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20世紀後半から現代に至るまでの時代は人新世の大加速化時代と呼ばれている。それはまた経済開発が世界的に普及

した「開発新世」でもある。開発新世において顕在化した産業社会の逆生産性は、人類の生存基盤を様々な次元で脅

かしている。この危機的状況から抜け出すためには、未来社会デザインのメタ・ナラティブの転換が必要である。本

報告では、人新世言説の下で出現している主要な未来像（三つの経済成長主義：BAU type 1, type2, type3、および崩壊

学）の問題点を指摘し、それらに代るオルタナティブとして脱成長のシナリオを紹介する。 
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1. 〈開発〉の時代と人新世の大加速化 

ハンナ・アレントの『人間の条件』（1958）には、次の

ような文章がある。「〈 活動的生活 〉 とは、なにごとか

を行うことに積極的に係わっている場合の人間生活のこ

とであるが、この生活は必ず、人びとと人工物の世界に

根ざしており、その世界を棄て去ることも超越すること

もない。物と人とは、それぞれの人間の活動力の環境を

形成しており、このような場所がなければ人間の活動力

は無意味である 2 」。 

人間は、自らが制作した世界の中に存在するが、その

世界は自己と他者、人間と他の生物、そして物（人工物、

自然物）との関係によって成り立っている。社会はこれ

ら様々な関係のデザインとして現れる。そして関係のデ

ザインとして建てられた社会は、人間の存在と行為を規

定すると同時に、未来の存在の可能性もデザインする。 

 第二次世界大戦後に始まった〈開発〉の時代は、西洋

近代に誕生した経済発展の思想を世界化する巨大なプロ

ジェクトとして始まった。それは今日、地質学において

議論されている「人新世（Anthropocene）の大加速化 3」

時代の到来と軌を一にする。産業革命以降、人間の活動

は地球生態系の均衡を大きく変容する力を持つにいたっ

たが、石油および核エネルギーに依存するようになった

1950年代以降、その勢いは加速化し始めた。 

したがって、人新世の大加速化時代を「開発新世」と

呼ぶこともできる。国際開発体制は「一つの世界」とい

う想念の下で世界規模の経済開発を推進していった 4。

近代化を標榜する開発は、先進国・途上国を問わず、人

と物の関係を生命系から離床させ、市場経済の中に組み

込み直す社会デザインを推進していった。それは、人間

の労働や自然の商品化をもたらしただけでなく、地域を

捉える眼差しと未来像も変えていった。 

例えば、筆者の故郷が位置する周防灘沿岸島嶼部の開

発史を振り返ってみよう。江戸時代中期に北前船の海上

交易で栄えたこの地域は、1950年代頃まで沿岸で採れた

海藻や鰯を畑の肥料に用い、集落の裏山の木材をバイオ

マスに利用する循環型の生活が営まれていた。しかし

1960年代に政府が進めた全国総合開発計画によって、沿

岸部の埋め立てと工場立地が進められ、地域はかつての

里海としての豊かな意味と文化を失った。海は工業排水

の廃棄場となり、深刻な海洋汚染によって漁業は大打撃

を受けた。近代主義的な地域開発は、海から地域を捉え

る視点を後退させ、陸中心の論理によって地域をデザイ

ンし直してきた。 

1970年代半ばには高齢化と過疎化が始まり、かつて栄

えた周防灘の半島と島の集落は低開発地域と見なされる

ようになる。工業立地が困難な地形と風土の中で、筆者

の故郷に隣接する上関町には、1982年に原発建設計画が

持ち込まれた。それ以来、原発計画の是非をめぐって周

辺地域は分断されている。高齢化と過疎化が加速化する

中、持続可能な地域づくりのグランド・ビジョンの形成

が待たれるが、高度成長期の地域開発パラダイムに対す

る決定的なオルタナティブを構想できずに現在まで至っ

ている。 

今日、人新世の大加速化は地球規模の影響を引き起こ

すようになっている。経済のグローバル化の影響で、開

発がもたらす生態学的影響も、局所的な公害から地球温

暖化に伴う様々な負の影響（生物多様性の喪失、異常気

象の多発、海面上昇、食糧危機）まで多岐にわたるよう

になっている。周防灘沿岸島嶼部もその影響を免れず、

夏の平均気温の上昇、豪雨による土砂災害、台風の経路

変更による海水温の変化、温暖化による栽培可能な農作

物の変化などが起こっている。地球生態系のグローバル

な変動を無視して地域の未来を考えることは、もはや不

可能である。地域の自立も持続可能性も、高度成長期の

地域開発の論理とは別のパラダイムで考えなければなら

なくなっている。 



