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世界「最終」戦争論 近代の終焉を超えて 内田 樹・姜 尚中（集英社新書） 

2016年 11月 19日 櫛野幸孝 

 

はじめに――悲劇の氾濫の中で 

 歴史を動かす力とは、人間のこれまでの歩みを世界史として総括し、その到達点を近代 

――すなわち「西洋」への道のりとして描いたヘーゲルは、その力を、自由の理念の苦難

に満ちた歩みとして表現した。 

 しかし、二度にわたる世界大戦と大量殺戮、原爆投下とホロコースト、朝鮮戦争・ベト

ナム戦争、湾岸・イラク・アフガン戦争、空爆やテロなど、今も続く殺し合いの惨劇を見

れば、ヘーゲル的な楽観論は、跡形もなく消え失せる。にもかかわらず、ヘーゲルのテー

ゼは現代的な意味を失っていない。一つは、人間が、歴史が、そして世界史が大きく旋回

していくのは、悲劇的な出来事によってであるということ。もう一つは、西洋中心ではな

く、“分散した”場で生きているにしても、グローバル化され、すべてがどこかで繋がって

いるたった一つの世界であり、言葉の真の意味で、世界史といえる歴史を生きているとい

うことである。つまり、「近代の子ども」なのだ。 

 戦争は、悲劇の最たるものである。多くの人命が失われて来たのが、自由の理念が勝利

し、人権の尊重が謳われ、空前の豊かさが実現された 20世紀に起きたのである。第二次世

界大戦が終わったとき、多くの人々が、もう二度と再びあのような悲劇を繰り返すまいと

誓った。しかし、殺戮は決してやむことなく、自由の勝利があまねく地表を覆う世界は、

自由を押さえ込む世界へと反転しようとしている。難民とテロという悲劇が、境界を超え

て溢れ出している。今、迫
せ

り上がりつつあるのは、ポピュリズムという「21世紀の野蛮」

なのである。しかも、自由を建国の基本理念とし、近代の「正統」と見なされたアメリカ

とフランスにおいて顕著に見られる。「21世紀の野蛮」の台頭が意味しているものとは、自

爆を覚悟している人々や集団を巨大な軍事力や核の抑止力で押さえ込むことができるだろ

うか。 

 戦場と銃後、戦時と平時、悲劇と喜劇といった区分すらほとんど意味をなさなくなる時

代が始まろうとしている。この「汎悲劇主義」が、近代の成れの果てであるとすれば、永

続的に続く世界史を生きていかざるを得ないのか。それとも別の近代への入り口があるの

か。                                    （姜） 

 

序章 問題提起 世界は「最終戦争」に向かっているのか 

 現代という時代がどんな時代なのか。 

 冷戦のはじまりは、第一次世界大戦前後から始まっていた。第一次世界大戦で初めて出

現した「総力戦」が、レーニン主義に多大のインスピレーションを与え、「全体国家」のイ
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メージを与え、それがソ連邦という国家に実現されたことになる。でも、先進資本主義国

