
１．はじめに

本稿では、ポスト開発思想の倫理の基本テーマ
について検証する。ポスト開発（post-development／
l’apre`s-développement）という思想は、第二次
世界大戦後の国際開発体制を支配する近代主義の
批判として１９７０年代初頭より出現し、欧米の開
発研究では１９８０年代半ばより積極的な議論の対
象となった。１９９０年代に入り、The Development

Dictionary（Sachs ed.１９９２）、The Post-development

Reader（Rahnema with Bawtree eds.１９９７）といっ
た編著書や、La Planète des naufragés: essai sur

l’après-développement（Latouche １９９１）、Encoun-

tering Development: Making and Unmaking the

Third World（Escobar １９９５）、Le Développement:

Histoire d’une croyance occidentale（Rist１９９６）と
いった「ポスト開発」を主題とする著作が継続し
て刊行されて以来、同思想は国際的な開発研究の
舞台で無視できない研究分野として確立された。
今日ポスト開発思想研究は、開発社会学・人類
学・国際政治経済学分野において、批判者と支持
者の双方を含める形で進められている。
ポスト開発思想の議論は次のように要約され

る。同思想は、近代西洋文明において発生した
「開発・発展」パラダイムが西洋中心主義的な歴
史観および社会発展観に依拠しており、非西洋社
会を近代化の軌道に乗せようとする権力装置とし
て開発プロジェクトが機能することを問題視す
る。「開発・発展」の名の下で資本蓄積が豊かさ
の指標となり、無限の経済成長を達成するための
制度として、国民国家と資本主義市場経済が非西
洋社会に導入される。ポスト開発論者によれば、
このように開発・発展パラダイムに基づいて世界

を構造化することは、非西洋社会の民衆の自律性
を否定し、近代産業社会の生活様式を模倣し続け
なければ生存を望めないような〈文化喪失現象〉
（déculturation）（Latouche１９８６: Ch.６）に人々
を貶めることを意味する。このような〈世界の西
洋化〉（Latouche１９８９）あるいは〈世界の均質化〉
（Mies and Shiva１９９４, p.１１）に対抗して、ポス
ト開発論者は、近代的な歴史観（進歩概念）と豊
かさの概念（資本蓄積）に依拠しない新たな社会
発展の道を模索する。途上国の民衆が自らの文化
の自律性を再生し、近代国家と資本主義制度に依
存せずに社会の再生産と統治を行うことが可能に
なる時代を「ポスト開発の時代」と呼び、そのよ
うな社会の実現に向けて、南北関係の構造転換や
ローカルな次元での社会運動の再編成をポスト開
発論者は構想する（Escobar １９９５, ２００９; Esteva
and Prakash１９９８; Latouche２００６; Shiva２００５）。
以上の記述からわかるように、ポスト開発思想

は、現行の国際開発体制とその政策動向が依拠す
る価値体系を問い直す規範理論の性格を有し、こ
の点において国際開発体制に新たな倫理的基礎を
与えるものであると言える。ところが開発倫理学
の主流の研究動向（Crocker ２００８; Gasper ２００４;
Pogge and Horton eds. ２００８）においては、援助
の倫理（Garret Hardin, Peter Singer）、カント
派のグローバル・ジャスティス論（Onora O’Neil,
Thomas Pogge）、ケーパビリティ・アプローチ
（Martha Nussbaum, Amartya Sen）に関する研
究が中心となっており、ポスト開発思想の倫理に
ついて議論する余地は未だ充分に設けられていな
い。
開発倫理研究においてポスト開発思想に関する

研究が未発達である理由としては、次の三つが考
えられる。第一に、近代主義的な開発政治に対抗
する形でポスト開発論者の多くが文化の多様性を
擁護している事実から、ポスト開発思想を文化相
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対主義／文化本質主義の思想であると評価し、そ
れ以降詳細な研究が行われない傾向が欧米の開発
学において看取される（Corbridge １９９８, p. １４５;
Kiely１９９９, pp.４１―４４; Nanda１９９９, p. １０）。その
結果、ポスト開発の倫理について特に重要な論者
（ラトゥーシュなど）の思想のテーマを個別に検
証する作業が行われてこなかった。
第二に、開発・発展パラダイムと現行の国際開

発体制を批判するポスト開発論者に対して、「建
設的なプログラムが存在しない」（Nederveen
Pieterse２０００, p.１８８）あるいは「支配的な開発・
発展パラダイムを変革するオルタナティブを提示
することに失敗している」（Hettne ２００９, p. １６）
という批判がなされており、ポスト開発思想の倫
理について学問的な検証を行う土壌が整備されて
こなかった。
第三に、ポスト開発思想の倫理が既存の開発倫

理学の枠組みでは把捉され難いという事実が挙げ
られる。従来の開発倫理学が、既存の開発体制の
制度的・構造的条件を所与とした上での開発アク
ターの当為（Sollen）を考察する応用倫理学の性
格を有するのに対して、ポスト開発思想は、世界
認識の枠組み（パラダイム）、ならびに自己と他
者との間の関係性という、認識論および存在論の
次元で倫理を構想している。ポスト開発思想の土
台となる社会思想や倫理思想が開発研究において
充分に議論されていないことから、ポスト開発思
想の倫理についての研究も遅れをみせている。
本稿では、上述の第三の問題点に着目し、ポス

ト開発思想の倫理の基本テーマを、フランスの経
済哲学者セルジュ・ラトゥーシュの著作を中心に
検証する。ポスト開発思想は、途上国の思想家の
著作（Escobar １９９５, ２００９; Esteva and Prakash
１９９８; Shiva ２００５）と先進国の思想家（Partant
１９８８; Rist１９９６; Sachs１９９９）のものとに大別され
る。前者が、途上国における戦後の開発政策の言
説と権力の作用を、現地でのフィールドワークや
反開発・反グローバリズムの社会運動の分析を通
じて批判するのに対し、後者は、国際開発体制の
中で先進国の消費社会システムが途上国に与える
政治的・経済的・文化的影響の分析や、消費社会
を形成するに至った西洋近代の政治経済学の認識
枠組みと価値体系の批判的検証を行なっている。
ラトゥーシュの著作は、世界の様々なポスト開

