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脱成長─多元世界に導くための方法序説

中野　佳裕
早稲田大学地域・地域間研究機構

1．はじめに

　訳書『脱成長（La décroissance）』（セルジュ・ラトゥーシュ著，中野佳裕訳，白水社クセジュ，2020）は，
パリ大学出版が編纂する教養新書シリーズ Que sais-je? から 2019年に刊行された同タイトルの全訳で
ある1）。21世紀フランスに出現した脱成長運動は，持続可能な世界の構築を目指す未来社会デザイン理
論として，近年世界的に注目を浴びている。本書は同運動の提唱者でありその基礎理論の構築に貢献し
てきた著者が，脱成長の基本的アイデアと問題群を市民向けにまとめた小著である。コンパクトながら
著者の長年の研究と思索の痕跡が随所に見られ，また脱成長をめぐる最近の議論も整理されている。入
門書にして集大成的な一冊であると言えるだろう。
　本稿では，訳書『脱成長』の内容をその主旋律を構成する論点に簡単な解説を加えながら紹介する。
第 2節では，脱成長運動の始まりとラトゥーシュのこれまでの活動についてまとめる。第 3節では，本
書の鍵概念である「節度ある豊かさ（abondance frugale）」について考察する。第 4節では，本書の根
底にある開発の文化論的批判の視座を，著者の過去の著作の議論を踏まえながら検討していく。第 5節
では制度デザインへ向かう近年の研究動向を紹介し，第 6節で今後の研究課題をまとめる。

2．脱成長運動の始まり

　脱成長運動がフランスに出現したのは，2002年にパリのユネスコ本部で開催された国際会議「開発
を解体し，世界を再生する（Défaire le développement, refaire le monde）」の会場においてである。同
会議は脱開発学派の国際ネットワークが過去に主催した国際会議の中で最大規模のものであり，開発と
グローバル化の時代に代る「脱開発の時代」（l’après-dévelppement）へ移行するためのオルタナティブ
な社会実践を共有するために開催された。会議最終日には，脱開発の時代に向けた行動指針として，「脱
開発国際ネットワーク宣言」（Manifeste de ROCADE, 2002）が起草された。
　この会議の大きな成果は，脱開発の時代への移行の条件として先進国のパラダイム・シフトが提案さ
れた点である。1980年代以降，脱開発学派はいわゆる「途上国」に分類されるアジア・アフリカ・ラ
テンアメリカ地域における開発の暴力について研究を進めており，脱開発の実践の模索も同地域の民衆
の手によるローカルな自律自治運動に集中していた。しかし，21世紀に近づくと，経済グローバル化

1）　Serge Latouche, La décroissance, Paris, Que sais-je?, 2019.
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の影響が南側諸国だけでなく経済的に富裕な北側諸国の生存基盤をも脆弱にすると同時に，地球環境破
壊という人類共通の課題にも取り組まなければならなくなる。この状況において，先進国の過剰発展の
是正が脱開発学派の取り組むべき新たなテーマとなった。
　セルジュ・ラトゥーシュが同会議の報告の中で先進国の脱成長（la décroissance）の必要性を提唱し
たのは，そのような理由からである。脱成長という言葉は当初，国連が主導する持続可能な開発政策の
曖昧さを批判するために導入された。ブルントラント委員会報告書『我々の共通の未来（Our Common 

Future）』（1987）でその概念が定義されて以来，持続可能な開発は，地球環境の有限性を認めて将来世
代と現在世代の間にニーズ充足の条件を公平に分配する新たな開発モデルたらんとしてきた。しかしブ
ルントラント報告書の定義は，あらゆるステークホルダーに都合の良い解釈を残していた。そのため，
国際政治の現場では産業界のエリートと技術官僚の強い影響力の下，地球生態系の保全（強い持続可能
性）よりも持続可能な経済成長（弱い持続可能性）を追求するスローガンとして普及した。
　本書第 1章では，持続可能な開発言説をめぐる政治の顛末が，巨大企業の利権に翻弄される国際開発
体制の歴史とともに紹介されている。有限の地球で際限のない経済成長を追求することは不可能であり，
「強い持続可能性」を実現するためには消費社会からの脱出が必要不可欠である。しかし持続可能な開
発は，グローバル化した消費社会に歯止めをかけるどころかかえって助長する効果をもつ。したがって
何らかのパラダイム・シフトを示すオルタナティブなスローガンが必要である。かくして脱成長という
言葉が導入された。
　スローガンとしての脱成長は，南欧を中心に欧州市民社会の社会運動の中に浸透していった。脱成長
派の研究者と市民活動家は，まず消費社会の維持不可能性を意識化する言論形成を促進し，さらに様々
な草の根の脱消費主義的実践の間に連携を生み出す運動を展開した。2004年にはリヨンを拠点とする
アソシエーション「宣伝広告壊し屋（Casseurs de pub）」によって雑誌『脱成長』が隔月で刊行され始
め，後に月刊誌として普及する。その後 2006年にはリヨンの出版社 Parangonから，脱成長を理論研
究するための学術誌『ENTROPIA』（2006―2014）が年 2回の間隔で刊行された。イタリアやスペインでは，
持続可能な地域づくりに取り組むスローフード運動や協同組合運動のネットワークの中で脱成長が積極
的に受容され，脱成長を政策目標に掲げる地方政党も結成された。
　その中にあってラトゥーシュは，脱成長の基礎理論の構築に努め，これまで一連の研究書を刊行し続
けた2）。彼の脱成長理論の特徴は，開発パラダイムの文化論的批判（脱開発学派）と消費社会のエコロジー
的批判（エコロジカル経済学，ポリティカル・エコロジー）を融合させ，独自の文化理論を構築しよう
としている点である。後で述べるが，近年の欧米の脱成長研究は制度デザイン研究に傾倒しており，ラ
トゥーシュのこの立ち位置は異彩を放っている。