2. 市場経済のグローバル化と複合的危機 

 人新世言説の台頭は開発パラダイムに関する様々な哲

学史上の問題群を問い直す契機を与えている。その中の

最たるものは西洋近代啓蒙主義の時代に誕生した「際限

のない進歩」という観念である。 

仏哲学者セルジュ・ラトゥーシュが指摘するように、

ライプニッツの可能世界論を起源とするこの観念は、啓

蒙の時代から産業革命期に至る間に本来の神学的世界観

を離れ、物質主義的な意味を帯びるようになる。知識の

蓄積、技術の進歩、生産力の発展、自然の支配の増大は

良いことであり、前進することは改善であり、改善とは

物質的な改善、つまり物質的な所有の増大に他ならない

という考えが確立した 5。第二次世界大戦後の開発パラ

ダイムは、市場の「見えざる手」と利害の調和が可能世

界における最善世界を保証するという前提の下に、自然

を経済合理性に服させる社会デザインを世界化していっ

たのである 6。 

ラトゥーシュの視座は、経済人類学者カール・ポラン

ニーの市場社会論とも通底する。主著『大転換』でポラ

ンニーは、産業革命期の英国における「市場社会（market 

society）」の出現を、共同体的互酬性を基盤とする社会か

ら市場が「離床（disembedding）」する過程として描いて

いる 7。イタリアの経済学者マウロ・ボナイユーチが指

摘するように、この過程は社会の形態変化（trans-form）

を意味するものであり、複雑系科学で言うところの「創

発（emergence）」に等しい 8。つまり市場社会とは、市場

の自己調整機能を基礎に社会の再編が進むことにより、

自然界の物質系・生物系および人間の非市場的生活が商

品生産の論理に従って共進化する社会である 9。 

20世紀後半の「開発」の時代（開発新世）とは、経済

開発を通じて市場社会のグローバル化を推進した時代で

ある。筆者は別の論考 10で、市場社会のグローバル化の

力学を、新自由主義政策による「組織化された資本主義」

から「脱組織化された資本主義」への転換という点から

検討した。過去四十年にわたる新自由主義政策は経済・

金融活動の規制緩和を推進し、人・モノ（商品・資源）・

情報・マネーの国境を越えた移動を加速化させた。移動

のネットワークは世界各地の都市を中継点として拡大し

たが、同時に社会的・生態学的・疫学的・安全保障上の

リスクも地球規模に拡散するようになった。 

これら多次元的なリスクを統治する国際的な制度の構

築が望まれるものの、実際のところ国際社会はそれとは

真逆の方向に進んできた。先進産業社会の政治は民主主

義からポスト・デモクラシーへと後退し、巨大ビジネス

の利害関心に従うようになった。国連の持続可能な開発

政策は形骸化し、不平等は世界規模で拡大し、社会の分

断は深まり、地球環境破壊という人類共通の課題に対し

て集合行為を起こすことが国際的な水準でも一国の水準

でも困難となっている。 

亀裂が深まる社会の中で、居場所を失った民衆は、一

方では既成権力に対する不満を蓄積させ、他方では移民

や難民をスケープゴートにする排斥運動やヘイトスピー

チを展開していった。2010年代に入ると左右両派のポピ

ュリズム運動が世界各地で台頭した。特に右派ポピュリ

ズムが優勢な米国や英国では、排外主義的で自国中心主

義的な権威主義体制が誕生し、第二次世界大戦後の国際

協調の枠組みが大きく揺らいだ。新型コロナウイルス

（COVID-19）の世界的流行はこのような政治的混乱の

時期に発生した。 

COVID-19 のパンデミックは、開発新世における森林

破壊・都市化・移動のグローバル化が甚大な疫学的リス

クを蓄積するようになった現実を開示した。仏経済学者

バンジャマン・コリアが述べるように、人新世は気候変

動の時代であるだけでなく、「新型感染症のパンデミック

が繰り返される時代」であり、資源開発主義のグローバ

ル化と感染症発生の関係が問われる時代である 11。 

しかしそれだけではない。今回のパンデミックは、過

去 40 年の新自由主義政策の下で脆弱化した世界各国の

医療体制の問題を顕在化させ、各国政府の封じ込め政策

（ロックダウン）は、市場社会の中で元々脆弱化な状況

に置かれていた社会的弱者（不安定労働者、中小企業、

自営業、移民労働者、難民、人種的・民族的少数者、女

性）の生存を脅かしている。 

新自由主義政策は、市場の自己調整メカニズムが最善

世界を生むという信念の下で社会をデザインしてきたが、

いまやその信念自体が問いに付されている。人新世の大

加速化の帰結として現れたパンデミックは、気候変動が

もたらしうる複合的な危機と共に、「際限のない進歩」の

観念と市場社会の諸制度を見直す契機となっている。 

 