発思想の中でも後者の潮流の中に位置付けられ、
とりわけフランスの開発研究においては、ポスト

開発思想の先駆者であり、南北問題に倫理学の視
座を導入した研究者として評価されている（Clerc
２００６, p. ２３）。国際開発の倫理的問題に関する彼
の考察は既に１９８０年代半ばから始まっており、
開発・発展パラダイムの文明論的批判（Latouche
１９８６、１９８９）から最新の〈脱成長〉（décroissance）
論（Latouche ２００６）に至るまで建設的な発展を
みせている。その倫理学は、アリストテレス、イ
ヴァン・イリイチ、ハンナ・アーレント、エマ
ニュエル・レヴィナスに代表される多元論の哲学
を独自に吸収した結果生まれたものであり、西洋
近代の啓蒙思想に観られる普遍主義とその反動と
して生じた絶対的な相対主義の何れにも還元され
ない、「複数普遍主義（pluriversalisme）」を標榜
している（Latouche２００１, pp.６０―６２）。
また、ラトゥーシュの著作は、ハイデッガー、

イリイチ、アンドレ・ゴルツ、ジャック・エ
リュール、コルネリュウス・カストリアディスな
ど、２０世紀後半において西洋形而上学と近代産
業社会の批判を展開した数々の思想を架橋し、開
発問題を政策科学としてではなく、実存の可能性
に関する問題として捉え直すことに貢献している
（Nakano ２００９、pp. ３７―３８）。ラトゥーシュのポ
スト開発思想は、経済思想・政治思想・技術思
想・環境思想における様々な問題関心の中で今日
の開発問題を検証するための思想的土台を提供す
るものであり、開発研究と現代思想を架橋するこ
とに重要な貢献を果たしている。
英語圏のポスト開発思想に関する議論が、同思

想を開発研究における社会科学方法論の一類型と
して捉え、同思想に内在する哲学・倫理学の側面
を充分に議論することがなかったこととは対照的
に、フランス語圏のポスト開発に関する議論は、
最初期から近代経済パラダイムの限界と国際開発
体制の倫理的限界に示唆を与える思想として議論
されてきた。したがって、ラトゥーシュの思想を
検証することで、ポスト開発思想を倫理学の視点
から再評価し、上述の第一と第二の問題点につい
て今後取り組んで行くための素地を提供すること
ができると言える。
第二節では、ラトゥーシュの著作における近代

経済パラダイム批判の含意を、エマニュエル・レ
ヴィナスの倫理学を援用しながら明らかにする。
第三節では、ラトゥーシュの主著を分析し、同氏
が開発・発展パラダイムの外部に存在する別なる
可能性―レヴィナスの言うところの〈他者〉―を
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通じて、南北関係の権力構造をどのように転換し
ようとしているかを検証する。第四節では、前節
までの分析を踏まえて、ポスト開発思想の倫理が
開発倫理研究に与える貢献について議論し、結論
（第五節）に代える。

２．セルジュ・ラトゥーシュのポスト開発
思想―経済パラダイムの全体性批判と
して―

� 科学認識論プロジェクトとしての開発批判

ラトゥーシュのポスト開発思想は、自らが〈科
学認識論プロジェクト〉（le projet épistémolo-
gique）と名付ける独自の理論的土壌の上に成立
している。Epistémologie et économie（１９７３年）
においてラトゥーシュは、マルクスの経済学批判
を構造人類学とフロイド精神分析学によって補完
することで、近代政治経済学の歴史的生成過程と
その意味体系を批判的に検証することを試みる。

政治経済学を批判するとは、単にある特定の活動
に関する理論を批判したり、革命的闘争を通じて
この現実を具体的に攻撃したりすることのみを意
味するのではない。それは理論レベルで経済的現
実を批判することでもある。経済生活とは何か。
経済行為とは何か。マルクスが『資本論』以上に
その全著作において素描したこれらの問いは、経、、
済の意味に関する問題提起である。この問題によ
りよい形で取り組み応答するためには、民俗学、
精神分析学、動物社会学、児童心理学などの隣接
する学問分野に依拠しなければならない。現代経
済の現実は、経済主体―文明化した正常な成人―
と、その他の社会的規律の主体―原始人、神経症
患者、動物社会、幼児―との間の対称性と近似性、
によって確立されている。こうして与えられた脱、、、
中心化〔他の学問分野による経済学の相対化〕の
効果は、われわれが目にする事柄をよりよく観察
することを可能にする。

（Latouche１９７３、p.８）

われわれ近代人が「経済」と呼ぶ諸現象を成立
せしめる意味体系を根本から問う作業は、現在の
開発倫理学においても見受けられない急進的なア
プローチである。例えばアマルティア・センはそ
の著『自由と経済開発』（Sen１９９９）において、

近代化論にみられる経済成長中心主義の開発を批
判し、代わりに諸個人の実質的な自由（substan-
tive freedom）の拡大に中心価値を措く新しい開
発倫理を提唱した。またセンは、ミクロ経済学が
依拠する合理的経済人の仮説を相対化し、経済的
なニーズ（財）と非経済的なニーズ（諸制度、権
限など）の多様な組み合わせからなる選択の自由
を表すケーパビリティ概念を以て、諸個人の多元
的なウェル・ビーイングを測る新たな経済哲学の
確立に努めている。しかし筆者の理解では、セン
（Sen１９９９）は、市場経済に代表される諸制度を
各人のケーパビリティを高める公共政策の中で活
用する改良主義的な立場から開発倫理を構想して
おり、ラトゥーシュと比較した時、「功利」「生産」
「労働」等の近代政治経済学の諸概念が実存を如
何に限定するかという存在論的な問題に対して包
括的な議論を行っていない。同様の点は、インド
の哲学者A.K. ジリも指摘するところである。ジ
リ（Giri２０００）によれば、センの開発倫理は、近
代啓蒙思想において発明された理性的な個人とい
う人間主体を中心に組み立てられており、〈自己〉
を成立させる存在論的根拠、実存の様式を成熟さ
せる倫理、他者との共同の中で培われる責任倫理
や政治哲学など、人間主体に関する存在論的な考
察が欠けており、その結果、「実質的自由」の概
念がその含意に反して不十分にしか理論化されて
いない。
他方でラトゥーシュは、精神分析学における

