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報告原稿 

社会発展の倫理学的基礎の再検討──新たなコスモポリスを目指して 

 

中野佳裕（国際基督教大学社会科学研究所） 

 

はじめに： 

本稿では、現代消費社会が直面する生態学的危機の視点から産業文明の構造的矛盾を検

討する。そして、消費社会の過剰発展状態がもたらす生存の危機を克服する倫理や社会実

践の展望を、フランスの脱成長論の議論を中心に考察する。第 1 節では、近年の地質学の

議論が要請する歴史哲学の再編について説明する。第 2 節では、今日の生態学的危機の観

点から、社会発展の倫理学的基礎の再検討を行う。第 3 節では、脱成長論において議論さ

れる、消費社会の構造的矛盾を克服する道について考察する。 

 

 

1 地球生命史から見た歴史哲学の再編 

近年、地質学ではアントロポセンという新語が流通している。この語は、ノーベル化学

賞受賞者ポール・クルッツェンと米国の生物学者にして地質学者であるユーゲン・ストロ

マーによって、2000 年頃から議論され始めた。アントロポセンは地質学上の時代区分で、

今から一万年前に始まった完新世（ホロセン）に続く時代のことである。人間の諸活動が

生物圏の再生産能力に影響を及ぼす時代という意味であり、人類史に位置づけるならば、

産業革命以降の時代にあたる。とはいえ、産業革命のどの時期がアントロポセンの始まり

にあたるかは、研究者の間でも未だ合意は形成されていない。生物経済学者ニコラス・ジ

ョージェスク＝レーゲンの著作をフランス語圏に紹介したジャック・グリンバルドによれ

ば、化石燃料依存の熱産業社会が加速度的な拡大成長路線を辿り始めた 1860 年代以降の時

代をアントロポセンの時代と見なすことが妥当である1。 

この地質学上の新たな時代認識は、今日、欧米の人文科学および社会科学において次第

に注目されつつある。アントロポロセンという語は、エネルギー経済学や地球生命史など、

地球環境問題を主題にする学問分野のみならず、ポストコロニアル研究のように、従来エ

コロジーや環境問題を主題としていなかった分野においても議論されている。 

アントロポセンがかくも広範な学術的議論の対象となっているのは、この語が近代西洋

文明の価値・原理を支えてきた歴史哲学の再編成を迫るからである。そもそも、ヘロドト

スの『歴史』以来、西洋文明では人類史と自然史を区別するのが通例である。歴史学の研

究対象は前者に限定され、その結果、歴史は人間の創出した政治社会体制や文化的営為の

 
1 Grinevald, Jaques. «Le concept d’Anthropocène, son contexte historique et scientifique 

», ENTROPIA, no.12, printemps 2012, p.25. グリンヴァルドは、同時期に刊行されたジ

ェヴォンズの『石炭問題』を象徴的な歴史資料として挙げている。 
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変遷の記録として描かれてきた。この歴史観は、近代においてデカルト哲学が心身二元論