2）　フランス語で刊行されたラトゥーシュの単著として代表的なものは，Le Pari de la décroissance, Paris, Fayard, 2006; 
Petit traité de la décroissance sereine, Paris, Mille et une nuits, 2007（邦訳は『経済成長なき社会発展は可能か？』拙訳，
作品社，2010に所収）;  Pour sortir de la société de consommation, Paris, Les liens qui libèrent, 2010（邦訳は『〈脱成
長〉は，世界を変えられるか？』拙訳，作品社，2013）;  Vers la société d’abondance frugale, Paris, Mille et une nuits, 
2011; L’Âge des limites, Paris, Mille et une nuits, 2011; Renverser nos manières de penser, Paris, Mille et une nuits, 2015; 
Les precurseurs de la décroissance, Paris, Le Passager Clandestin, 2016がある。
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3．消費社会批判から「節度ある豊かさ」の創出へ

　訳書『脱成長』は，これまで刊行した関連書籍の延長上にある著作であり，その議論は多くの点にお
いて過去の著作と重複するところがある。しかし，考察の背景として 2010年代に台頭してきた主要な
課題─格差社会化，ポスト・デモクラシー，人新世，福島第一原発事故 etc─を新たに取り上げ，
脱成長運動が地球環境問題だけでなく不平等社会の是正も目指していることが強調されている。
　さらに本書の大きな特徴は，脱成長社会の基盤となる新しい豊かさを「節度ある豊かさ（abondance 

frugale）」と定義し，その多元的な内容をグローバル思想史の中から素描している点である。著者が「節
度ある豊かさ」という概念を用いるようになったのは，2011年に刊行された『節度ある豊かな社会を
目指して』（原題─ Vers une société d’abondance frugale, Paris, Mille et une nuits, 2011）からである。
同書は脱成長の議論の主旋律を「否定」の側面─「脱」経済成長パラダイム，「脱」消費社会を強調
─から「肯定」の側面─新しい豊かさの創出─へ移していくきっかけとなった一冊として位置づ
けられる3）。「節度ある豊かさ」という概念を導入してから，著者はこの概念を軸に脱成長の肯定的内容
を過去の著作よりも整理された形で語るようになった。
　「節度ある豊かさ」は，「豊富さ」を意味する「abondance」に「簡素さ（simplicité）」「節制（austérité）」
を意味する形容詞「frugal」を付けており，矛盾語法のように見える。また，「節制」を意味する
austéritéというフランス語は緊縮財政の意味でも使われるので，何か我慢を強いる否定的なニュアンス
も感じられる。しかし本書で展開されているように，この語は，豊かさの質的・形態的変化（メタモル
フォーゼ）を引き起こす柔軟でポジティブな意味内容を持つ。
　「節度ある豊かさ」は，有機的自然と調和しながら，歓びある生を他者と共に自己創出していく技法
を指す。それは脱成長プロジェクトが引き起こす多次元的な変化を照らし出す。この語のニュアンスは
文脈の中で多様に変化する。個人の選択（シンプル・ライフ）として語られることもあるが，その次元
に留まることなく，社会・経済システムの変革（再ローカル化，コモンズの再構築，自己制御の倫理の
制度化），そしてより根源的にはコスモロジーの転換（世界の再魔術化，多元世界の構築）も包含する。
　「節度ある豊かさ」という言葉がもたらすこの巧みなレトリック効果を理解するためには，訳書『脱
成長』を構成するテクスト全体のエコノミーを見ていく必要がある。鍵となる言葉は「限度（limites）」
である。まず著者は序章で，脱成長が「限度の感覚」（le sens des limites）の再発見を目指す思想で
あると述べている（訳書 p. 9/原書 p. 4）4）。その後，第 1章では，西洋近代の核心にある「限度の無さ
（illimitation）」の問題点を，人間解放を謳う近代啓蒙主義の逆説的結末に触れながら説明する。近代の
限度の無さは地理的，政治的，文化的，生態学的，倫理的領域におよび，最終的には経済活動における「節
度の感覚の欠如（démesure）」に至るが，それはテクノサイエンスによる世界の人工化と人間の条件を
作り替えるトランス・ヒューマニズムへと導いている（訳書 pp. 46―47/原書 p. 38）。本書ではこのよう