「無意識」概念（Latouche１９７３）やハイデッガー
哲学における「現存在（Dasein）」概念（Latouche
１９８４）を応用し、近代経済学における合理的経済
人とも近代啓蒙思想における理性的な個人とも異
なる人間主体概念―間主観性の中で解釈学的に行
為・判断する〈自己〉―を基礎に社会理論を組立
てている。また、「労働」「生産」「功利」などの
概念の発明および生成が近代人の世界認識に与え
た影響を批判的に検証する（Latouche２００５）一
方で、資本主義市場経済と近代的個人主義が発展
するにしたがって忘却された、中世アリストテレ
ス学派の伝統を継承する１８世紀イタリアの市民
的経済（l’économie civile）が提唱する「みんな
の至福（la félicité publique）」という概念を再検
討している（Latouche２０１０: Ch.３）。こうしてラ
トゥーシュは、西洋近代において「経済」と呼ば
れる制度が発達する中で経済パラダイムとは異な
る論理にしたがう社会関係や意味体系が低く価値
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付けられ、その結果として実存の可能性が経済的
な枠組みによって著しく限定されるといった、認
識論上・存在論上の排除の論理を問題視する。

、、、、、、、、、、、、、、、
政治経済学は、結局のところは経済性の領域を恣、、、、、、、、、、、、、、、、、、、、、
意的に決定するイデオロギーの産物に過ぎない経
済合理性の原理に支配されている。雄牛をジュピ
ターに供犠として差し出すことが非合理的である
のと同様に、人間の欲求を充足させるために宣伝
広告に何十億もの経費をかけることは非合理なも
のである。事実としては、両者は共に合理的でも
あるのだ。しかし、後者の合理性を認め、その合
理性が位置する領域で生活することを受け入れる
一方で、われわれは、政治経済学のイデオロギー
上の定義を理由に、前者の合理性が成立する領域
を住処とすることを拒否するのである。

（Latouche１９７３、p.７７）

ラトゥーシュの論理にしたがえば、政治経済学と
いう科学パラダイムが成立し、近代西洋において
「経済」と呼ばれるところの富の蓄積を目的とす
る生産・消費活動が一般的な現象となるのは、文
化的な選択によってである。故に、近代政治経済
学の認識論に基づく開発・発展パラダイムによっ
て世界を構造化することは、国際関係に文化的な
ヒエラルキーを導入することになる。

「発展」とは、物質や商品の生産である以上に、
何よりもまず西洋のパラダイムである。これに
よって私が意味するところは、西ヨーロッパに誕
生し、次いで特定の地域圏にまで拡大あるいは再
発明された、今日では誤ったかたちで模範例とさ、、、、、
れているような歴史的経験のことではなく、「ヘ
レニズム―ユダヤ―キリスト教文化」に依拠する
枠組み・構造及び価値の総体のことである。「発
展」は何よりも、それが普及させようとするもの
を高く価値付け、それとは別のものを低く価値づ、、、、、、、、、、、、、、、
ける、世界に対する一つの眼差しである。これら
の諸価値を模範に見せかけることで、発展はこれ
らの価値を他者に受け入れさせるのである。

（Latouche１９８６、p.１１）

上の引用文から、開発・発展の問題が経済的領域
に止まらず、われわれの世界認識の総体に及ぶこ
とをラトゥーシュが示唆していることがわかる。
換言すると、「経済」と呼ばれる価値体系を全人

類が追従すべき模範として正当化し、その他の体
系を排除するような文化の支配なくして近代経済
制度、ひいては開発体制の世界的拡大は有り得な
いのである。かくして、開発・発展パラダイムの
普遍化が異文化の破壊をもたらすことに、ラ
トゥーシュは国際開発体制の倫理的欠陥を見出し
ている。 （Latouche１９８７、p.６５）

� レヴィナス倫理学を通じて観たラトゥーシュ
の開発批判

これまで論じてきたように、ラトゥーシュの開
発批判はその根本を、象徴秩序としての人間社会
の歴史的生成の問題に措いており、とりわけ近代
において、経済的な豊かさの観念と進歩の思想
が、政治経済学の認識論の正当化と資本主義発展
の諸実践を通じて世界化してきた様を問題視して
いる。ラトゥーシュ自身はこの問題意識を後期ハ
イデッガー、カストリアディス、イリイチらによ
る近代産業社会批判を援用して論じている。しか
しより根本的なところでは、ラトゥーシュの思想
は、２０世紀後半のフランスにおいて隆盛した「差
異の哲学（la philosophie de la différence）」にお
ける基本テーマを継承しているといえる。
差異の哲学とは、１９５０年代頃からフランスに

出現した、西洋形而上学の全体性概念を批判する
哲学の潮流であり、その代表的な哲学者には、
モーリス・メルロ＝ポンティ、ミシェル・フー
コー、ジャック・デリダ、ジル・ドゥルーズが含
まれる（Descombes１９７９）。古代ギリシャ時代以
来、西洋形而上学は、種々別々に存在する個物
を、それらを包摂する一般的な法則や範疇（例え
ば、合理性や同一性）による媒介を通じて把捉し、
個物を一般性（generality）における特殊性（par-
ticularity）として意味付けてきた。個物の自己
限定、つまりは一般性に還元されることのない個
物の個物としての固有性―単独性（singularity）、
差異（difference）―という視点から存在者をあ
るがままに捉えるという思考を発展させてこな
かった。このような形而上学的思考は、近代に入
り、各人の実存を国家や産業組織という全体シス
テムに従属させる全体論的な哲学を構想する基礎
となった（例えば、ヘーゲル哲学がその典型であ
るとされる）。上述のフランスの哲学者達は、西
洋形而上学を基礎付けるこのような全体論的な思
考法を逆転し、単独性や差異を中心として社会関
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係や社会秩序を考察する哲学の確立を試みた。
なかでもレヴィナスは、差異の哲学のテーマを