を導入して以来、一層強化されるに至った。必然性にしたがう自然は正しく自然科学の対

象であり、人間の自由な精神（理性）活動の所産である人類史とは区別される。この二分

法は、一九世紀のヘーゲル歴史哲学から 20 世紀前半のシュペングラーやトインビーの著作

にいたるまで、頑なに維持されてきた。人間労働と自然の物質循環を基礎に経済社会の歴

史的展開を考察していたマルクス主義も例外ではない。例えばスターリンの『弁証法的・

史的唯物論』（1938 年）に見られるように、マルクス主義においても歴史と自然の関係は静

的であり、最終的に自然は人間解放の歴史物語における従属変数として位置付けられてい

る2。 

しかし、20 世紀後半にもなると、西洋文明特有のこの特殊な歴史観を見直す試みが哲学

者や科学者の間でなされるようになった。哲学の分野でその先鞭をつけたのはカール・ヤ

スパースである。ヤスパースは、1949 年に刊行した『歴史の起源と目標』において、産業

文明の発展・拡張にともなう自然資源搾取の増大に言及しながら、人類史を生物圏の動態

変化と無縁のものとみなすことはもはや不可能であると主張している3。同書でヤスパース

が指摘した地球資源問題とその哲学的含意は、数年後、マサチューセッツ工科大学の科学

者デニス・メドウズを中心に組織された研究チームの手によるローマクラブ報告書『成長

の限界』（1972 年）によって、科学的に実証されることになる。 

ローマクラブ報告書は、最先端のシステム理論を用いることで、人間の諸活動と生物圏

の間に起こる双方向的な因果関係──フィードバック・ループ効果──を明らかにした。

『成長の限界』の有名な議論は次の通りである。工業的経済の世界的な拡大成長にともな

い、人類は生物圏の再生産能力を超えるペースで地球資源を利用する。その結果、将来世

代の利用可能な資源は減少の一途をたどる。したがって有限の地球の上で無限の経済成長

を追求することは不可能であり、人類は、工業的生産に基づく社会体制の抜本的改革を構

想する必要がある。 

歴史哲学の観点から言えば、『成長の限界』は、人類史と地球生命史の分離が不可能であ

ることを科学的に実証したのみならず、両者の相関を理解するための理論的枠組みを提供

したと評価できる。同書が単なる科学的実証分析だけでなく、歴史哲学的な視座も有して

いることは、結論を読めば明らかである。「人間は変革しようと欲する世界を探求すると同

時に、人間自身──その目標と価値──について探求しなければならないということを述

べておきたい。[……] 問題の核心は、人類が生き残れるかどうかにとどまらず、無価値な

存在に堕することなしに生き抜くことができるかどうかということである4」。『成長の限界』

は、先述したヤスパース、そしてルイス・マンフォードやハンナ・アーレントの一連の著

 
2 Chakrabarty, Dipesh. «Le climat de l’Histoire», ENTROPIA, no.12, printemps 2012, 

p42. 
3 カール・ヤスパース著『歴史の起源と目標』理想社、1967 年。（原書は 1949 年） 
4 Ｄ・Ｈ・メドウズ／Ｄ・Ｌ・メドウズほか著『ローマ・クラブ「人類の危機」レポート 成

長の限界』、大来佐武郎・監訳、ダイヤモンド社、1972 年、一八六頁。 
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作と同種の哲学的・文明論的視座をわたしたちに提供している。 

ところが、『成長の限界』の内容は、その刊行直後から一部の科学者と経済学者から否定

的な評価を受けることになる。代表的な事例は、ウィリアム・ノードハウスと英国サッセ

クス大学研究グループが 1973 年にそれぞれ発表した批判論文である。両論文は『成長の限

界』の各論に対していくつかの懐疑的な指摘を行ったが、同書の基本仮説を論駁すること

はできなかった。しかしこれ以降、ローマクラブ報告書は、拡大成長型経済を支持する産

業団体や主流派経済学者、避妊を禁止するカトリック教会、生産力至上主義的な社会主義

体制を信じる西洋世界の左翼陣営などから批判を浴びることになる。そして1980年代には、

『成長の限界』のもつ哲学的・文明論的視座や科学的方法論の意義は次第に忘れられ、そ

の内容は数ある予見の一つとして矮小化されるにいたった5。 

しかし近年のピークオイルに関する調査が明らかにしているように、1972 年にメドウズ

らが行った研究結果は、現在の最新の研究結果と照合しても、数値的にはほとんど変わり

がない6。『経済成長の終焉』の著者リチャード・ハインバーグもまた、地球規模で進行する

資源枯渇や債務危機を分析しながら現行の経済成長モデルの維持不可能性を説明する中で、

ローマクラブ報告書の正しさを主張している7。わたしたちは今や、アントロポセンという

語が示唆する新しい歴史哲学を基礎に、産業文明の実態・価値・原理を評価し直す必要に

迫られている。 

では、具体的にどのような視座で産業文明を再検討すべきか。ポストコロニアル研究者

のチャクラバルティは、三つの新しい規準を提案している8。第一の規準は、自由の意味の

問い直しである。産業文明の地球規模での拡大は、産業革命を通した物質的生産力の向上

と市場経済の拡大成長が人間の自由の拡大に貢献したという歴史認識に支えられている。

この歴史観は、一方で科学技術（テクノロジー）による自然の統御を、他方では商品の私

的所有を通した諸個人の社会的地位と富の獲得の自由を肯定してきた。19 世紀ヨーロッパ

に確立した〈進歩〉（Progress）の思想は、基本的にはこの生産力至上主義的な自由の観念

に支えられている。つまり、科学とテクノロジーの前進には際限がなく、両者の経済領域

への応用は物質的生産力を永続的に向上させ、結果として将来世代の生存条件と私的所有

の自由を保障するにいたるという発展シナリオである。ところが、アントロポセンという

 
5 Ugo Bardi, ‘Cassandra’s curse: How “The Limits to Growth” was demonized’, The Oil 
Drum: Europe, March 9, 2008, http://europe.theoildrum.com/node/3551, 最終アクセス日