3．人新世言説が生み出す未来像━４つのシナリオを審問

する 

 実際に 21世紀に入ってから、人新世言説の台頭と共に

人類の未来像を巡る様々な議論が展開している。そのシ

ナリオは大別すると、（１）経済成長主義を維持するビジ

ネス・アズ・ユージュアル（business as usual=BAU）の視

座と（２）文明崩壊を不可避と捉える崩壊学

（collapsologie）の視座に分類できる 12。しかし、BAU

には様々なイデオロギー的・政策的立場があるため、本

節では BAU をさらに 3 つのタイプに分け、計 4 つのシ

ナリオを批判的に検討する。 

① BAU type 1（気候変動否認主義） 

 第 1のシナリオは、気候変動の事実を否認することで

既存の産業界の利権を擁護する立場である。ナオミ・ク

ラインの近著 13で詳細に報告されているように、米国の

新保守主義者（ネオコン）と産業ロビー団体は長年この

立場を貫いており、歴代共和党政権下で気候変動に関す

る取り組みを遅らせてきた。 

 否認主義の問題点は、気候危機の現実から目を背け、

その科学的根拠も否認する点である。米国のトランプ前



政権（2017-2020年）やブラジルのボルソナロ政権（2019-

現在）に顕著なように、この立場は反知性主義の強権政

治へと収斂し、自国中心主義的で環境破壊的な産業政策

を推進し、社会の分断を深めていく。 

② BAU type 2（技術革新による限界の超越） 

 第 2のシナリオは「加速主義」と呼ばれるものだが、

技術革新による気候変動の制御と惑星的限界の超越を目

指す立場である。代表的な思潮としては、1990年代の米

国に台頭したエクストロピー主義や、その発展形として

のトランス・ヒューマニズムがある。人工知能（AI）、

遺伝子組み換え技術、ナノテクノロジー、地球工学（ジ

オ・エンジニアリング）等の先端技術を融合させること

で産業社会の熱力学的な限界（エントロピー増大）を克

服し、人間の生物学的限界すらも超越することを構想し

ている 14。21世紀初頭に人新世を概念化した大気化学者

パウル・クルッツェンもまた、人新世を地球環境に対す

る人間の技術的支配力の到達点と捉え、地球工学による

気候管理を解決策として提案している 15。 

 このシナリオの問題点は、科学技術の進歩を過信して

いる点である。ボヌイユ＆フレソズが指摘するように、 

地球環境の人工的管理を主張するこの思潮は、世界各地

の草の根の環境運動の多様な取り組みを不可視化し、エ

リート科学者集団による技術官僚的なグローバル・ガバ

ナンスを正当化してしまう 16。人新世という概念自体が

この思潮の中から出てきている点は注視すべきである。 

③ BAU type 3（「緑の経済成長」による良き統治） 

 第 3のシナリオは、緑の経済（green economy）あるい

は緑の経済成長（green growth）の推進によるグローバル

なリスクの「良き統治」である。国連の持続可能な開発

（SD）やその発展形の持続可能な開発目標（SDGs）、さ

らには近年欧米諸国で議論が高まっているグリーン・ニ

ューディール政策がそうである。 

 既述した二つのシナリオと異なり、この第 3のシナリ

オにおいてはグローバルなリスクの管理という統治の視

点から国際的な公共政策の形成が視野に入っている。代

表的な事例を挙げると、温室効果ガス削減のための国際

的枠組み（京都議定書、パリ協定）、生物多様性条約、エ

ネルギーシフトの推進、グローバル公共財の管理（水資

源管理）などが推進されている。 

 しかし、この立場は曖昧さが残るし問題含みでもある。

なぜなら、既に多くの研究によって指摘されていること

だが、SD を巡る国連の議論では、地球生態系の保全を