3）　『節度ある豊かな社会を目指して』（2011）は，その前年に刊行された『消費社会から抜け出すために』（原題─
Pour sortir de la société de consommation, Paris, Les liens qui libèrent, 2010）と内容的に連続性を持たせた作品である。
ところで後者の日本語訳は，出版社の意向で『〈脱成長〉は，世界を変えられるか？』（拙訳，作品社，2013）とい
う邦題で刊行された。

4）　これ以降，訳書『脱成長』（拙訳，白水社クセジュ，2020）からの引用は，原書（Serge Latouche, La décroissance, 
Paris, Que sais-je?, 2019）のページ番号と共に文中レファレンスで表示する。
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に，現代消費社会の野放図なグローバル化の起源を西洋近代の特殊なエピステーメーに求め，思想史上
の様々な問題群を可視化していく。
　脱成長は，西洋近代起源の「限度の無さ」に歯止めをかけるプロジェクトとして導入されている。そ
れゆえに本書では，「限度の感覚（le sens des limites）」の回復は資本主義経済からの脱出であると同時
に「我々自身の脱西洋化（se désoccidentaliser）」（訳書 p. 114/原書 p. 97）の過程として描かれている。
　この視角から著者は，限度の感覚を体現した生活倫理を世界各地の思想文化の中から拾い上げる。
「贈与の倫理（l’éthique de don）」「簡素さ（sobriété）」「質素な生活（frugalité）」「コモン・ディーセン
シー（décence commune）」はその代表例だが，テクストの中でこれらの言葉は連鎖を起こし，消費社
会の「限度の無さ（illimitation）」に対抗するオルタナティブな意味の地平を構築する。「節度ある豊か
さ（abondance frugale）」という語は，この新たに構築された意味の地平を包括する概念として登場する。
形容詞である frugalは，拡大成長する消費社会のシステムを「自己制御（autolimitation）」する様々な
変革行為（制度的・集団的・個人的レベル）を含意し，脱成長の好循環（第 2章第 1節）や再ローカリゼー
ション（第 4章第 2節）の議論と接続する。著者は「節度ある豊かさ」をグローバル思想史の様々な文
脈の中で語っていくが，その過程でこの語はイヴァン・イリイチが概念化した「自立共生（convivialité）」
の隠喩としても現れる。
　ラトゥーシュはフロイト精神分析学の優れた読み手だが，興味深いことに，彼自身の文章の中にも精
神分析でいうところの凝縮（condensation）や置換（displacement）の作用が配置されている。本書に
は脱成長の意味内容が凝縮されるフックとなる言葉がいくつか存在し，その言葉のもつ連想と隠喩の効
果によって，世界各地の反生産力至上主義の思想文化が反響し合い，様々な色調をもって目の前に現れ
てくる。「節度ある豊かさ」は，そのような効果をもつ言葉の一つだ。
　第 2章では「節度ある豊かさ」を鍵概念に，脱成長の基礎となる政治・倫理思想が導入されている。
イヴァン・イリイチの「自立共生」，アリストテレスの「中庸」，アルベール・テヴォエジレの「簡素な
生活」，ガンディーの「スワラージ」，中南米先住民の「ブエン・ビビール」─これら異なる時代・異
なる場所に生きる思想が「節度ある豊かさ」を媒介に繋がり合い，「限度の感覚」を表現するグローバ
ル思想地図を描く。
　脱成長の先駆者の水脈を発掘するこの試みは，第 4章第 4節でさらに拡張する。欧米における産業社
会批判の思想家を 19世紀（産業革命期）と 20世紀後半（後期近代）の二つの時代に分けて網羅的に整理・
紹介した後，著者の視線は脱成長に共鳴する小説家，随筆家，ジャーナリスト，詩人に向けられる。過
去の著作と大きく異なるのは，本書では忘却されたフェミニズムの系譜も紹介されている点である。さ
らに近代以前の非西洋文化における思想家を「偉大な先人」と形容し，彼らの古の知恵が人新世の時代
の課題に向き合うヒントとなると述べている。