──2012 年 10 月 4 日。 
6 David Murphy, ‘Limits to Growth Model Worth Another Look’, The Oil Drum, April 25, 

2009, http://www.theoildrum.com/node/5330, 最終アクセス日──2012 年 10 月 4 日。 
7 Richard Heiberg, The End of Growth: Adapting to Our New Economic Reality, 

2011,Canada: New Society Publishers, Introduction. 
8 Chakrabarty, Dipesh. «Le climat de l’Histoire», op.cit. 以下の三つの規準は、同論文で

導入されている四つのテーゼの内の二～四番目を要約したものである。第一番目のテーゼ

は、人類史と自然史の区別の無効性を主張するものであり、本稿では、この段落の直前の

議論に相当する。 
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語が明らかにするのは、過去 200 年近くにわたる工業的経済の拡大成長が、人間社会の基

盤である生物圏の再生産システムに過剰な負荷をかけ、結果として将来世代の生存を危機

に晒しているという事実である。すなわち、産業文明の拡大発展を支える価値としての自

由に対する確信が揺らいでいるのである。わたしたちは、人類が享受する〝自由〟の意味

を、地球生命史の中で、そしてまた生産力至上主義とは異なる規準で、考察し直さなけれ

ばならない時代に突入している。 

第二の規準は、資本の歴史と生物種としての人類の歴史との間に対話を設けることであ

る。地球温暖化に代表される生態学的危機は、化石燃料依存の工業的生活様式の肥大化に

起因するところが大きい。近代産業文明の歴史は西洋資本主義の帝国主義的な拡大発展の

歴史と軌を一にしており、生態学的危機の最大の責任は、過去四百年にわたり近代世界シ

ステムの中心を占めてきた欧米先進諸国に課されるべきものである。しかし、明治維新以

後の日本、そして第二次世界大戦後の中国やインドのように、非西洋社会もまた、西洋型

の工業的生活に憧れて近代化の道を歩んできた。今や世界のほとんどの国が、日米欧に代

表される大量消費社会を目指して自国の経済開発を行っている。アントロポセンという地

質学上の時代認識の下で産業文明のグローバル化の歴史を検討するならば、資本主義の搾

取の構造──先進国による途上国の資源および労働力の搾取、富の不平等な蓄積──に加

え、生物種としての人類全体が地球生命史における深刻な種の絶滅──第六番目の種の絶

滅──に寄与する可能性も考察の対象にしなければならない。チャクラバルティによれば、

人類全体が直面するカタストロフを説明するには、「異なる専門研究分野との間に、そして

記録された歴史とより深遠な人類史との間に、対話を設けなければならない9」。 

第三の規準は、人間による歴史理解の限界である。地球温暖化に代表される生態学的危

機がもたらす影響は、人間の意思や行為の及ぶ範囲を超えて波及すると考えられる。人類

史を地球生命史の中で検討することは、歴史の全体像を人知で把握することが不可能であ

ることを示唆する。なぜなら生物圏の変化は人間の経験世界を超えているからだ。アント

ロポセンの時代においてはヘーゲル的な歴史哲学は通用せず、わたしたちはむしろ、歴史

を把握する能力の限界を模索することになる10。 

 

2 〈節度〉の倫理の再構築の要請 

以上で指摘されたように、アントロポセンという時代認識は歴史哲学の構成文法の転換

を要請する。歴史哲学の構成文法が変わるとは、歴史の記述方法の変容のみを意味するの

ではない。社会の目標や理念、人類の持続的な生存を可能にする生活様式の内容、ならび

に人間の行動規範（倫理）もまた、新たな歴史認識の下で再構築を余儀なくされる。 

今日地球規模で拡大した消費社会は、地球資源の枯渇や科学技術（テクノロジー）が生

み出すサイド・エフェクトなど、生物圏の再生産能力に多大な負荷をかけている。したが

 
9 Ibid., p.48. 
10 Ibid., pp.48-49. 
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って現行の消費社会を構成する生産・消費様式を、生態学的に持続可能な内容へと転換す

