継続的に刷新し続けるには、自己批判を基本原則としなければ

なりません。教条主義や全体主義に陥ってはならないのです。このことから言えるのは、左派は社会主

義者であり、フェミニストであり、エコロジストであり、知の脱植民地主義者であるということです。

左派とは、資本主義文明の抱える大きな矛盾を理解し克服するための唯一の道であり、またそれは、様々

な民主主義社会を民主的に構築するために、どこまでも複数性／多元性（la pluralidad）を重視する道

であるということです。21 世紀の左派の課題はまさにこの点にあります。 

 

──アルベルト・アコスタ（エクアドル・ラテンアメリカ社会科学研究所教授、本書第４章執筆） 

 

 