家が、国家という「管制高地」を資本の利潤率極大化にとって桎梏とみなし、新自由主義

的な方向に舵を切って以来、国家という図体の大きい「管制高地」の重圧に苛まれていた

ソ連邦の停滞と劣化は明らかであった。この意味で、冷戦は、第一次世界大戦後から 1970

年代の終わりの 60年間くらい続いていた。冷戦といっても、あくまで「西欧」を土台とす

る近代の枠の中での対立に過ぎない。 

 さらに、第一次世界大戦より百年を遡れば、ウィーン会議によって成立した神聖同盟の

時代に行き着く。この同盟は、神聖ローマ帝国をイメージしながら、フランス革命・ナポ

レオン戦争以後の近代としてのヨーロッパに対する世界秩序復権の試みであった。ウィー

ン体制から第一次世界大戦の勃発まで、ヨーロッパは「平和の百年」を享受。19世紀の半

ばから、ヨーロッパではフランス革命のレガシーが息を吹き返し、「西欧」の純化された飛

び地とも言えるアメリカでは南北戦争を経て、新アメリカの台頭が始まろうとしていた。

つまり、19世紀から 20世紀の 200年近く、ヘーゲルの考えたように「西欧」を土台とする

近代の生成、発展の時代だったと言える。ウィーン体制崩壊後の国民国家の簇生
そうせい

の歴史を

見てもわかるように、あくまでも国民国家体制の枠の中で展開されて来た。 

 1970年代末には、国民国家のシステムと自己調整的な市場経済が存在し、後者の自己調

整的な市場経済はグローバルに地球を吞み込み、国民国家は、一定の領土と空間に縛り付

けられ、市場経済と国民国家との齟齬はコントロール不能に陥りつつある。それでも、そ

の齟齬や軋轢は、あくまで近代という枠の中の矛盾として意識され、世界史は近代の「正

統」としてのフランス革命の国とアメリカ独立革命の国を雛形に展開していくものと考え

られていた。すなわち、自由という基本的な原理であり、自由に関して、二つの国は原理

主義的な態度をとっている。 

 冷戦が終結し、近代が全面開花し、世界がすべてアメリカやフランスに見習って自由を

原理に国家や社会制度が形作られていくに違いないと思われたとき、自由を基本的な原理

とする国家とは違う国家が、「イスラーム復興主義」を掲げて登場し、「西欧」を土台とす

る近代そのものが揺らぐとともに、自由の原理そのものを「国是」とする国家が、それを

否定する方向へと動こうとしている。フランスとアメリカほど、中東などの地域に軍事的

介入を続けてきた国家はないかもしれない。 

 そうした中、パリで衝撃的なテロ事件が起きた。「世界“最終”戦争」の予兆ではないか

と思える。この 10年くらいにフランスで起きたことを見ていると、フランスという国がか

なり呪詛の対象となっている。今回のパリでのテロ事件を含めて、フランスでの暴動やテ

ロというのは、明らかにアメリカの 9・11とは違う起こり方をしている。フランスの中で

育ったホームグロウン・テロリストによるものであり、民族とは何か、国家とは何かとい

う問題を問い続けている。                          （姜） 
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第一章 液状化する国民国家とテロリズム 