る必要性がある。このような問題意識は、地球生命史、比較文明論、エネルギー経済学、

グローバル・ジャスティス理論など様々な分野から提出されている11。これら様々な声に共

通する見解は二点ある。一点目は、現行の消費社会は生物圏の再生産能力の観点から見る

と「過剰発展」（over-development）、すなわち「行き過ぎ」の状態であること。二点目は、

過剰発展が引き起こす問題を克服するために、消費社会に〈節度〉の倫理を導入しなけれ

ばならないということである。 

では、現代消費社会の過剰はどの程度なのか。見田宗介が指摘するように、消費社会が

「環境の臨界」に直面したのは、水俣病に代表される一連の公害事件が社会問題化した 1960

年代、ならびに地球環境問題（資源枯渇、温暖化）が顕在化し始めた 1970 年代頃である12。

この間に人類の環境負荷がどれほど増加したかを、エコロジカル・フットプリントを参照

しながら検討してみる。 

ワールドウォッチ研究所の『地球白書 2010 年版』によれば、人類のエコロジカル・フッ

トプリントが生物圏の再生産能力（biocapacity）を超えたのは 1980 年代後半である。そし

て最新の 2005 年の時点で人類全体のエコロジカル・フットプリントは生物圏の再生産能力

の 1.3 倍にまで達している13。エコロジカル・フットプリントの上昇は先進諸国の経済活動

に起因するところが大きい。ニュー・エコノミクス・ファウンデーションが作成したハッ

ピー・プラネット・インデックス 2009 年版によれば、OECD 諸国のエコロジカル・フット

プリントの平均は 1960 年から 1970 年の 10 年間に 60％上昇し、以後その水準を維持し続

けている14。最新の 2005 年の米国のエコロジカル・フットプリントは 9.6、日本とフラン

スは 4.8 である15。生物圏の再生産能力を維持するためには当時の水準（世界人口 65 億人

を想定）で各国社会はエコロジカル・フットプリントを 2.1 以下に抑える必要があるので、

米国は生物圏の再生産能力の四倍以上、日本とフランスは二倍以上の環境負荷を地球にか

けている。他方で、アフリカ諸国の多くのエコロジカル・フットプリントは 1 以下であり、

 

11 近年の代表的な文献としては下記がある。広井良典著『グローバル定常型社会』岩波書

店、2008 年。ドネラ・Ｈ・メドウズ、デニス・Ｌ・メドウズ、ヨルゲン・ランダーズ著『成

長の限界 人類の選択』枝廣淳子・訳、ダイヤモンド社、2005 年。Tim Jackson, Prosperity 

without Growth: Economics for a Finite Planet, London: Routledge, 2009. Susan George, 

Whose Crisis, Whose Future, Cambridge: Polity, 2010. World Watch Institute, State of 

the World 2010: Transforming Culture, World Watch Institute, 2010. Richard Heinberg, 

The End of Growth: Adapting to Our New Economic Reality, Canada: New Society 

Publishers, 2011. 

12 見田宗介著『現代社会の理論』岩波新書、1996 年。 
13 State of the World 2010, op.cit., p.5. 
14 New Economics Foundation, Happy Planet Index 2009, www.nef.org. 
15 Ibid. 
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ラテンアメリカ諸国は 1～2 の間である16。それだけ今日の地球環境問題は、先進国の大量