4．脱成長の原点にあるもの

　本書を繰り返し読むと，ラトゥーシュの脱成長論の原点が開発パラダイムの文化論的批判にあるとい
う点がはっきりと分かってくる。脱成長の理論研究には，エコロジカル経済学の影響を受けた経済成長
批判，ポリティカル・エコロジーの影響を受けた政治理論，社会関係資本の役割に注目した幸福研究，
オルタナティブな豊かさ指標研究など様々な潮流がある。著者はこれらの潮流の貢献を認めつつも，自
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らの脱成長理論をそのいずれにも還元しようとはしない。なんとなれば脱成長が根本的に重視するのは，
経済成長パラダイムに囚われた現代人の思考方法を反転させ，未来を描く構想力を解放することにある
からだ。
　著者は，「節度ある豊かな社会の構想は，政治権力の掌握によってではなく，精神の革命によって実
現される。何よりもまず，我々の想念を脱植民地化すること（décoloniser notre imaginaire）が重要だ」
（訳書 p. 112/原書 p. 96）と述べる。そしてコルネリュウス・カストリアディスの社会的想念の哲学に触
れながら，経済成長を目標としない「新しい想念の創造」が求められていると主張する（訳書 pp. 113―
114/原書 pp. 96―97）。脱成長社会は伝統的な左派の革命思想とは異なり，政治体制の転覆によっては実
現しない。何よりもまず，経済成長と進歩のイデオロギーからの内発的な自己解放（個人的・集団的次
元の双方において）が必要なのである。
　この主張の背景には，著者が長年取り組んできた開発パラダイムの人類学・精神分析学的批判
があることを忘れてはならない。例えば著者は 1989年に刊行された『世界の西洋化』（原題─
L’occidentalisation du monde, Paris, La Découverte, 1989）において，〈西洋〉（L’Occident）のパラダイム
としての開発が人文主義的な文化（教養，芸術）を消費財として普及させる一方で，世界各地に残るサ
ブシステンスとしての文化を破壊してきたことを批判している。その際，人類学者ピエール・クラスト
ルの「民族文化抹殺（ethnocide）」テーゼを引用しながら，サブシステンスの破壊が物理的かつ直接的
なものではなく，近代化が非西洋社会の民衆の心性（マンタリテ）にもたらす精神分析学的意味での〈抑
圧〉として生じていることを強調する。つまり，その 50年以上にわたる研究を通じて，ラトゥーシュ
の開発批判は消費社会のグローバル化による社会的想念の画一化─その結果としての自律性と構想力
の衰退─を問題視しているのである。
　彼の脱成長論もこの延長上にある。訳書『脱成長』では，消費社会を「抑圧」のシステムとか「経済
の全体主義」と形容する場面が繰り返し登場するが，著者が問題とする「抑圧」や「全体主義」とは，
人間や自然の搾取といった物理的暴力の次元以上に（もちろんこの点は考慮されているが），社会的想
念の次元に関わるものだ。
　第 4章の冒頭で著者は，脱成長を「経済の「全体主義」の抑圧を取り除く道」と定義する。その上で，
「何よりも重要なのは，地球の画一化と文化（cultures）の自殺の主因である合理的経済人パラダイム，
ないしは哲学者ヘルベルト・マルクーゼが言うところの「一次元的人間」パラダイムから抜け出すこと
だ」（訳書 pp. 109―110/原書 p. 93）と述べる。留意されたいのは，文化（cultures）が原文では複数形
である点だ。消費社会のグローバル化がもたらす社会的想念の画一化が，文化の多様性を破壊してきた
ことを暗に示す表現である。この趨勢に対抗して，脱成長は文化の多様性の再生を目指すが，それは「人
間の進化を「多元的な未来」と創造性あふれる空間を再び開く」（同），つまり未来社会の構想力を多元
化していくために必要なのである。
　以上の読解から分かるように，著者は地球環境問題に対しても文化論的視座から接近している。本書
第 1章の冒頭は，コスモス（有機的自然）と人間の関係についての省察から始まる。まず，近代西洋以
外の多くの社会が地球生態系の生命循環との共生を維持する知恵を持っていたが，近代の幕開けと技術
至上主義的な資本主義経済の台頭と共にその循環が断ち切られたと語っている。そして近代の「限度の
無さ」の暴走が消費社会のグローバル化へと到達する歴史を振り返る。
　著者によると，地球工学（ジオ・エンジニアリング）やトランス・ヒューマニズムなど，人新世の諸
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課題を人工的に解決しようとする技術至上主義的アプローチ─文中では「プロメテウス的プロジェク
ト」と形容されている─は，近代の「限度の無さ」を具現化したものに他ならない（訳書 p. 30/原書 p. 

23）。近代が引き起こした問題を更なる近代化によって解決しようとするこのアプローチは，単線的な
進歩の思想に囚われた発想である。
　単線的な進歩の思想は「世界の西洋化」と同時に「世界の技術化」を推進する。ラトゥーシュは
1995年に刊行された『メガ・マシン─テクノサイエンスの理性，経済理性，進歩の神話』（原題─
La mégamachine: Raison techno scientifique, Raison économique, et mythe du progrès, Paris, La Découverte, 

1995）において，この問題を包括的に考察している。ライプニッツの可能世界論に由来する進歩の神話は，
第二次世界大戦後に技術至上主義的な開発の時代を生み出し，持続可能な開発へと進化した。持続可能
な開発の根底には，「見えざる手」と「利害の調和」が可能世界の中の最善の世界を保証するという信
仰があり，自然は経済理性に取り込まれ，その人工化が進んでいく5）。進歩の神話に囚われている限り，
持続可能な開発は〈西洋〉のプロジェクトで在り続ける。
　脱成長が持続可能な開発と決別するのはまさにこの点においてだ。ラトゥーシュは，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）へと転換するのである。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6）。
　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，近年流行する人新世の言説は，気候変
動に対して地球工学の推進（e.g. Paul Crutzen）を提案するか，あるいは終末論的破局主義（e.g. Pablo 