独自の倫理学へと発展させた。その著『全体性と
無限』においてレヴィナスは、ソクラテスからハ
イデッガーに至るまでの西洋哲学（存在論）が、
種々別々の個物の間にある還元不可能な差異―レ
ヴィナスの用語では〈他性〉（alterité）―を同一
性―レヴィナスの用語では〈同〉（le me^me）―に
還元することで存在の意味を決定してきたことを
批判している。なぜなら、このような同一性の論
理が自己と他者から成る社会関係に置換されたと
き、〈同〉とは、認識主体である〈私〉に対する
他者の同一性を意味するようになるからである。
つまり、西洋哲学の伝統にしたがえば、他者の意
味は常に認識主体である〈私〉が与える表象作用
によって決定され、結果として自己による他者の
支配が正当化されるのである。「存在との関係は、
存在論として機能する限りにおいて、存在者の中
立化をつうじて存在者を了解し把持することをそ
の本義としている。それゆえ、存在とこの関係は
他なるものとしての他なるものとの関係ではな
く、〈同〉に〈他〉を還元することなのだ」（レヴィ
ナス、１９８９、p. ５１）。故にレヴィナスは存在論を
〈自我中心性〉（égoisme）の論理として、また実
在を所有し搾取する「権能の哲学」として批判す
る（同上、pp.５０―５３）。
この〈他〉の〈同〉への還元に抗して、レヴィ

ナスは〈他〉を〈同〉から解放してゆくことを〈倫
理〉と呼ぶ。「倫理においては、〈自同者〉が還元
不能な〈他者〉を尊重するからだ。［……］倫理
的連関は絶対的外部性としての存在へと赴き、真
理への歩みを生気づける志向そのものを成就する
のだ」（同上、pp.５２―５３）。自己が所有不可能な他
者の〈他性〉を承認することで、存在の複数性を
認め、多元的な社会関係を導入することがレヴィ
ナスの倫理学の目的である。「多元性とは数的な
多様性の謂ではない。形式論理学のうちに反映さ
れることのない即自的多元性が実現されるために
は、自我から他人への運動が深みに向かう運動と
して生起しなければならない」（同上、p.１７６）。
以上で述べたレヴィナスの倫理学は、とくに

１９８０年代以降、フランスで急速に注目されるよ
うになり、哲学・倫理学分野を超えて、人文・社
会科学一般においても広く応用されるようになっ
た（Gutting２００１）。ラトゥーシュがレヴィナス
の倫理学に直接言及するのは Justice sans limites

（２００３）においてであるが、差異の哲学からレ
ヴィナスの倫理学まで流れる２０世紀フランス哲
学の基本テーマである、〈他〉の〈同〉からの解
放というテーマは、ラトゥーシュのポスト開発思
想全体を基礎付けていると考えられる。
前掲したラトゥーシュの引用文（Latouche

１９８６、p.１１）をレヴィナスの倫理学に基づいて
解釈すると、ラトゥーシュの開発批判のテーマが
より明確に理解されうる。国際開発体制において
は、ラトゥーシュが〈西洋〉と呼ぶところの主体
によって、非西洋社会の意味が措定される。これ
は、レヴィナスの言うところの〈他〉を〈同〉に
還元する論理であるといえる。近代経済パラダイ
ムの標準化は、非西洋の〈他〉を西洋という主体
の〈同〉に還元する諸々の意味作用と連関してい
る。植民地化を通じた〈文明〉／〈野蛮〉という二
項対立や、戦後の国際開発体制における〈開発〉／
〈低開発〉といった二項対立の導入がそうである。
このような価値ヒエラルキーの中で、非西洋社会
の民衆の〈他性〉が国際開発体制の象徴秩序から
排除されていることを、ラトゥーシュは問題とす
るのである。
このような視座はラトゥーシュのみに特殊なも

のではない。ラテンアメリカでは、１９７０年代以
降、エンリケ・デュッセルに代表される哲学者が
〈解放の哲学〉（la filosofia de la liberación）と
呼ばれる倫理思想を、マルクスの経済学批判とレ
ヴィナスの倫理学に基づきながら発展させてい
る。〈解放の哲学〉は、植民地主義と開発主義が
現地にもたらした西洋近代文明の準拠枠―経済制
度、政治制度、歴史観、近代思想―からラテンア
メリカの民衆の生活を解放することを目的として
おり、論者達はこれを、レヴィナスがいうところ
の〈同〉から〈他〉を解放する運動として捉えて
いる（Dussel２００３, pp.３０―３３; Mignolo ２０００, pp.
１７５―１８３）。この事実からもわかるように、ラ
トゥーシュの開発批判は、今日のグローバル経済
の支配の構造を逆転させるための倫理学の要素を
内包していると言える。

３．南北構造の転換―インフォーマル領域
の脱構築から先進国の脱成長へ―

前節では、ラトゥーシュの開発批判が、近代経
済パラダイムおよび開発・発展パラダイムの全体
性―近代西洋の経済思想・政治思想・科学技術思
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想によって作られる世界認識とそれらに基づく近
代主義的な社会発展思想の総体―の批判としての
性格をもつことを説明した。開発・発展パラダイ
ムの中では、非西洋社会は「低開発」社会として
意味付けられ、先進工業国へキャッチアップする
ためにグローバル経済に参入することを当然視さ
れる。このような西洋近代を中心とする特殊な価
値ヒエラルキーによって世界が序列化されること
を、ラトゥーシュは問題視している。第３節で
は、彼が国際開発体制に支配的な経済論理に還元
されない別なる社会関係の可能性を導出する過程
を検証する。La plane`te des naufragés（１９９１）に
おいてラトゥーシュは、発展パラダイムから脱し
た社会（ポスト開発）の模範例を西アフリカのイ
ンフォーマル領域に見出すのだが、この結論に至
るまでのラトゥーシュの理論的省察は非常に独創
的であり、レヴィナスのいうところ〈同〉から〈他〉
を解放する倫理学を独自に思考している。
まず、ラトゥーシュは、国際開発体制において