 フランスはイスラーム系の移民を 500 万人、人口全体の一割近くを抱えているが、適切

に統合されていない。パリ郊外にパンリューと呼ばれるスラムがあり、そこに押し込めら

れている。フランスは階層社会だが、その階層差の指標は文化資本の差である。階層差は

教養やマナーや美的感受性・言葉遣いによって表示されるが、そのような文化資本は成人

してからの学習努力では身につかない。「生まれ育ち」で決まる。 

 シリアやレバノンはもともとフランスの委任統治領である。第一次世界大戦後、中東を

植民地支配してきたわけだけれど、その支配期間を通じて、政治的・経済的に自立できる

ような社会インフラの整備を行ってこなかったし、行政や司法・医療・学校のような制度

資本の充実に資源を投じていない。 

 政教分離の原則はフランス人にとっては近代市民革命の「誇るべき成果」の一つなのだ

が、カトリックが深く政治に関与している現状よりは「ましな解」として選択された。今

のフランスは 19世紀の宗教を「私事」に押し込めて、公的な場面に登場させないという抑

制が「社会正義」であった時代とは違う。国内に宗教についての複数の態度が共生しうる

ということをフランスは証明してみせるべきである。 

 フランスの知識人たちは、1930年代から後のフランスの政治的経験の総括がちゃんと

できていない。最大の罪は「フランスは敗戦国である」という事実を隠蔽したことである。

フランスは 1939 年にドイツとの戦争が始まってまもなく、マジノ線を破られ、北半分は

ドイツの直轄地域、南半分が対独協力のヴィシー政権の支配下に入り、大量の労働者をド

イツに送り、国内ではレジスタンスを弾圧し、組織的にユダヤ人狩りをして、事実上の枢

軸国だった。そのような戦争犯罪に加担した国には、戦勝国を詐称したり、国連の常任理

事国になったりする倫理的権利はない。 

 このところ、仏極右政党の国民戦線は議会選挙でも、第一回投票では一位であり、第二

回投票の時に他の政党が合従連衡して統一候補を出し、国民戦線が第一党になることを抑

えている。フランスの国民戦線のような極右政党がこれだけ支持されている事実は、「自

由・平等・友愛」という「表の顔」の裏に、ファシズムと反ユダヤ主義と移民排斥の暴力

的な顔を常に隠し持っていることである。「極右の勢力伸長」というよりは、「国民国家の

解体」という事態である。国民国家という統治単位そのものが、歴史的条件を失って液状

化しつつある。今の右傾化傾向は、国民国家の解体過程で生じている「きしみ」や「悲鳴」

に近いものだ。                              （内田） 

 ＩＳだけでなく、アルカイダも含めて、イスラーム過激派といわれている人たちがアメ

リカとフランスを重点的にターゲットにしているように見える。共和制を敷き、人民主権

という基本的な近代民主主義の原理を作り上げたのはフランスとアメリカだと思うが、テ

ロの標的にされる共通点は？                        （姜） 

 アメリカは、聖書の教えに基づく理想的な宗教国家を作るという国家プランが明示され

ていた。フランスは、王制を打破し、カトリックの精神的な支配を否定して、非宗教的な
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市民社会を打ちたてた。アメリカは宗教的であり、フランスは非宗教的である点ではまる

で反対だが、いずれも原理主義的である点においてはよく似ている。 

 自分たちの国がどういう原理原則に基づいて作られてきたか、それがきちんと言葉にさ

れていない。アメリカの場合は、自分たちの国がネイティブ・アメリカンを虐殺し、建国

時点での「原罪」を認めること。フランスは、近代市民社会の理念の発祥の地であると同

時に、反ユダヤ主義もファシズムも発祥の地であり、凶悪な政治的イデオロギーの培養地

でもあった。 

 国民国家が液状化しているときに、とるべき政策を一国レベルで出してもしようがない。

歴史の流れは止められない。国民国家の液状化の流れは、ある種の復元力・補正力の働き

ではないか。19 世紀末ぐらいの状態が安定的な世界秩序の形ではなかったか。そこへリセ

ットしてやりなおしてみてはどうか。そのような歴史の復元力が働いているのではないか。

一国単位でできることは、その流れを見極めて、その中でできるだけ被害を少なくするよ

うにする。グローバル化の進行に伴って国境線がなくなり、通貨、言語、度量衡、法律、

価値観が同一化され、資本も情報も商品も人間も、クロスボーダーで自由に動きまわる。

グローバル資本主義のプレイヤーたちは巧妙にやっている。金のあるやつにはクロスボー

ダーな運動を許す。移民でも、労働力が足りないときはどんどん入れて、経済成長が止ま

ったら、もう要らない。国境を越すことは「金儲けになる話」ならオッケー、そうじゃな

いならダメというダブルスタンダードを使い分けている。国民国家の国境はもう機能しな

いほうがいい、させないほうがいいというのが世界的な合意である。その代表的なのが自

民党の憲法草案である。基本的人権のほとんどを制約しようとしている。ただ、一箇所だ

け、その私権の制約が解除されている条文がある。「居住・移転の自由と職業の自由」に関

わる条項で、日本国憲法では、「何人も、公共の福祉に反しない限り、居住、移転及び職業

選択の自由を有する」「何人も、外国に移住し、又は国籍を離脱する自由を侵されない」と

あるが、自民党草案では「公共の福祉」がはずされている。自己利益のために国民国家の

国境線を越えて活動し、日本国籍を捨てる人間の活動は優先的に配慮されなければならな

い。日本の極右政権は、日本国憲法の定める立憲デモクラシーの共和制的な縛りは捨てた

い。グローバル資本主義に最適化したビジネスのしやすい国を作るために行政府に完全な

フリーハンドを与えたいと願っている。グローバル資本主義が進行していく限り、人間が

クロスボーダーで移動することは止められない。経済がグローバル化すれば、国境を越え

る移民・難民が大量発生するのは当然予測されているはずである。       （内田） 

 