Servigne）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，地球工学は際限の無い進歩の思想の延長上に，破局主義はその機械的な反転の上に議論を展
開している。
　本書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。ラトゥーシュは西洋中心主義的な普遍主義に代る
展望として「多元世界（pluriversalisme）」（訳書 p. 74/原書 p. 62）を掲げる。Pluriversalismeとは，空
間軸と時間軸で異なる含意をもつ造語だ7）。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），

5）　Latouche, La mégamachine, pp. 126―127.
6）　クストーの思想がラトゥーシュの脱成長論と通底する視座を有していることは，服部英二編著『未来世代の権利
─地球倫理の先覚者 J―Y・クストー』（藤原書店，2015），服部英二『地球倫理への旅路』（北海道大学出版会，2020年）
において詳しく触れられている。

7）　ラトゥーシュはこの語の着想を米国の哲学者ウィリアム・ジェイムスとスペイン・カタルーニャ地方の宗教哲学
者ライモン・パニッカーの思想から得ている。コロンビアの人類学者アルトゥロ・エスコバルも同様に pluriverse
という概念を用いているが，その用法は空間論的側面が強く，「複数の文化世界（宇宙）が共存する世界」という
意味合いである（参照─ Arturo Escobar, Designs for the Pluriverse, London and Durham, Duke University Press, 
2018）。これに対してラトゥーシュの場合は，空間軸に加えて時間軸の側面が強調されており，pluriversalismeとい
う語で単線的な進歩の思想に対して進化の道が複数存在することを含意する。



69

つまり未来が複数存在することを指す。ラトゥーシュの脱成長論は，文化の溜めをどこまでも多元化し
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。

5．文化の多元化から制度のデザインへ─近年の研究動向

　以上の解説から，ラトゥーシュが脱成長を文化理論として発展させていることが理解できるだろう。
ところでこのような文化論的アプローチは，制度デザインの側面が後景に追いやられるという弱点もあ
る。著者は文化の多様性を強調するあまり，脱成長社会の政治制度を具体的に記述することを避けよう
とする傾向がある。例えば，本書第 2章第 3節は「国家と脱成長」というタイトルがついており，脱成
長プロジェクトと政治の関係が議論されている。しかし著者は，近代政治のあらゆる体制が，その政治
イデオロギーに関係なく，すべて生産力至上主義的であったことを指摘し，政治権力を掌握する形での
社会変革を拒否している。南部メキシコのサパティスタ運動やガンディーのスワラージ思想など，アナー
キズム的な自律自治運動を評価する一方で，近代政治の基本単位である国家の制度デザインについては
具体的言及を避けている。脱成長の政治制度が文化によって多様に変化することを指摘するに留まり，
それ以上の具体的な制度デザインの道を理論化しようとしていない。文化の次元を強調すれば制度の次
元が後退し，制度の次元を強調すれば文化の次元が後退するというジレンマが生じるのである。
　ラトゥーシュが文化の次元にこだわるのに対して，近年の脱成長研究は制度デザインの方向へと進ん
でいる。この研究動向の変化には欧米諸国の社会背景の変化が大きく関係している。2008年の米国発
金融恐慌は欧州経済に大きな損害を与えた。欧州連合（EU）は公的債務問題を抱えた南欧諸国に対し
て緊縮財政政策を強制し，これらの国は深刻な経済的・社会的危機に直面した。何よりも問題だったのは，
金融恐慌の教訓にも関わらず，経済・政治のエリートたち─「グローバル・ミノタウロス8）」─は
抜本的な構造改革に踏み切らず，格差拡大を促す政策を導入した。この状況に異議申し立てをする大規
模な民衆蜂起が 2011年 5月 15日にスペインで起こり（M15運動），同年 9月には米国のウォールストリー
ト占拠運動（Occupy Wall Street）へと波及した。以後，世界各地で格差是正を求める社会運動が連鎖
反応的に発生し，その動きは 2018年にフランス全土を席巻した黄色いベスト運動（gilets jaunes）まで
続く。
　反緊縮・反格差の民衆運動の拡大は，政治の変革を目指す新しい左派政治運動を生み出した。南欧で
は EUの緊縮財政政策に反対するギリシャの急進左派連合（Syriza），スペインのポデモス，イタリアの
五つ星運動が民衆の支持を集め，英国ではジェレミー・コービン率いる労働党が，米国では民主党最左
翼のバーニー・サンダースが人気を集めた。これら 2010年代の新しい左派に共通するのは，民衆の声
を拾い上げて政党政治に参加型民主主義の要素を取り入れようとする点で，「ポピュリズム」の性格を
有する点だ。
　特に注目すべきは，南欧の「ポピュリスト」左派政党の中には，強弱の違いはあるにせよ，脱成長派