支配的なインフォーマル領域の解釈を問題視す
る。国際労働機関（ILO）が１９７２年に発表した
ケニヤ報告以来、世界銀行や国際労働機関の公式
的見解では、アフリカ、ラテンアメリカ、アジア
にみられるインフォーマル領域は近代化に乗り遅
れた「経済部門」と見なす傾向がある。これら国
際開発機関によれば、インフォーマル「経済」と
呼ばれる社会集団は、往々にして途上国の発展に
役立たない「非合法な闇経済」であるとして問題
視される。あるいはよりましな場合では、近代化
や市場経済化の社会的歪みを一時的に是正し、最
終的には近代化を助ける補完的な経済部門である
と見なされる（Latouche １９９１、pp. １１２―１１５）。
ラトゥーシュは、このような見解の問題点は、イ
ンフォーマル領域を経済的現実の一部としてとら
えており、開発・発展の手段としてのみ評価する
点にある、と指摘する。つまり、国際開発機関
は、インフォーマル領域に内在する社会的諸実践
や価値・原理を、当事者に即してあるがままに認
識しようとしないのである。この支配的な見方に
反して、ラトゥーシュはインフォーマル領域の表
象を現象学的還元にかける。

インフォーマル領域は、正常ではない不可視の
〔闇経済的な〕経済的現実を表しているだけでは
ない。それは、近代に寄り添いながらも、合法で、、、、、
もなければ非合法でもない、それ自体読解不可能

、
な社会をも表している。インフォーマル領域は文、、
字通り他所であり、支配的な価値の準拠枠の外部
に存在する。［……］インフォーマル領域は、近、、
代の巨大社会の他者である。

（ibid.、p.１１６）

ラトゥーシュは、インフォーマル領域をそれ自
体自律的な、経済的現実の外部性として捉える。
インフォーマル領域は、開発パラダイムの一般性
（generality）に還元されない単独性（singularity）
として理解されるのである。このインフォーマル
領域の単独性を、ラトゥーシュは「ポスト開発の
状況」と名付ける。

イヴァン・イリイチが述べるように、「経済発展
は常に、人々が物を作る代わりにものを購買する
ことができるようになることを意味してきた」。
しかし、開発の遭難者たち〔インフォーマル領域
で生存活動を行う人々〕は、全く購買する能力を
持ち得ていない。いまや彼らの生存は自らの機転、、
に依存している。ここで問題となることは、もう、、、 、、
一つの開発ではなく、むしろ、開発の内側にいな、、、、、、
がらも開発を超越した世界を目指すことである。、、
彼らは文字通り他所―開発の外部―に生きてお
り、ある意味、近代の断絶が起こるよりも以前の、、
状態と結びついている。また彼らは近代の後の時
代にも生きている。われわれが目にしているの、、、、、、、、
は、ポスト開発の状況である。なぜならイン
フォーマル領域のダイナミズムは近代が過ぎ去り
開発体制が倒壊した後に顕現化されるからであ
り、また、遭難者たちの惑星は、近代の巨大な社
会が座礁したとき、はじめてその威力を発揮する
からである。

（ibid.、p.１４５）

西アフリカ地域のインフォーマル領域は、開発
政策からも経済グローバリゼーションからも取り
残され、近代の経済想念の公準から言えば最も低
く価値づけられる社会領域である。しかし、この
領域の一部には、ラトゥーシュが「ネオ・クラ
ニーク」と名付ける独自の関係ネットワークが発
達しており、西洋から輸入された近代的な市場経
済制度を現地のアニミズムの象徴交換体系の中に
組み込んだり、補完通貨を発明したりすること
で、国際機関やアフリカの開発主義国家がもたら
す近代化とグローバル化の波を乗り切る独自の方
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法を発明している（Latouche１９９８）。ラトゥー
シュは、このようなインフォーマル領域の自己組
織化の論理を、経済成長主義や経済合理性とは異
なる論理にしたがって社会編成を行う自律社会と
して評価している。上述の引用文でラトゥーシュ
は「開発を超越した世界」を目指すことを主張し
ているが、それは、この西アフリカのインフォー
マル領域における実践にみられるように、開発政
策によってもたらされる資本主義市場経済を、現
地の贈与やアニミズムの実践によって編成し直
し、グローバル経済から相対的に自律した社会空
間を開発から排除された民衆自らが創出すること
を意味する。

L’autre Afrique entre don et marché（１９９８）にお
いてラトゥーシュは、われわれ先進工業国の人間
は、このようなアフリカの自律社会の視点から国
際関係を新たに捉え直す必要がある、と主張して
いる。今日の国際開発政治はアフリカ社会を近代
化とグローバリゼーションに乗り遅れた経済的弱
者として捉える傾向にあるが、アフリカ社会のこ
うした解釈は必然的に先進工業国のアフリカ諸国
への開発援助を正当化する。この視角においてイ
ンフォーマル領域の単独性は陰に隠れ、アフリカ
社会は経済想念によってますます支配されてしま
う。したがって必要なことは、国際関係の認識論
上のヒエラルキーを逆転させることである。「他
のアフリカ〔インフォーマル領域〕の援助は、人
道援助よりも、われわれ北側諸国の自主規制
（l’autolimitation）―われわれの社会モデルの抜
本的な変革と発展パラダイムの転覆―によって達
成される」（Latouche１９９８、pp.２１２―２１３）。
先進工業国の価値・原理にしたがってイン

フォーマル領域を時代遅れの弱者と見なすのでは
なく、われわれと異なるが対等な自律社会として
承認する必要がある。そのためには、まずわれわ
れ先進国の人間が開発・発展パラダイムから自由
になり、自らの産業社会の諸制度を、西アフリカ
のインフォーマル領域の自律性を損なわないもの
へと転換していく必要がある。イリイチがその著
『コンヴィヴィアリティの道具』の結論（Illich、
１９７３、p.５７７）において述べているのと同様に、
ラトゥーシュはこのような先進工業国の制度転換
を「自主規制」と呼んでいる。先進国と途上国政
府が共に追求する開発主義を止揚し、北側諸国と
南側諸国の双方で労働力と資源の搾取を行う資本
主義的な生産様式、過剰な消費を煽動する生活様