生産・大量消費・大量廃棄の生活様式が引き起こす生態学的負荷の寄与するところが大き

いといえる。 

したがって先進諸国は、過剰なエコロジカル・フットプリントを維持可能な水準にまで

削減することを社会発展の政策課題のひとつに掲げる必要がある。そのためには、化石燃

料に依存した生産力至上主義的な経済システムを生態学的に持続可能な内容に漸次的に転

換していく必要がある。それだけではない。1970 年代以降に急速に拡大した多国籍企業の

市場独占や投機的金融経済によって、先進諸国では、途上国社会と同様に、地場産業の崩

壊、所得格差の上昇、失業率（とくに若年層）の上昇など、地域社会の生存基盤の脆弱化

が起こっている。また、先進国の食生活に焦点を当ててみても、工業的農業の発達により

化学物質に汚染された食品が市場に出回り、ひとつ前の世代よりも現在世代、そして将来

世代の健康が悪化するという事態が科学的にも証明されている17。19世紀の産業革命以来、

物質的生産力の向上が将来世代の生存を保障するという〈進歩〉の思想に基づいて産業文

明が発達してきたが、その先頭に立っていた先進国では、進歩の思想への確信（confidence）

が崩れる様々な現象が起こっている。ここで思い出されるべきは、クロード・レヴィ＝ス

トロースは次の言葉である。 

 

社会が維持され存続するのは、世代から世代へとその原理とか価値とかを伝えていく能

力をその社会が持っているからです。何も伝えることができなくなったとき、あるいは

何を伝えるべきか判らなくなって、来るべき次の世代を頼りにするようになったとき、

その社会は病んでいると言っていいでしょう18 

 

社会の目標・価値に対する確信が失われたとき、その社会は維持不可能となる。食品汚

染、エネルギー危機、原発事故など、現代消費社会が直面している問題はわたしたちに社

会の目標・価値・原理の再検討を迫っている。社会発展の倫理学的基礎の建て直しが必要

である。 

 

3 先進国の脱成長の必要性と可能性 

近年フランスの思想家セルジュ・ラトゥーシュらを中心に提唱されている先進諸国の脱

成長（décroissance）の必要性は、以上で述べた問題関心から現れている19。フランス語の

 
16 Ibid., p.25. 
17 映画『未来の食卓』ジャン＝ポール・ジョー監督、フランス、2007 年、を参照のこと。 
18 クロード・レヴィ＝ストロース『遠近の回想〈増補新版〉』竹内信夫訳、みすず書房、二

〇〇八年、二八六頁。 
19 ラトゥーシュの脱成長論の背景については、拙著「セルジュ・ラトゥーシュの思想圏に

ついて」（セルジュ・ラトゥーシュ著『経済成長なき社会発展は可能か？』作品社、2010

年、所収）、および「ポスト開発思想の倫理 経済パラダイムの全体性批判による南北問題
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décroissance の原義は「縮小」「減少」である。この第一義的な意味から、ラトゥーシュら