8）　Yanis Varoufakis, The Global Minotaur: America, Europe and the Future of the Global Economy, London: Zed-Books, 
2011.
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の様々な提案が政策プログラムに取り入れられている点である。新自由主義政策による格差拡大と気候
危機が加速化する中で，反緊縮・脱新自由主義の政治制度と公共政策を構想する必要が出てきたのであ
る。脱成長にも具体的な政治プロジェクトが要求されるようになり，脱新自由主義的な公共政策や制度
のデザインが研究課題となってきた。
　イタリアの経済学者ステファノ・バルトリーニの『幸せのマニフェスト9）』（原題─ Stefano 

Bartolini, Manifeto per la félicità, Roma, Donzelli Editore, 2010）は，この状況に応答した最初期の著作の
一つである。本書は金融危機下のイタリア社会を背景に書かれており，欧米諸国の幸福度低下の原因が
コモンズの衰退にあること，そして人々を消費中毒に陥れる現代社会システムにあることを，様々な統
計データとともに明らかにしている。その上で脱成長社会の実現には社会関係の豊かさとコモンズの再
生が必要であると主張し，「関係の豊かな社会」を構築するための学校教育改革，労働環境改革，都市
公共空間改革，医療制度改革を提案している。
　脱成長社会の制度デザインが最も進んでいるのは，おそらくバルセロナ学派の研究においてであろう。
スペインのバルセロナ自治大学では，ギリシャ出身のエコロジカル経済学者ヨルゴス・カリス，イタリ
ア出身のエコロジカル経済学者でありグラムシ研究者であるジャコモ・ダリサ，スペイン出身のポリティ
カル・エコロジストのフェデリコ・デマリアが中心となり，バルセロナを脱成長社会へと移行させる具
体的な政策研究が行われている。（これら 3名の研究者が，反緊縮・脱新自由主義左派が活性化してい
る南欧の三つの国出身であることに注目されたい。）
　彼らは 2014年に『脱成長─新しい時代のための語彙』（原題─ Giacomo D’Alisa, Federico 

Demaria and Giorgos Kallis, eds., Degrowth: A Vocabulary for a New Era, London: Zed-Books）というアン
ソロジーを編集し，脱成長運動の基礎となる社会理論（生物経済学，フェミニスト経済学，環境正義，
開発批判，定常型経済，コモンズ etc）と実践（協同組合，地域補完通貨，デジタル・コモンズ，エコ・
コミュニティ etc）をまとめた10）。
　その後彼らは，欧米のエコフェミニスト達の間で展開している脱成長研究（及び批判）を吸収しながら，
環境政策にエコフェミニズム的視座を取り入れた「脱成長型グリーン・ニューディール政策」を構想し
ている。その具体的内容は 2020年秋に米国の人類学者スーザン・ポールソンとの共著で刊行された『な
ぜ，脱成長なのか』（上原裕美子，保科京子訳，NHK出版，2021年）（原題─ Giorgos Kallis, Susan 

Paulson, Giacomo D’Alisa, Federico Demaria, The Case for Degrowth, Cambridge: Polity Press, 2020）の中
で議論されている。同書では，化石燃料依存の産業部門に大胆な環境税を課して脱炭素経済への移行を
促すと同時に，その他の課税も合わせた財源を基に「ベーシック・ケア・インカム」制度を設立し，ケ
ア労働に従事する女性や移民などマイノリティーのエンパワメントを行うことを提案している。
　特筆すべきは，バルセロナ学派の提案の一部は現地の自治体政治の中で既に進行中であるという点だ。
2010年代に入り，バルセロナを含むスペイン・カタルーニャ地方の各自治体は脱新自由主義へと政策
転換を行い，水道・電気事業の再公営化，エネルギー・シフト，女性の政治参加の促進，自動車の規制
とサイクル・ロードの設置，マス・ツーリズムの規制による歴史地区の不動産価格高騰の抑制など，欧

9）　邦訳は，『幸せのマニフェスト─消費社会から関係の豊かな社会へ』中野佳裕訳，コモンズ，2018。
10）フランス語版は，フランスの研究者の書下ろし論文を新たに加えて 2015年に刊行された。Giacomo D’Alisa, 

Federico Demaria et Girogos Kallis, sous-dir., Décroissance: Vocabulaire pour une nouvelle ère, Neuvy-en-Champagne, Le 
Passager Clandestin, 2015.
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州の「ミュニシパリズム」運動の模範例ともなる様々な公共政策を実施している11）。2017年にはバルセ
ロナ市のイニシアチブによって，脱新自由主義社会を目指す「恐れない都市（Fearless Cities）」国際ネッ
トワークが誕生した12）。バルセロナ学派の脱成長理論は，同市で起こっている政治変革をその内側から
省察し，その動きを急進化させる方向で研究を進めている。
　紙幅の関係でこれ以上網羅的に紹介できないが，脱成長派の研究者による制度デザインはいずれも，
市場とも国家とも位相を異にするコモンズ（commons）ないしはコミュニティ（communities）の領域を，
自治体政治の刷新を通じて再創造しようとしている13）。つまり脱成長社会への移行の条件として，新自
由主義政策と決別した公共政策の必要性を主張しているのだ。政治プロジェクトとして脱成長を理論化
しようとする試みは，ローカル政治の次元を超えて国家の制度改革にも踏み込んでいる14）。
　草の根の社会運動を通じて自治体政治を刷新し，ボトムアップ式に公共性（地域社会，国家，グロー
バル社会）を再構築する─この試みは，21世紀初頭に出現した反グローバリズム左派の社会運動（グ
ローバル・ジャスティス運動）が長年追求してきた戦略であり，脱成長運動も脱新自由主義を目指すこ
のグローバルな運動のダイナミズムと連動しながら，独自の制度デザインを行っているといえる。今後，
脱成長の制度デザインは，コモンズの再創造を目指す他の社会理論の潮流と議論を深めながら進んでい
くことになるだろう15）。