式、ならびに金融投機等の諸制度を、より公正な
体制へと転換していく必要がある、ということで
ある。
２０００年代以降、ラトゥーシュは他のフランス
の社会学者とともに〈脱成長〉（décroissance）と
呼ばれる社会運動理論を提唱しているが、〈脱成
長〉論は、上述したインフォーマル領域に代表さ
れる、開発・発展パラダイムの〈他者〉の生存を
保障するための責任原理に裏打ちされている。南
北関係の再構築に関して、〈脱成長〉論は少なく
とも二つの体制変換を連動させようとしている。
第一に、先進諸国は、経済成長を目的としない、
生態系に配慮した維持可能な経済制度を自らの国
に構築する必要がある。そのために、人間の生活
域をローカルな水準に細かく分割し、生産の自主
管理と地域社会の自己統治を可能にする必要があ
る。自主管理社会主義の思想とマレイ・ブクチン
のソーシャル・エコロジーを融合させながら、ラ
トゥーシュは、複数の小規模エコ自治体の連合か
らなる、重層的な参加型社会を先進国に構築しよ
うとしている（Latouche２００６、Ch.８）。
第二に、〈脱成長〉は、先進諸国の体制変化を

通じて南側諸国に南北構造からの〈離脱〉（de-
linking）を促すことを構想する（ibid.、p. ２４９）。
南側諸国が北側諸国に対する経済的・文化的従属
から自立し、食糧主権や水資源の自主管理をロー
カルな水準で回復することが重要である（ibid.、
p.２４７）。南側諸国に多様な自主管理社会を建設
する可能性を開くために、歴史的に作られたグ
ローバル経済の従属構造を公正なものに転換して
いく責任を北側諸国が負うことを示唆するのだ
が、この点において、南側諸国にローカルな自律
社会を創造することを希求するラテンアメリカや
アジアのポスト開発論者（Esteva and Prakash
１９９８; Escobar ２００９; Shiva ２００５）の主張とラ
トゥーシュの〈脱成長〉論の展望は一致する。
ラトゥーシュによれば、北側諸国のこのような

体制転換は、南側諸国のインフォーマル領域の自
律性を維持するためだけでなく、北側諸国の人々
の生存のためにも必要なことである。というの
も、経済グローバリゼーションによって先進国の
内部においても低成長、所得格差、失業、資源枯
渇、食糧の安全の問題が生じている今日、先進国
自身が「近代西洋が生み出した発展パラダイムの
犠牲者」となっており、ゆえにポスト開発の正客
であるからだ。故に、南側のインフォーマル領域
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の人々が経験しているものと同質の問題を北側の
人々が抱えていることを北側諸国の民衆自身が自
覚し、より公正な社会体制と国際関係を確立する
ことが重要である、とラトゥーシュは強調する。
「われわれは、われわれのパートナーとともに社
会をつくっていること、そして彼らの問題はわれ
われの問題であり、われわれの問題は彼らの問題
であることを念頭に置くことで、公正な交換関係
を模索しなければならない」（Sachs and Tilman
Santarius eds.２００７、p.１４０から引用）。
以上の分析をまとめると、ラトゥーシュのポス

ト開発思想には、開発・発展パラダイムにおいて
排除されたり、あるいは低く価値づけられたりし
ている社会集団や価値観を、既存の国際開発体制
に支配的な準拠枠から離れてどのように意味付け
るか、という問いが常に提示されている。レヴィ
ナスの倫理学を援用するならば、これは、国際開
発体制の全体性において排除された人々の〈他性〉
―単独性―に対する応答責任（response-ability）
に関する問題である。開発・発展パラダイムの
〈他者〉に対して応答することは、唯単に〈他者〉
に援助を施したり、既存の開発体制に包摂しなが
ら権限を与えたりすることを意味するのではな
い。先進諸国自身が、自らの経済体制や異文化に
対する眼差しをより公正なものに変えていく構造
転換を実践することが要求されているのであり、
同時に、近代経済パラダイムに依存しない新しい
知識を以て社会を表象することが要求されるので
ある。換言すると、ラトゥーシュのポスト開発思
想は、科学認識論の次元ではわれわれの現実認識
の転換を要求し、存在論の次元では、人々の〈他
性〉―単独性―を承認する多元的な世界の創造を
要求するのである。
総じて言えることは、ラトゥーシュの開発批判

は、国際開発体制を支える西洋近代から派生した
諸制度（例えば、経済、国民国家、科学技術制度）
の具体的な改革以前に、それらの制度を成立させ、、、、、、、、、、、、、
る認識論的前提を転換することに重心が措かれて
いる。例えば「豊かさ」「生産」「労働」「消費」
などの経済思想の諸概念をより倫理的なものに転
換したり、国民国家に依存しないローカルな自主
管理社会に正当性を与えるような新しい政治思想
や政治倫理を構想したり、自然と人間の関係を捉
え直し、自然環境を持続的にリサイクルしていく
新しい技術思想や経済観を構想することを意味す
る。

しかし、このような認識論的な批判を経て、既
存の国際開発体制に替わるどのような制度や社会
システムが地球規模で必要とされるのかは、現行
のラトゥーシュの議論からは具体的かつ明確には
提案されていない。ラトゥーシュは、グローバル
経済と国民国家制度の双方から自律したローカル
な自主管理社会のネットワークを先進国と途上国
の双方で創造することを提案しているが、このよ
うなローカルを中心とした社会が果たして実現可
能なのかどうかは、既に批判が出ているところで
ある（Cary２００３; Nederveen Pieterse２０００）。ラ
トゥーシュの思想は、今後、彼が提案する様々な
理念や直観を、関連する社会理論や政治理論およ
び哲学・倫理学と照合させながら個別に検証し、
批判的に発展させていくことが必要である。

４．開発倫理研究への貢献

以上で検証されたラトゥーシュのポスト開発思
想の倫理は、開発倫理研究においてどのような貢
献を行い得るのだろうか。以下、三点にまとめる。

� 政治経済学の認識論の転換

ラトゥーシュのポスト開発思想の最大の貢献
は、経済の意

�

味
�

を問い直す点にある。現行の開発
倫理研究（Crocker２００８; Gasper２００４; Sen１９９９）
は、人間開発／ケーパビリティ・アプローチや人
間の安全保障などを主な研究対象としている。そ
の多くは経済成長を開発の目的から手段へと相対
化することには成功しているものの、われわれが
「経済」と呼ぶものの歴史性や意味体系について
は批判的な検証が行われていない。その結果、経
済という特殊な社会関係が実存に与える可能性／
制約、自己と他者との関係、自然認識などに関す
る問題点が研究関心から捨象されてしまう。
この点は、生物多様性の問題について考える際