は、現代消費社会のもたらす生態学的負荷を削減することを脱成長の基本テーマの一つと

している。大量生産・大量消費・大量廃棄の生活様式を、より少なく生産し、より少なく

消費する生活様式へ、つまり節度のある生活様式へと転換することを提唱している。しか

しそのためには、際限なき経済成長を中心価値とする消費社会の原理自体を変えなければ

ならない。ラトゥーシュが一種の言葉遊びも込めて、「信ずることを止める」という意味で

ある decroyanceを、décroissanceの根本的な意味として使用しているのはこのためである。

際限なき経済成長を信じる心、つまり生産力至上主義のパラダイムから自由になり、新た

な価値・原理に基づく社会の構築を提案するのが décroissance である。この根本的な意味

において、décroissance は〈脱経済成長パラダイム〉（＝脱成長）の社会を構築する社会運

動理論として捉えられる。 

脱成長の核には節度の倫理の再生がある。ラトゥーシュは節度の倫理を、イヴァン・

イリイチやコルネリュウス・カストリアディスが提唱する内発的自己抑制（self-limitation）

を実践する能力として理解している20。内発的自己抑制とは、消費社会に暮らす民衆が、自

らの手で、自らの依拠する生活様式の過剰に抑制をかけて、持続可能な社会構造へと転換

する能力のことを指す。換言すれば、内発的自己抑制は、消費社会の権能の民主的統御と、

その土台である科学・技術・経済の体系の民主的転換の二重の実践を意味する21。カストリ

アディスが言うように、「われわれは、われわれの内にある傲慢さ（hubris）を非難し、内

発的自己抑制と慎重さに基づくエトスを採用しなければならない22」。 

脱成長は、従来の生産力至上主義的な社会発展理論とは一線を画し、地域社会の多様な

生存条件を成熟させる道（ローカリゼーション）を提案している。その柱となる規範原理

は三つある。 

第一の規範は、地域社会の政治的自律性の確立である。住民参加型の地域づくりを草の

根レベルで一般化することで、各地域社会で営まれる生産・消費活動を民主的に管理する

ことを目指している。このことが含意するのは、産業社会における地方政治、あるいは「政

治」一般のパラダイム転換である。生産力至上主義的な産業社会では、往々にして、経済

成長の効率的達成のための道具として政治が捉えられてきた。地方政治も国民政治も、経

済の安定成長や近代的な産業の育成の促進に寄与することを目指していた。しかし脱成長

論は、政治を経済の論理に従わせることを拒否する。なぜなら、人間の生活は市場経済や

 

の再検討」『国際開発研究』第 19 巻、第 2 号、47－59 頁、を参照されたい。 
20 Serge Latouche, Sortir de la société de consommation, Paris : Les liens qui libèrent, 

2010. 
21 社会思想史の視点から評価するならば、民主的統御は『人間の条件』（1958 年）におけ

るハンナ・アーレントの問題関心と、科学・技術・経済の体系の転換と節度の倫理の融合

は、『スモール・イズ・ビューティフル』（1973 年）におけるＥ．Ｆ．シューマッハーの問

題関心と通底する。 
22 Cornelius Castoriadis, Quelle démocratie?, Figure du pensable : Carrefours de labyrinthe VI, 

Paris : Seuil, 1999, p.217. 
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工業だけでなく、生態系の再生産能力や地域の歴史文化の織り成す意味の世界にも依存す

るからだ。したがって脱成長論は、人間の生活圏の基層にある生態系や歴史文化を守り、

地域社会の持続可能な再生産能力を引き出す集合的な企図（プロジェ）として政治を定義

しなおす。参加型民主主義の成熟を地域社会成熟の中心価値とするこの考え方は、近年、

世界中で試みられている「新しい自治体主義23」(neo-municipalisme)の考え方に共鳴する。 

第二の規範は、共同的な社会倫理の確立である。地域社会を市場経済の論理に委ねるの

ではなく、市場経済を媒介しない住民同士の助け合いを深めるなど、共生的な社会関係を

豊かにすることを重視する。また、市場経済以外の領域における差別や排除の克服も重要

である。民主主義の原則に基づくならば、現在および将来のすべての成員の生存条件の保

障を考慮しながら地域社会成熟の道を議論する必要がある。この観点から、「公正さ」「分

かち合い」「差異の承認」など、社会正義の感覚を養うことが脱成長の規範となる24。 

第三の規範は、生態系の持続可能性の向上である。自然を工業的生産の資源として見な

すのではなく、将来世代の生存に不可欠な地域の共有財産として捉える。この観点から、

自然環境への負荷を削減する地域づくりや社会生活が奨励される。大量生産・大量消費・

大量廃棄の生活様式から、より少なく生産し、より少なく消費し、資源を再利用する循環

型の生活様式への転換が一つの指標となる。そのためには、地域社会の自然環境を豊かに

するための社会的責任を生産者（企業など）と消費者の双方で養うことが重要となる。 

要約すると、脱成長論は、政治・社会関係・生態系の三つの次元において、社会のレジ

リエンスを高めることを提案しているのである。レジリエンスとは生態学用語で、「あるエ

コ・システムに内在する相互作用のネットワークが永続する能力」、より一般化すれば「あ

るシステムが混乱／障害を吸収し、システムのもつ機能、構造、アイデンティティ、フィ

ードバック効果を根底で保持しながらも自らを再編成する能力」を意味する25。レジリエン

スという語は近年、社会科学においても使用されており、例えば地震や台風などの災害を

受けた地域が自らの地域社会の生存基盤を構築し直す潜在能力、すなわち地域の底力・復

元力を意味する言葉として使用されることがある26。 

ラトゥーシュは、従来の産業社会が生産力の効率性の追求を至上命題としてきたが、そ

 
23 Giovannni Allegretti, ‘Une refondation politique et culturelle’, Le Monde 
diplomatique, Octobre 2011, Supplément Aubagne, p.1. 脱成長論の提唱するローカリゼ