11）欧州ミュニシパリズムの動向に関しては，オランダのトランスナショナル研究所から刊行されている下記の著作
が参考になる。Satoko Kishimoto and Olivier Petitjean, Reclaiming Public Services: How cities and citizens are turning 
back privatization, Transnational Institute, June 2017. カタルーニャ地方の各自治体における公共サービスの再公
営化は，第 10章を参照されたい。また，女性の政治参加の促進やマス・ツーリズムの規制などの政策に関して
は，Barcelona en Comú with Debbie Bookchin and Ada Colau, eds., Fearless Cities: A Guide to the Global Municipalist 
Movement, Oxford: New Internationalist Publications, 2019を参照されたい。

12）Barcelona en Comú et al, ibid..「恐れない都市」の小史を日本語でまとめている本としては，斎藤幸平『人新世の「資
本論」』（集英社新書，2020）が参考になる。

13）本文で紹介した以外の研究としては，下記の著作がある。Gilbert Rist, La tragédie de la croissance: Sortir de l’impasse, 
Paris, Les Presses de Sciences Po., 2018; Barbara Muraca “Possibilities for Degrowth: a radical alternative to the 
neoliberal restructuring of growth-societies” In J. Keller, K. Legun, M. Carolan and M. Bell, eds. Cambridge Handbook of 
Environmental Sociology, Vol 2., Cambridge, Mass: Cambridge University Press, 2020, pp. 478―496.

14）Giacomo D’Alisa and Giorgos Kallis ‘Degrowth and the State’, Ecological Economics, 169 (2020), pp. 1―9. この論文では，
英語圏とフランス語圏の脱成長研究に国家に関する包括的な考察が欠けていることから，脱成長の視座から国家理
論を構築する必要性を提案している。著者はイタリアの政治思想家アントニオ・グラムシの国家理論を援用し，国
家を単なる抑圧装置としてではなく，草の根の社会運動をエンパワメントする機能も持つものとして捉える必要性
を説く。国家の制度改革を通じた新たなコモン・センスの構築を提案している。

15）コモンズの再創造を目指す現代社会理論は大きく 4つの潮流に整理できる。第一の潮流は，経済学者エレノア・オ
ストロムの共通プール・リソース研究の流れを汲む政治経済学である。自然資源の共同管理だけでなく，デジタル
社会における知識や情報の共有（デジタル・コモンズ），気候に代表されるグローバル共有財の管理について研究
が進んでいる（参照─ Benjamin Coriat, La pandémie, l’anthropocène et le bien commun, Paris, Les liens qui libèrent, 
2020）。第二の潮流は，経済学者ジェレミー・リフキンの協働型コモンズ（collaborative commons）論である。リフ
キンの研究はデジタル・テクノロジーの進化に注目したもので，「もののインターネット（Internet of Things: IoT）」
の普及が共有化の実践を推進し，資本主義経済の内側から脱資本主義的な共有型経済が生まれる可能性を主張して
いる（参照─ジェレミー・リフキン『限界費用ゼロ社会─〈モノのインターネット〉と共有型経済の台頭』柴
田裕之訳，NHK出版，2015）。第三の潮流は，アントニオ・ネグリ＆マイケル・ハートが概念化した〈共＝コモン〉
（the common）の理論だ。ネグリ＆ハートは，グローバル資本主義に抵抗する多様な民衆〈マルチチュード〉がイ
ンターネット上やリアルな社会生活の中で共有化の実践を行うことで，市場にも国家にも依存しない自律的な協働