第二章 我々は今、疑似戦時体制を生きている 

戦争のカテゴリーの変化をシンボリックに言うと、カラシニコフ vs.核抑止力という感じ

ではないか。核というのは確かに「超破壊的な」武器だけれど、簡単には使えない。昨今

のテロを見ると、カラシニコフ一丁で、自分が死ぬつもりであれば、大変なことができる。

17世紀ぐらいから陸上戦を戦って、戦争法規が作られた。地上軍の正規軍同士が戦って、
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どちらかが降伏すれば、その時点で戦争法規に従って捕虜の扱いや敗戦国の民間人の処遇

を決めてきた。現代の戦争になると、戦争の場が陸上だけでなく、海に広がり、空に広が

っていくことで、民間人を全部殺戮してもいいという殲滅の概念が前面に出て来る。今、

誤爆と言っているが、この表現はあり得ない。空まで戦争が広がっていった時点で民間人

と正規軍の区別をなくしているのだから、今の空爆は確実に民間人を殺しているという前

提で成り立っている。そういう戦争形態が定常化しつつある今、戦場で行われていること

が、ブーメランのようにテロという形で日常生活の中に戻って来ている。銃後と戦場で分

けていたその国境の論理が崩れて、日常生活に戦場の光景があらわれてくる。それが、今

我々が置かれている状況である。                       （姜） 

中田考（イスラーム法学・神学）は、戦争とテロは「原理の問題」なのか「程度の問題」

なのかという問いを投げてきた。中田は「程度の問題」としてとらえようとしている。確

かにパリのテロでは 100 人以上の市民が死んだけれども、現に、日本では年間の自殺者が

2 万 4000人である。アメリカでは毎日 100 人近くが銃で自殺したり撃たれて死んでい

る。こういう構造的な暴力を生み出す社会こそ「テロ社会」ではないか。資料によると真

珠湾攻撃のときの日本海軍の戦死者はわずか64名である。アメリカ側の死者は2400人。

帝国海軍が戦闘能力を失ったミッドウェー沖海戦で死んだ日本軍の兵士は 3000 人です。

戦局の帰趨を決した戦闘だから、大変な数の死傷者が出たんだろうと思ったが、3000 人

「に過ぎない」わけである。あの戦争で最終的に日本人は 300万人死んでいる。原爆では

広島と長崎で 20万の市民が死んだ。数字を見比べて見ると、真珠湾攻撃と原爆投下を同じ

「戦争」の中の二つのエピソードと括って論じるのは不合理ではないか。戦争はおそらく

ある時点で「制御不能」になる。負けが込んでくると、戦争指導部は理性を失い、結果的

に自国民の虐殺に同意することになる。死者 64人と死者 300万人は、「たかだか程度の

問題」ではあるが、「たかだか程度の問題」ではない。「戦争というもの」を廃絶するかと

いう「原理の問題」ではなく、いかに死者の数を減らすか工夫することができるという「程

度の問題」にシフトすべきではないか。戦死者の数、テロリストによって殺される市民の

数をどうやって抑制していけるかを、技術的・計量的に考えるほうが合理的である。 

幕末から 1945年までの日本人は、準戦時体制というか、戦時体制そのものの中で生き

てきた。1945年以降の 70 年間の平和は日本国憲法のおかげである。世界で唯一日本だ

けが享受している巨大な特権である。                    （内田） 

戦後の平和も後背地があったからできた。沖縄もある種の日本の後背地で、そこにほと

んどの基地を預けることができた。しかし今、沖縄の基地への反発が大きくなり、独立論

も出て来ているのは、沖縄は日本の後背地の役割を引き受けませんということである。そ

の中で憲法を変えて、軍事力を強くして、正気とは思えないことを平気でやろうとする人

たちがいて、そのほうがいいという流れが現実にある。             （姜） 

一番大事なのは、「金より命が大事」という常識を思い出すことだ。日本の場合、自動車

産業が国内産業全体を牽引してきた。あらゆる産業が自動車産業と一蓮托生状態だったが、
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限界に来た。自動車輸出で日本経済を回すことはできそうもない。それに代わるものとし