ーションは、1990 年代以降に世界各地で試みられている住民参加型の地方自治の様々な事

例を理論的に省察した結果として生まれている。その意味で、脱成長論は、参加型民主主

義や連帯経済の様々な議論の中で比較検証されるべきである。 
24 Serge Latouche, ‘A bas le développement durable: Vive la décroissance conviviale’  in 

François Partant, Que la crise s’aggrave, Paris: Parangon, 2002. 
25 セルジュ・ラトゥーシュ著『経済成長なき社会発展は可能か？ 〈脱成長〉と〈ポスト

開発〉の経済学』中野佳裕訳、作品社、2010 年、16 ページ。 

26 Andrew Zolli and Healy, Ann Marie. Resilience: Why Things Bounce Back, New York: 

Free Press, 2012. レジリエンスの入門書である本書では、ハイチ地震やハリケーン・カト

リーナの事例を基に、被災地の災害復旧能力をレジリエンスの観点から説明している。 
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れは機能の単一化を生み出し、地域社会のレジリエンスを脆弱化させる傾向にあると指摘

している。 

 

まず、効率性は規模の経済を利するための集権化を含意するが、これは機能の単一

化と極端な分化によってシステムが脆弱化するというリスクをともなう27。 

 

これに対して、レジリエンスを高めるためには地域社会に複数の機能を導入することが

重要である。 

 

他方で変化に適応する能力としてのレジリエンスは、規模の小型化と機能の多元性

を想定する。したがって（自然あるいは人間の）生態系のレジリエンスが多様であ

るという事実はなんらかの「空間の分割」を前提とするのである28。 

 

2006 年頃にアイルランドや英国で始まったトランジション・タウン運動の事例に言及しな

がら、ラトゥーシュはレジリエンスの高い地域社会を次のように素描する。 

 

例えば都市の大規模密集地域が石油の終焉や温暖化等々の予見しうるあらゆる惨

事と闘うためにはどのようにすればよいだろうか。生態学的な経験によれば、分化

〔機能の一極集中化〕はある特定の領域でのパフォーマンスを増大させるが同時に

全体のレジリエンスを脆弱にする。反対に多様性は抵抗と適応能力を強化する。菜

園、多毛作、そして近隣コミュニティや小規模の職人団体による農業を再導入し、

再生可能なエネルギー資源を増やすことで、レジリエンスは強化される29。 

 

イリイチが述べるように、近代産業文明は「根源的独占」（radical monopoly）と呼ばれる

構造的暴力の上に立脚している30。根源的独占とは、近代の市場経済に一度呑み込まれたら、

希少性、効用最大化などの近代経済学の諸原理を離れて行動できなくなる状態に陥ること

である。産業文明は、住民の生存の基礎条件として存在する地域固有の生態系や歴史文化

の織り成す重層的な意味の世界を社会発展の中心テーマに置くことはなかった。地域を工

業化・市場化し、経済的富の産出の増大を目指すことを地域の発展と見なしていたのであ

る。仕事・生産・消費など、人間の生存と社会の再生産に必要な諸々の活動も、生産力至

上主義的な産業機構の原理を中心に組織され、その結果、地域が経済中心の論理に巻き込

まれた。そして、伝統的な農業・漁業が地域の風土と生存条件の再生産に貢献してきた役

 
27 ラトゥーシュ『経済成長なき社会発展は可能か？』前掲書、16 ページ。 
28 前掲書、16 ページ。 
29 前掲書、16～17 ページ。 
30 Ivan Illich, Energie et équité, dans Oeuvres Complètes Vol. 1, Paris, Fayard, 2004. 
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割が忘却され、地方政治の大企業開発マネーへの従属が起こり、市民的美徳を養う政治空