に重大な影響を及ぼすであろう。例えば人間開発
報告１９９４年（UNDP１９９４）は、人間の安全保障
を持続可能な人間開発の基本的条件として位置付
け、人間の安全保障の様々な側面として自然環境
の安全と経済的な安全を提示している。しかし後
者の定義は近代の成長型経済のそれである。富の
創造と分配を通じて貧困を撲滅しながらも、失業
や差別等の社会問題や生態系破壊の問題にも取り
組むかたちで人間の生存の基礎条件を保障してい
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くという同報告書の言説は、一瞥して均衡のとれ
た建設的な議論に思われる。しかし、今日の先進
諸国にみられる消費社会のシステムを維持したま
まで経済成長を追求することが、かえって自然環
境や社会的弱者の生存に負の影響を与える場合が
あるという、成長型経済の構造的矛盾に関して
は、同報告書は充分な批判を与えていない。
例えば山口県上関町における原子力発電所建設

計画の事例は、消費社会において成長型経済を維
持・拡大することが、現地の自然環境や住民の安
全を脅かす場合があることを例証している。上関
原発は国のエネルギー政策の一環として１９８２年
より建設計画が進められているが、これは、関西
圏を中心とする都市部の電力消費をまかなうため
のものである（朝日新聞山口支局、２００２）。そし
てこのように原子力エネルギーが必要とされる要
因のひとつには、今日の日本経済は１９５０年当時
の約１１倍のものエネルギー消費の上に成り立っ
ているという大量エネルギー消費社会であること
が挙げられる（室田、２００６、p. ８）。上関原発の
場合、建設予定地の長島田ノ浦が瀬戸内海有数の
生物多様性のホットスポットであることから、原
発建設工事による森林伐採や埋め立て、そして原
発稼働の際の大量の温排水の流出による海水温度
上昇によって、現地の生態系が大きく破壊される
ことが懸念されている（日本生態学会上関要望書
アフターケア委員会、２０１０）。また、田ノ浦から
３・５キロ沖に離れたところにある離島の祝島
の住民は、田ノ浦の生物多様性が原発建設によっ
て破壊されることで、これまでのように魚が育た
なくなり、島民の大多数の生業である漁業が営め
なくなることが危惧されている（鎌仲、２００９）。
また、離島であることから、原発事故が生じた場
合に安全な避難場所がすぐに確保できないという
問題も生じている（同上）。
上関原発建設計画に関しては、国のエネルギー

政策の一環として安定した電力供給を行う必要が
あるとする中国電力側の主張と、現地の自然環境
の恩恵を受けて漁業と農業を営んできた祝島の住
民の自らの生活を守ろうとする主張が、過去２８
年の間衝突している。両者の間には望ましい社会
発展像に大きな違いがあるのだが、特に現行の大
量生産・大量消費・大量廃棄を行なう日本経済の
支配的な構造を維持することを前提として社会発
展を考えたとき、祝島の住民の生活や現地の生物
多様性は犠牲になってしまうことを余儀なくされ

る。
もし、人間の安全保障が万人の生存を保障する

ものであるとするならば、消費社会において周辺
化されている祝島の住民の生活の安全を、現地の
生物多様性の保全を含めた形で保障するものでな
ければならないであろう。この場合、ラトゥー
シュが試みるように、成長型経済を支える生産主
義と消費主義から脱出し、新しい生活様式を構想
する必要がある。ポスト開発思想の倫理は社会発
展理論の「脱経済化」を促し、経済パラダイムに
依存しない人間の安全保障と社会正義の理論化に
貢献するであろう。

� 連帯経済の倫理的検証

グローバル経済の格差を是正するオルタナティ
ブな経済運動として連帯経済があるが、ポスト開
発思想は同運動の倫理性を問う一つの指標にもな
る。ジャン＝ルイ・ラヴィーユ（Laville ed.２００７）
やジャン＝ミシェル・セルヴェ（Servet ２０１０）が
主張するように、連帯経済は、協同組合・フェア
トレード・補完通貨・マイクロファイナンスなど
の非営利で連帯的な社会活動を通じて、今日の新
自由主義的なグローバル経済のなかで排除されて
いる人々の社会的自立を促進する。大局的には、
連帯経済は、市民社会と国家との間の連携を強化
し、市場経済を公共の利益に服させる新しい福祉
社会を南北の双方で再建することを画策する。市
場や貨幣といった経済的な諸制度を、資本主義と
は別の論理に編成し直すことで、グローバル経済
をより連帯的な制度に変えていく戦略である
（Servet２０１０、p.６９）。しかし、ラトゥーシュが
指摘するように、フェアトレードなどのアソシ
エーション運動は、ともすれば既存のグローバル
経済の論理を根本から覆すことなく、むしろ資本
主義に寄生的な存在としてのみ機能する危険もあ
る（Latouche２００３）。本稿で検証したポスト開発
の倫理は、連帯経済の諸実践が近代経済パラダイ
ムによって排除されている人々の自律性を再生す
るに充分な実践であるかどうかを試す一つの指標
となりうる。連帯経済が、既存のグローバル経済
に補完的な運動としてのみに止まるのか、それと
も経済論理とは異なる論理に基づく社会―例えば
〈脱成長〉社会―を建設する方向へ向かうのか、
開発・発展から排除された南側諸国の〈他者〉の
生存を問題にしながら論じてゆくことに、ポスト
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開発思想の倫理は貢献する。