て兵器産業に飛びついた。兵器は市場が絶対に飽和しない夢の商品である。資本主義が成

長の限界に達したときに、兵器産業にすがりつくのは経済的合理性から考えたら当然の結

論である。世界中で戦争が起きていることが必要となり、ビジネスマンたちは戦争を希望

する。そういう人たちが「戦争ができる国」になりたいという安倍首相を支持している。

成長の余地がない。だから、壊すしかない。人間が住んでいるところを破壊すれば、そこ

に新しい需要が生まれる。倒錯している。だから「金よりも命が大事」という当たり前の

ことを肝に銘じなければならない。                     （内田） 

 

第三章 帝国再編とコミューン型共同体の活性化 

 今、中東で起きていることは「オスマン帝国への回帰」という風にも見ることができる。

新疆ウイグルから、カザフスタン、トルクメニスタン、アゼルバイジャンと続くエリアは、

今中国が「一帯一路」構想を持ち上げているけれども、トルコ系住民の居住する「スンナ

派回廊」で、人種的にも宗教的にも一続きである。この地域の人為的な国境線はいずれ消

滅して、代わって巨大なイスラーム圏が形成される可能性がある。シーア派イランは、ア

メリカ、ロシア、中国と連携して、これを抑制する動き出るであろうが、国民国家の求心

力が衰微すれば、人為的国境を越えて、宗教や言語や生活文化を共有する下位集団が横に

つながって、いくつかの「帝国圏」ができる。グローバル化ではなく、「帝国化」である。

今、「グローバル化」と呼ばれているのは、アメリカが主導しており、英語が公用語で、キ

リスト教が「国教」で金を持っている人間が一番偉いという価値観が共有されている。イ

スラーム共同体のほうがグローバル共同体としては、7 世紀から存在する老舗である。モロ

ッコからインドネシアに至る人口 16億の巨大な共同体がある。宗教、言語、食文化、服飾

規定、なかんずく「喜捨の文化」という固有の経済感覚を共有している。グローバル資本

主義の基本的な信憑がイスラームの価値観とは相容れない。 

 グローバル化は必ずローカル化を引き起こす。帝国というのは帝国臣民たち全員が同胞

としての一体感を感じるにはサイズが大きすぎる。自然環境が同一であったり、方言が同

一であったり、食文化や妻子が同一であったりするローカル共同体が一時的に帰属意識を

感じる集団になる。                            （内田） 

 その一つのあらわれが、分離独立主義で、スコットランド、バスク、沖縄の独立路線が、

国民国家を液状化させることになる。                     （姜） 

 フランスやイタリアは基礎自治体がコミューンというもので、一つひとつサイズが違う

が、市長がいて、市議会があって市役所がある。一見すると非効率に見えるが、うまく機

能している。コミューンというのは昔のカトリックの教区であり、同朋意識という幻想を

ベースにしている。国民国家が液状化していく過程で、統合力も国民国家の統合力と一緒

に弱まるかもしれない。日本の場合、地域の生活文化の同一性に基づいてボトムアップで

形成された共同体を「廃県置藩」として基礎自治体を作る。中央集権を止めて、基礎自治
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体に権限を分散して、それらの自治体の緩やかな「連邦」として存在する。その形態のほ

うが収まりがよい。                            （内田） 

 