間構築のための「開かれた学び」や熟議の機会が失われ、公害その他の環境破壊による生

活圏の侵害が起こった。 

ラトゥーシュが脱成長の名の下で構想するレジリエンスの高い地域社会とは、産業文明

がもたらした根源的独占がもたらす生存の危機を克服する社会である。それは地域の生物

文化多様性（biological and cultural diversity）に根差した地域社会である。この視座の下では、

生命系の物質循環に経済を埋め込み直し、生命系の持続的な再生産を保障する社会的責任

が、民主主義政治の原理の一つとなる。 

脱成長のこのような問題関心は、19 世紀フランスにおいて生成した社会主義の原理を、

エコロジカルな民主主義社会の形成へと発展させることに貢献することになる。フランス

では 19 世紀以来、産業社会の引き起こす失業・格差・排除の問題の是正に取り組む政治理

論が形成されてきた。代表的なものは 19 世紀の社会主義と連帯主義である。社会主義は、

協同組合やアソシアシオンなどの中間組織の活動を通して地域社会の自主管理を行う、多

元主義的政治体制である31。社会主義からは「連帯」「相互扶助」などの理念が生まれ、19

世紀末には共和国的連帯主義の誕生へと導いた。共和国的連帯主義は、各地域に存在する

多様な中間組織の活動の保証と支援を促進する媒介役として国家の役割を強調する。その

国家モデルは連帯国家と呼ばれている32。連帯国家は 20 世紀フランス福祉国家へと引き継

がれ、今日その理念は、連帯経済に代表される経済民主化運動によって発展させられてい

る33。 

脱成長論は、フランス社会主義と連帯主義が発達させた自主管理と多元主義の理念を尊

重しつつも、その国民経済政策とは距離を置く。なぜなら両者は共に拡大成長型経済をそ

の福祉政策の基礎に置くからだ。今日の生態学的危機を考慮した場合、従来の政治経済モ

デルのエコロジカルな転換こそが必要である。脱成長の企図は、フランス社会主義の伝統

において培われた「多元主義」「自主管理」「連帯」の理念と実践を、エコロジー思想の理

論的枠組みから再構築しようとする。脱成長は、生産力至上主義的な福祉国家パラダイム

を超えた、エコロジカルな民主主義社会を構想する。 

 

 

おわりに： 

本稿は、今日の経済危機の要因を、現代消費社会の過剰発展が引き起こす生態学的危機

の視点から考察してみた。そして消費社会の過剰を克服する社会理論として、フランスを

中心に展開している脱成長論を取り上げ、その可能性を論じてみた。 

 
31 Philipp Chanial, Justice, don et association : la délicate essence de la démocratie, 

Paris : La Découverte, 2001, Chs.6-8. 
32 Ibid., pp.328-347. 
33 Jean-Louis Laville, eds. L’économie solidaire: une perspective internationale, Paris: 

Hachette Littèrature, 2007. 
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文明史的な視点から見れば、脱成長は、近代西洋文明の基礎にある自然界の秩序観（コ

スモス）と人間世界の秩序観（ポリス）の転換を目指していると言える。科学史家のステ

ィーブン・トゥールミンの研究が明らかにするように、近代文明は 17世紀ヨーロッパの科

学革命によって確立された幾何学的理性に依拠している34。デカルト哲学が導入した機械論

的自然観に基づいて自然を把捉し、人間による自然の統御を正当化する自然支配の思想の

上に近代西洋文明は発達した。18 世紀になると効率性を重視する価値観が台頭し、物質的

生産力の向上のために自然資源を利用する産業文明が機械技術の発達と共に拡大成長して

いった35。生産力至上主義的な産業文明は、化石燃料の本格的な使用が開始した 1860 年代

から現在に至る間に、生物圏の再生産能力に負荷を与え、人類の生存基盤を脅かすに至っ

ている。 

今日人類が経験する生態学的危機の解決は、過去四百年間にヨーロッパから世界中に拡

大した産業文明の基礎にある特殊なコスモポリス（自然界の秩序観と人間界の秩序観の組

み合わせ）の転換を要求する。脱成長は、エコロジーが開拓する新しい科学的知見と技術

（例えば、パーマカルチャー、エコロジー経済学、エコロジカルな建築デザイン、エコロ

ジカルな都市設計）、先住民族の神話に内在する時間概念・死生観・倫理などを参照しなが

ら、持続可能な文明の基礎となる新たなコスモポリスの発明にも貢献すると考えられる。 

 

 
34 Stephen Toulmin, Cosmopolis: The Hidden Agenda of Modernity, Chicago: The 

University of Chicago Press, 1989. 
35 モーリス・バーマン著『デカルトからベイトソンへ 世界の再魔術化』柴田元幸・訳、

国文社、1989 年。 