重視する「強い持続可能性（strong sustainability）」よりも

経済成長の持続性を重視する「弱い持続可能性（weak 

sustainability）」の方が支配的である 17。持続可能性の三

つの柱に関する議論も、最初期の多様な知的潮流の議論

が後景に追いやられ、SD の名の下で経済成長を通じた

社会・環境問題の解決という考えが主流となっている 18。

国連の地球サミットは巨大企業の利権に左右されて形骸

化していき、SD は世界銀行の新自由主義的な構造調整

政策とカップリングし、自然の商品化を推進してきた 19。 

 ミレニアム開発目標（MDGs）に続いて導入された

SDGs は、グローバル・ガバナンスの新たな座標軸とし

て現在注目を浴びている。確かにSDGsが掲げる 17の目

標は、過去のオルタナティブな開発プログラム（人間開

発、社会開発、持続可能な開発、ジェンダーと開発）を

統合させる包摂的（インクルーシブ）な側面がある。し

かし、SDGs は外交文書としての性格が強く、現代世界

における不平等と地球環境破壊が開発新世において深刻

化したことに対する抜本的な考察に欠けている。 

SDGs はその目標の中で経済成長（第８番目）や技術

革新（第９番目）を提唱しているが、「際限のない進歩」

の観念と親和的である。ユネスコが刊行した最新の報告

書によると、世界の学術研究の流行は現在「緑の経済」

と「デジタル革命」の二本柱に収斂しており、SDGs に

も AI 技術を活用する「より賢い開発（ smarter 

development）」が期待されるという 20。BAU type 3は近

代主義的な開発パラダイムの延長にあり、グローバル・

ガバナンスのデザイン次第では、type 2の技術楽観論と

の区別は曖昧となる。 

④ 崩壊学 

 第 4のシナリオは崩壊学である。これは欧州（特にフ

ランス）の哲学界において近年台頭している思潮であり、

人類にとって文明崩壊は不可避であることを前提に、文

明崩壊後の生存の展望を描こうとする立場である 21。 

 このシナリオの問題点は主に二つある 22。第一に、崩

壊論者は現存する地球科学のデータを用いて立論するが、

科学的には「文明崩壊が起こりうる」という可能性

（possibility）の水準に留まる議論を、「文明崩壊が起こ

る」という確実性（certainty）の水準にすり替えて議論し

ている点である。彼らの語る未来は存在論次元で閉じて

おり、文明崩壊を回避するオルタナティブな可能性の模

索がその理論枠組みから排除されている。 

第二の問題は、崩壊論者の描く生存戦略が個人の倫理

や内面の転換に留まり、集合行為としての政治プロジェ

クトの構想に欠けている点である。持続可能な社会への

移行を目指す現在進行形のローカル・プロジェクト（エ

コ・ヴィレッジ、トランジション・タウンなど）の意味

を脱政治化し、個人のライフスタイルの問題に還元して

しまう傾向がある。 

 

これら４つのシナリオに共通するのは、その未来像が

単線的な時間軸を前提に展開している点である。BAUの

３つのシナリオは西洋近代啓蒙主義に由来する「際限の

ない進歩」の観念に基づいて未来像を描いており、崩壊

学のシナリオはその機械的な反転である。 

BAU においては現在の危機の構造的問題を先延ばし

するだけであり、崩壊学においてはオルタナティブな未

来構想を不可能にするだけだ。この隘路から抜けるため

には、「際限のない進歩」でもなく決定論的なに文明崩壊



論でもない未来像が必要であるが、それは未来学者ジャ

ック・セイスが述べるように、方法論的には「プロスペ

クティブ（prospective）」と呼ばれる多様な可能性を開く

アプローチを採用する必要がある 23。次節ではこの点に

ついて、脱成長を中心に考察する。 

 