72

6．おわりに

　本稿は，訳書『脱成長』の読解を中心にセルジュ・ラトゥーシュの脱成長理論の特徴を考察した。脱
成長社会への移行を成功させるために，ラトゥーシュは世界各地の反生産力至上主義的な思想文化を再
訪し，「節度ある豊かな社会」が多様な文化の文脈の中から創造される道を模索する。消費社会のグロー
バル化に対抗して文化の溜めを多元化していくこのアプローチは，欧州の文脈では，地域固有の持続可
能な食文化の再発見・再評価を行うスローフード運動16）や，生物流域を基本単位に風景や近隣農村と調
和した都市づくりを目指すイタリアの地域主義17）（territorialismo）と共振する。またこのアプローチは，
日本の文脈においては，玉野井芳郎の地域主義，鶴見和子の内発的発展論，吉本哲郎の地元学と通底す
るものがある。これら日本の地域づくりの理論は，戦後の地域開発がもたらしたサブシステンスの破壊
を反省し，地域固有の生命系をその風土的個性を尊重しながら維持していく視座を提供している18）。
　しかし，第 5節でまとめたように，近年の脱成長研究は制度デザインの研究に傾いており，草の根の
社会運動と革新的自治体の連携を通じて格差と気候危機に対応する脱新自由主義的な政治プロジェクト
の理論化へと向かっている。現代世界が直面する複合的危機に対応するための制度と政策の構想は，脱
成長社会への移行を具体的に実践していくためにも重要である。ラトゥーシュにおいては文化の革命を
通じて多様な自律自治政治を生む可能性が模索されていたが，近年の脱成長研究では，政治制度の変革
を通じて社会全体の文化を変えていく方向が模索されている。政治プロジェクトとしての脱成長の重要
性は，日本の文脈では，斎藤幸平の近著19）の中で議論されている。
　文化理論から制度デザインへ─脱成長研究のこの流れは，後戻りできない流れであるのだろうか。
筆者の答えは否である。文化理論としての脱成長論において政治の次元が後退しがちであるように，政
治プロジェクトしての脱成長論には文化の次元が後退してしまう傾向がある。21世紀初頭のラテンア

の領域が生成される可能性を指摘し，この領域を古典的な意味でのコモンズ（共有地）と区別するために〈共＝コ
モン〉と呼んだ。後にこの着想は，フランスの社会学者＆哲学者のピエール・ダルドーとクリスチャン・ラヴァル
によって取り上げられ，〈共＝コモン〉を脱新自由主義社会の基礎として制度化していく構想が提案されている（参
照─ Pierre Dardot et Christian Laval, Commun: Essai sur la révolution au XXIe siècle, Paris, La Découverte, 2014）。
第四の潮流は，イヴァン・イリイチの自律社会論である。『コンヴィヴィアリティのための道具』（1973）でイリイ
チは，自立共生的な道具を発明することで産業社会に依存しない自律的な生活領域を創出することを提案したが，
この考えは 1982年に刊行された『ジェンダー』においてコモンズの再評価へと発展した。この考えは 21世紀になっ
て米国のデヴィッド・ボリアによって新たに取り上げられ，アナーキズムの立場からコモンズの再創造が模索され
ている（参照─ David Bollier, Renaissance des communs, Paris, Editions Charles Léopold Mayer, 2014）。

16）Carlo Petrini, Cibo e libertà: Slow Food: storie di gatronomia per la liberazione, Firenze, Slow Food Editore, 2013. ラ
トゥーシュによるスローフードの考察としては，下記の本を参照されたい。Serge Latouche, L’abondance frugale 
comme art de vivre: bonheur, gastronomie et décroissance, Paris, Edition Payot & Rivages, 2020.

17）Alberto Magnaghi, Il Progetto Locale: Verso la coscienza di luogo, Nuova edizione accresciuta, Torino, Bollati 
Boringhieri, 2010.

18）玉野井芳郎の理論的視座は，ニコラス・ジョージェスク＝レーゲンの生物経済学，カール・ポランニーの経済人類
学，イヴァン・イリイチの産業社会批判に依拠している点において，ラトゥーシュと最も近い。鶴見和子の内発的
発展論は，南方熊楠の曼陀羅の再評価を通じたコスモロジーの転換を目指しており，ラトゥーシュの脱成長が最終
的に目指す多元世界の視座と共振する。吉本哲郎が『地元学をはじめよう』（岩波ジュニア新書，2008）においてま
とめた地元学の実践方法は，ラトゥーシュが提案する脱成長の好循環（8つの再生プロジェクト＝ 8R）と相通ずる
ものがある。

19）斎藤幸平『人新世の資本論』前掲書。
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メリカ左派政権の経験が示すように，政治の変革は確かに公共性の再構築を促し社会生活を改善するこ
とに大きく寄与するが，周期的に行われる選挙によって政権交代が起これば，再び政策の揺り戻しも起
こる。また，日本の地域づくりの実践を見た場合，地方の半島・島嶼部や中山間地で長年取り組まれて
いる地域づくりは，地域に潜在する文化の溜めの中からオルタナティブな生活を再発見・再評価してい
く内容のものが多く確認される。文明移行という長期的な視座に立った時には，政治制度の浮沈に左右
されない文化理論としての脱成長論の役割が，より重要性を増すのではないだろうか。
　筆者の今後の研究は，脱成長派の制度デザイン研究の進展に目配りしつつも，過度な政治主導主義に
陥ることなく，多元世界を描く思想として脱成長を深化させていくことだ。特に，脱成長と通底する日
本の思想と実践を人文・社会・自然科学の幅広い分野の中から発掘していき，その可能性を再発見・再
評価していくことで，欧米の脱成長派や中南米の脱開発学派とは異なる仕方で多元世界を描く道を模索
してみたい。