第四章 グローバリズムという名の「棄民」思想 

 ３・11の東日本大震災による原発事故が起きて、原発周辺地域から逃れてきた主婦から

「なんでうちらは東京の明るさのためにこんなことになるんですか」と詰め寄られ、事故

を起こした原発だけを見るのではなく、日本のエネルギーの基盤を支えていた石炭まで遡

って見る必要があるのではないかと考えた。日本の近代 150年のエネルギー政策がどのよ

うに推移してきたのか。炭鉱をルポした後に第一原発（福島）に入って、事故の収拾で大

体 7000人ぐらいが毎日働いているが、一切インタビューはできなかった。しかし、その人

たちがどこから来ているのかがわからない。季節労働者のように一時期だけ雇われ、どこ

から来て、ある時期働いた後、どこへ行ったのかはわからない。 

 三池（福岡県大牟田市）に三池工業高校があり、三池集治監
しゅうじかん

という刑務所の跡地に作ら

れたのだが、この刑務所には、西日本各県の監獄から刑期が 12年以上の囚人が集められ、

2000人もの囚人が三池炭鉱で採炭作業をさせられていた。落盤事故が起きても、囚人だか

ら補償も何もない、使い捨てである。三井に払い下げを行い、囚人たちの後に採炭作業を

していた労働者には与論島出身者が多い。炭坑節の歌詞は、田端義夫が謳っていた「19の

春」の歌詞によく似ていて、ルーツが与論島につながる民謡である。過酷な石炭採掘に駆

り出された労働者の序列をみると、まず囚人であり、次に日本に併合された琉球沖縄から

呼び、この人たちが最底辺である。与論島の人たちのほうが、朝鮮半島・中国から連れて

こられた人よりも扱いが悪い。 

 石炭から原子力、核エネルギーまで、エネルギーという視点から日本の近代を検証して

みると、人柱なしには国を動かしていく力になり得ない。第一原発の線量の高いところで、

日当いくらで働いている人たちだって、命を縮めているので、人柱である。汚染された福

島を追われて四散した人たちだって、故郷を奪われた棄民である。炭鉱労働者も、閉山が

始まってからいろんなところへ流れていった使い捨てられた棄民である。     （姜） 

 「成長の陰に棄民あり」というのはアメリカにも当てはまる。アメリカの農業は、植民

地時代のプランテーションから始まる。ネイティブ・アメリカンには「土地を所有する」

という観念がなく、土地代は無償であった。初期農業の労働力はアフリカから連れて来ら

れた奴隷であった。「ただ同然のエネルギー」であり、文字通りの「棄民」であった。南北

戦争が終わった後に、奴隷制度は法的に禁止された。そのすぐ後に、油田が発見され、「た

だ同然のエネルギー源」が見つかった。無主の土地に、アフリカから強制的に連れて来た

奴隷の労働でモノカルチャーを行って、そこに石油が湧いてきたからできたアメリカの産

業をモデルにするという発想そのものを捨てないといけない。         （内田） 

日本の場合は、アメリカのように降って湧いた石油がないわけだから、石炭を増産、増

産でいくしかない。アメリカの場合は、たまさか石油が見つかって、奴隷労働の代わりに
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することでブレークスルーできた。日本の場合は、技術力も導入するものの、基本的には

人柱でくぐり抜けていくわけである。企業の展示場に行くと、技術力が日進月歩に変わっ

てきたかという展示はあっても、人がどれぐらい犠牲になったかという部分は表に出てい

ない。日本の近代を担ってきた人柱の存在が影の部分として隠蔽されている。    （姜） 

アメリカの成長はどこかで終わる。統治システムとしては非常によくできている（トク

ヴィル『アメリカのデモクラシー』参照）。アメリカの統治システムの最大のアドバンテー

ジは、様々な分権システムを作り込んでいることである。どんな領域でも、メインストリ

ームの価値観や社会観を疑い、それに異議を申し立てる「カウンター」の運動があり、そ

れを支える社会的基盤がある（「カウンター・カルチャー」の存在）。「カウンター・カルチ

ャー」を大切にする習慣のない国では、原理的にイノベーションが起きないので、ロシア・

中国・日本は脱落する。でも、いずれアメリカはどこかで失速する。相対的には優勢であ

るけれども、世界を覆い尽くすほどの力はない。「過半数を制していない、議会内第一党」

のポジションに落ち着く。                         （内田） 

 