� 途上国の歴史性と文化に関する倫理

ポスト開発思想の倫理は、途上国の歴史性と文
化を捉え直し、国際開発の舞台で南北格差を是正
する際の倫理的ガイドラインとなる。例えば持続
可能な発展においては、先進国と途上国それぞれ
の生態学的な債務（ecological debt）が問題とな
るが、これに関しても南北問題をどのような時間
軸で捉えるかによって大きく変わる。カストロ・
カランザは、植民地主義時代からの北側諸国によ
る南側諸国の搾取という〈歴史的な債務〉を考慮
した場合、北側諸国の生態学的な債務は圧倒的に
大きくなると指摘している（Castro Carranza
２００４、pp.１２２―１２４）。戦後の国際開発体制の支配
的な言説は植民地主義の歴史的遺産を忘却させ、
世界の全ての諸国に近代化の道とグローバルな自
由市場経済への参入を約束しており、途上国の貧
困問題や生存の問題についても、科学的で技術的
な経済政策を以て対応しようとしている。しか
し、植民地主義以降の北側諸国による南側諸国の
経済的・政治的・文化的支配の歴史を振り返る
と、何をもって公正な南北関係とするか、その基
準も変わってくる。例えば、経済的格差の是正だ
けでなく、北側諸国が南側の諸社会に対して行っ
た政治的・文化的過ちを反省し、後者の尊厳を承
認することも重要な争点となる。メキシコのサパ
ティスタ運動やボリビアの先住民運動に代表され
る南側の諸社会の反グローバリズムの運動主体
は、経済的な公正に止まらず、彼らの歴史と文化
の尊厳を求めて社会闘争を展開している。また、
近年ラテンアメリカの知識人が「西洋哲学を超え
る」（beyond philosophy）という名の下で、ポス
トコロニアル研究（１）やサバルタン研究（２）の成果を
活かしながら、ラテンアメリカの土着の知識に基
づいた新しい社会思想の構築を目指していること
も、同様の要求であると考えられる。彼らにとっ
ては、グローバリゼーションと開発の問題は植民
地主義の問題と不可分であり、現行の政治経済体
制を転換するとは、「植民地主義の痕跡としての
知の体系から解放される」（de-coloniality）こと
も意味するのである（Mignolo ２００７）。ラトゥー
シュのポスト開発思想の倫理は、開発・発展パラ
ダイムの〈他者〉が要求する歴史観・文化的価値・
人間観にいかにして応答すべきか、という点から

グローバルな正義を考察し行くための一つの指針
になり得る。またそのような視座を深めるため
に、今後、ラテンアメリカやアジアのサバルタン
研究およびポストコロニアル研究と共に議論して
いく必要がある。

５．結論

本稿では、ポスト開発思想の倫理について、セ
ルジュ・ラトゥーシュの著作を中心に論じた。従
来の開発倫理学とは異なり、ラトゥーシュのポス
ト開発思想は、近代西洋文明から発生した経済パ
ラダイムと開発・発展パラダイムの転換を目指し
ており、その倫理学的な意義も、認識論と存在論
の変革を意味する。このように抽象的でメタ理論
的な倫理学ではあるが、注意深く検証すると、グ
ローバル経済の構造的格差を転換するオルタナ
ティブな経済運動やオルタナティブな開発パラダ
イムの方向性を問い直す倫理的指標となりうる。
今後、ポスト開発思想の倫理に基づいてグローバ
ルな正義の在り方について論じていくことは、開
発倫理研究を深化させる一助となる。またそのよ
うな作業は、南側諸国のサバルタン研究やポスト
コロニアル研究などの知見を用いて論じていく必
要があることから、開発学全般の知的土壌をより
学際的にかつ豊かにしていくと考えられる。

注記
� ポストコロニアル研究とは、脱植民地化した途

上国を規定する近代の言説や権力関係を批判的

に検証し、克服することを目指す研究分野であ

る。１９７０年代後半から英米の比較文学において、

Edward Said、Gayatori C. Spivak や Homi K.

Bhabha らによって基礎理論が作られ、その後社

会科学研究にも応用されるようになった。英語

圏の開発学では、１９９０年代からマンチェスター

大学のUma Kothari を中心にポストコロニアル

研究と開発研究を接合する試みが行なわれ、今

日では、Kapoor（２００８）やMcEwan（２００９）に

代表される「ポストコロニアル開発学」という

研究分野が確立している。

� サバルタン研究とは、農民、漁民、スラムの住

民、被差別部落民など、途上国の近代化と資本

主義発展の中で従属的な社会的地位にいる人々

の生活を規定する権力関係を分析する研究分野

である。１９７０年代にインドを中心として南アジ
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アで研究が始まり、１９９０年代以降はラテンアメ

リカにも研究が広がった。元来歴史学の色彩が

濃かったが、英米のポストコロニアル研究の成

果を受けて、サバルタンを巡る権力や表象の言

説分析が主流となっている。欧米のマルクス主

義の資本主義分析が資本の運動と権力の構造を

同一に捉える傾向があるのに対し、サバルタン

研究では、途上国内部で再生産されてきたカー

スト制度や差別の構造など、権力関係の多重性

と複雑性を重視する。南アジアのサバルタン研

究の近年の動向に関しては、Chakrabarty（２００２）

を、ラテンアメリカに関してはMignolo（２０００）
～およびMorana, Dussel and Jáuregui eds.（２００８）

を参照のこと。
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Abstract

The Ethics of Post-development: Re-examining North-South Relations through a Critique
of the Totality of Economic Paradigm

Yoshihiro NAKANO

Ritsumeikan University

International Christian University Social Science Research Institute

E-mail：nakano.aube@gmail.com

This article examines the ethics of post-development and its potential contribution to the normative
debate on international development politics. The article principally focuses on the work of seminal
French post-development philosopher Serge Latouche and scrutinises his epistemological and ontologi-
cal critique of international development politics. First, through analysis, the article argues that Latou-
che’s critique of development makes a unique contribution to development ethics in that it problema-
tises the foundation of the conceptual framework of modern political economy（Section２）. Secondly,
the article points to the pertinence of the themes of twentieth century French‘philosophy of differ-
ence’to Latouche’s work（Section２）. Drawing in particular on Emmanuel Levinas’ethics, author ex-
plains the way in which Latouche criticises the modern paradigms of development and economy as
part of the totalising logic of Western metaphysics as well as the manner in which he seeks to re-
valorise singularities of the existences of people who are marginalised and devalued by theories and
practices of modernist development projects. By scrutinising Latouche’s critical interpretation of the in-
formal sphere of West Africa, the article argues that Latouche’s post-development suggests the trans-
formation of value system of North-South relations to a more equitable one（Section３）. Finally, the arti-
cle remarks three potential contributions of the ethics of post-development to the contemporary debate
on development ethics（Section４）.
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