4. 脱成長のシナリオ 

前節で検討した 4つシナリオとは異なり、人新世の大

加速化時代の後に多元的な未来の可能性を描こうとして

いるのが、脱成長（décroissance）である。 

フランスの代表的論者セルジュ・ラトゥーシュが述べ

るように、脱成長は経済成長の対義語でもなければ、マ

イナス成長のことでもない 24。脱成長の狙いは、資源を

過剰消費する先進産業社会に対して「限度の感覚」を導

入し、資源節約的でエコロジカルな脱消費社会への移行

を促すことにある。そうすることで、人類の生存に必要

な最低限の社会的・環境的な公平さを回復することを目

指している。 

「社会的・環境的な公平性、すなわち正義に関する最

低限の配慮は、この世界に人類が生存し続けるための条

件であり、現在の状況からいえば、緊急の課題である。

行き過ぎた現行の生産・消費様式と決別し、自己制御を

実践することは、現行の社会システムの自滅を避けるた

めにも必要なのだ 25」。 

グローバル・ジャスティスの実現のために先進産業社

会に対して自己制御（auto-limitation）の実践を提案する

点は、経済成長主義を維持する BAU の三つのシナリオ

の対極をなすアプローチである。また、脱成長が提案す

る自己制御とは、個人の倫理やライフスタイルの転換に

終始するものではなく、分配の不平等の是正や資源浪費

的な生産・消費様式の転換などの制度変革も含意する 26。

集合行為としての政治の次元を重視する点において、崩

壊学の脱政治化したアプローチとも一線を画す。 

では、脱成長が構想する社会変革はどのようなものだ

ろうか。以下ではその多次元的な変革シナリオを、①豊

かさのリ・デザイン、②ローカリゼーション、➂制度デ

ザインの三つに整理して紹介する。 

① 豊かさのリ・デザイン 

 概念の次元では、脱成長は豊かさの転換を促す。20世

紀の開発の時代において、社会の豊かさは専ら GDP の

規模で測定されていた。各国社会は GDP の量的成長を

競って経済開発を繰り返してきたが、その過程で生活の

質は低下し、地球環境への負荷は増大した。多くの先進

産業社会では、経済的豊かさに反比例して人々の幸福度

の低下が進むという逆説的現象が起こっている。 

 この隘路から抜け出すために、脱成長は「節度ある豊

かさ（abondance frugale）」の創出を提案する 27。ここで

いう節度とは、我慢を強いるという意味ではなく、社会

のバランスの回復を意味する。例えばコミュニティの社

会関係や自然との繋がりなど、人間生活における非経済

的価値を積極的に評価し、コモンズを豊かにすることで、

今よりも少ない消費で充足した生活を送ることができる

社会の在り方を指す。 

 特にラトゥーシュの著作では、西洋近代の言説空間に

おいて周縁化された思想文化を再訪し、それら多様な文

化の中かに節度ある豊かさの水脈を再発見することが試

みられている 28。 

② ローカリゼーション 

 実践的な次元では、ラトゥーシュは脱成長の社会変革

を八の再生プログラム（8R）の好循環として描いている。 

（１） 再評価（réévaluer） 

（２） 再概念化（reconceputaliser） 

（３） 再構造化（restructurer） 

（４） 再分配（redistribuer） 

（５） 再ローカル化（relocaliser） 

（６） 削減（réduire） 

（７） リサイクル（recyler） 

（８） 再利用（réutiliser）  

８R の中で最も重要なのは再ローカル化だ。脱成長は

生活基盤の再ローカル化を通じた社会変革を構想する。

なぜなら経済のグローバル化によって、人間の生活は地

球規模での市場関係に組み込まれており、自律性を取り

戻すためには、ローカルな生活基盤をグローバルな市場

経済とは別の論理で構築し直す必要があるからだ。 

ラトゥーシュの著作では、再ローカル化の理論はイヴ

ァン・イリイチの自律社会論とアルベルト・マニャーギ

の地域主義（territorialismo）の二つを軸に組み立てられ

ている。前者は自立共生的な道具によるローカルな生産

と消費の再編に、後者は生物流域を一単位とする都市と

農村のリ・デザインに着想を与えている。 

再ローカル化の主体は、協同組合や非営利組織など、