第五章 シンガポール化する日本 

 成長し続けるような余力は日本にない。成長を続けたかったら、中国のような強制的な

政治か、シンガポール化（注１）、北朝鮮化するしかない。 

（注１） シンガポール化 

 シンガポールの「唯一最高の国家目標」は「経済発展」である。平たく言えば「金 

儲け」である。 

 国会はあるが、ほぼ全議席を与党の人民行動党が占有しており、2011年の総選挙

で人民行動党 81に対し野党が 6 議席をとり、リー・クアンユーはこの責任をとって

院政から退いた。現在は、長男のリー・シェンロンが首相で、父とともにシンガポー

ル投資公社を管理している。次男のリー・シャンエンはシンガポール最大の通信企業

シングテルのＣＥＯ。シンガポール航空やＤＢＳ銀行を傘下に収めるテマセクホール

ディングはシェンロンの妻が社長。 

 李一族が政治権力も国富も独占的に私有しているという点では、北朝鮮の金王朝と

酷似している。 

   （内田樹の研究室「日本のシンガポール化について」） 

 日本は自転車操業で、走り続けないと倒れてしまう。この速度を維持するためには、政

治的には独裁しか手立てがない。シンガポールをモデルにするしかない。治安維持法で反

政府的な人間を令状なしで逮捕拘禁できるようにする。反政府的なメディアは潰す。労働

組合も潰す。「金儲け」に直結する以外の学術には公的支出をしない。全国民が「経済成長」

という国是のために一億総活躍するシステムを作る。日本がシンガポールと決定的に違う

点は、日本には豊かな自然資源があることだ。豊かな山河があれば、中央政府がどれほど

強権を発動して国民を締め上げても、田舎に逃げることができる。日本をシンガポール化
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するときの最大のネックは、里山があることである。「里山を居住不能にする」というのは