市民のアソシエーションによる社会連帯的な経済活動で

ある。過去数十年の間、これらオルタナティブな経済活

動（スローフード、地域補完通貨、市民発電所、トラン

ジション・タウン）は地域の価値とレジリエンスを高め

るコミュニティ経済づくりに貢献している。ラトゥーシ

ュは、これら多様なオルタナティブ経済活動が従来の地

域開発の繰り返しに陥るのではなく、脱成長パラダイム

の下で進化することが重要だと主張する 29。 

③ 脱成長の制度デザインへ 

 脱成長は、再ローカル化の実践を基調にしつつも、そ

れを支えるマクロな制度変革も重視している。例えばイ

タリアの経済学者ステファーノ・バルトリーニは、社会

関係資本とコモンズを豊かにする一連の公共政策（学校

教育改革、都市空間改革、働き方改革、広告規制、医療

制度改革）を提案している 30。また、スペイン・バルセ

ロナ自治大学の研究グループは、同市に代表される欧州

ミュニシパリズムの動きに呼応しながら、公共サービス

の再公営化、産業のエコロジー的転換、ケア労働のエン

パワメントを促す脱成長型グリーン・ニューディール政



策を提案している 31。さらに、脱成長運動の初期にはあ

まり重視されてこなかった国家の役割についても研究が

進められるようになってきている 32。近年の脱成長研究

ではこのような政策研究・制度構想が進んでおり、今後

はローカルな実践とマクロな制度変革を接合していく具

体的なシナリオについて議論が深まると考えられる。 

 

5. おわりに━━多元的な未来のデザインへ 

第二次世界大戦後の〈開発〉が推進してきた社会デザ

インは、人間同士の関係や人間と自然の関係を経済成長

の実現のために市場化し、道具化してきた。その結果、

未来破壊的な（defuturing）市場社会がグローバル化して

いった。反対に、脱成長は、未来破壊的な社会システム

とは異なる位相に自立した生活基盤を再構築し、未来の

存在可能性を担保する（futuring）社会をデザインしてい

くのである 33。 

脱成長は、人類全体が単一方向に進むと考える西洋中

心主義的な普遍主義を拒否し、文化の多様性の再生の中

にこそ地球環境問題の解決の道があると考える。つまり、

社会進化のメタ・ナラティブを単一方向（uni-verse）か

ら多方向（pluri-verse）へと転換することを目指している。

彼のこのような立場は、20世紀に活躍した海洋学者・映

像作家ジャック＝イヴ・クストーがかつて主張した「人

類の生存には生物多様性と文化の多様性が不可欠であ

る」という言明と共振するものである 34。 

 市場経済のグローバル化が進み、AI技術による社会の

デジタル化が普及する中、我々はともすれば人類の未来

は単一方向にしか進まないと考えがちである。また本稿

第 3節で検討したように、人新世言説と共に現れている

未来像は、様々な手段を通じて経済成長主義を模索する

か、決定論的な文明崩壊論を主張する傾向にある。これ

らの言説はすべて単線的な時間軸の上に人類の未来を描

こうとしており、前者は際限の無い進歩の思想の延長上

に、後者はその機械的な反転の上に議論を展開している。 

脱成長はこの趨勢と一線を画し、近代の言説空間の中

で忘却された多様な思想文化を再訪し、地球生態系と共

生する様々な道が存在することを示している。ラトゥー

シュは西欧中心主義的な普遍主義に代る展望として「多

元世界（pluriversalisme）」を掲げる 35。Pluriversalisme と

は、空間軸と時間軸で異なる含意をもつ造語だ。空間軸

で捉えるならば、plural universes（多元的な世界・宇宙）、

つまり複数の文化世界が共存する世界を指す。また時間

軸で捉えるならば、pluri-verse（多方向）、つまり未来が

複数存在することを指す。脱成長は、文化の溜めを多元

化していくアプローチである。そして文化の多様性を再

生した先には、人類の進化に多元的な未来が開かれる。

消費社会のグローバル化による世界の人工化を拒否し、

なおかつ終末論的な破局主義も回避する。脱成長が開く

未来は、地球生態系と共生する多様な自律自治

（autonomie）の文化が開花していく道である。 
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