安倍政権のわかりやすい政策の方向である。「地方創生」というスローガンを掲げているが、

目玉は「コンパクトシティ構想」であり、地方都市の駅前に集合住宅を作ってコンパクト

な経済圏を作るというものである。コンパクトシティにみんな移住すれば、里山は居住不

能になる。                                （内田） 

 今、日本で一人当たりの所得が一番高いのが東京都港区で、平均所得が 1200万円くらい

（2014年）。ワーストが熊本県の人吉・球磨地方の球磨村で、200万円を下回っている。球

磨村では、ほとんど現金収入がない。ただし、棚田を持っているので、自家栽培ができる。

シカとイノシシも多く生息しているので、狩猟で食っている人もいっぱいいて、動物性た

んぱくも潤沢にある。球磨川では、アユもたくさんとれる。入会地のようなコモン（共有

地）がいっぱいある。村民の高齢化は進んでいるが、周りのコミュニティ機能はかなり働

いていて、必ずしも困っていない。ここの経済においては、交換価値ではなく、使用価値

のほうが優位に立っている。今の村民が実現しているような自生的な暮らし方を持続させ

ることができれば、生き延びるチャンスはあると思う。             （姜） 

 リベラルが無力なのは、左翼が伝統的に成長論者だからである。人口減の日本に成長す

る余地なんかないのだから、成長戦略について語るなんて無駄なことである。定常経済へ

移行するしかない。問題はどうやって「成長しない社会」へソフトランディングしていく

のかである。人間が経済活動としているものはすべてが貨幣で値が付けられるものだけで

はない。相互支援共同体内部だと、「ちょっとお願い」で済む。その代価は別の機会に、別

の形で、誰かの「ちょっとお願い」に応えることで相殺される。生き馬の目を抜く激烈な

経済活動をしている社会の周辺部に、穏やかな非市場＝脱貨幣的な互酬的な共同体があっ

てもいいじゃないか。歴史的必然として、グローバル資本主義は衰微して、定常経済に戻

る。文明史的にはこのトレンドは不可避だと思う。              （内田） 

 戦後民主主義の遺産は、ある程度継承されてはいるが、「反知性的」な政治家がのさばっ

ているのか。平和、成長、豊かさ、それが三位一体となっていたから、民主主義を礼賛し

てきた。ところが、その図式が成り立たなくなっている。            （姜） 

 民主主義という制度そのものは戦後できたが、運用しようとした人たちは「民主主義を

知らない大人たち」だった。2015 年の夏の安保法制の採決の際の国会議事堂前のデモで、

国会内部での「採決の動議」に対して「延会の動議」が出された。民主主義の経験知の一

部が血肉化されていた。                          （内田） 

 60年代、70年代は、右翼というとバカにされていたけれど、今はまるで逆転している。

今、何をもって社会主義というのか、そこは見極める必要がある。        （姜） 

 アメリカにはもう少し社会主義が根付いてもよかったし、根付いたはずである。ジョセ

フ・マッカーシー（レッドパージを行った共和党上院議員）とＪ・エドガー・フーバー（Ｆ

ＢＩ：アメリカ連邦捜査局の初代長官）が、恐るべき権力を行使したからである。「左翼」

だという嫌疑を受けただけで、いかなる弁明も許されず、仕事を失い、厳しい社会的制裁
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を受けた。80 年代以降のソ連の瓦解と、中国の「資本主義化」で、かって社会主義がさか

んだった先進国ではどこでも社会主義が思想的な指南力を失ってしまったが、アメリカは

それを経験していない。                          （内田） 

 バーニー・サンダース（アメリカ大統領候補・民主党）が言う民主社会主義は、ソーシ

ャル・デモクラシーに近いと思われるが、今のドイツは伝統的に社会民主主義の路線を保

っている。ヨーロッパの中では、かなり安定した政治力を持っている。ソーシャリズムを、

社会を大切にするイズム、社会復帰のイズムだと考えると、至極まっとうなことだと思え

る。ナチスの体験から、たくさんの移民を受け入れて、一応、ある程度の融和が達成でき

ている。                                  （姜） 

 

第六章 「不機嫌な時代」を暴走させないために 

 アメリカがどこで失速するか。といって、中国やロシア型の帝国が覇権を握れるとは思

えない。間に挟まっている中東あるいは朝鮮半島などにも、かなりの軋みや負荷がかかる

懸念もある。                                （姜） 

 今までのアメリカは、国際社会に対して強い指南力を発揮できる立場にあった。アメリ

カの失速は、帝国の瓦解というような劇的な形ではなく、「アメリカのモデルが世界標準で

あるべきだ」という幻想から覚めてゆくという形で段階的に進んでいく。アメリカの国力

は一気には下がらない。 

 中東の問題は、アメリカン・グローバリズムとイスラミック・グローバリズムのぶつか

りあいである。どちらもグローバルであり、イスラーム圏のほうがグローバル共同体とし

ては老舗である。自分こそが世界標準だというのを諦めるしかない。あなたが見ている世

界と私が見ている世界は違うんだと、互いに認め合うことしかない。アメリカが持ってい

た世界標準制定力が失われることによって「講和的共存」が可能になるかもしれない。ど

ちらもローカルな価値観、固有の民族誌的奇習でしかないと認め合うことが大事である。

心で思っていることと、口に出して言うことが分裂している。その分裂を受け入れること

によってしか過剰のグローバル化がもたらした暴力の連鎖は止められない。 

 日本はアメリカのことを同盟国だと思っているが、アメリカとそう思っているかどうか、

わからない。今の日本の右翼は反基地運動をしていない。外国の軍隊が国土を占領してい

るのに対して抵抗運動をしていないナショナリストなんて世界で日本しかいない。何かの

はずみで日米同盟基軸に軋みが走ったとき、日本全体が一気に反米に揺れるリスクは非常

に高い。                                 （内田） 

 その代替措置として、自主憲法論者が強気に出ている。本来だったらアメリカにリベン

ジというか、ルサンチマンが向けられるべきものが、憲法を変えるというところで日本の

アイデンティティを確立させたいと考えている。                （姜） 

 自民党の憲法草案は、けっこう「やばい」。独立宣言以来のアメリカの統治原理をほぼ全

否定し、東京裁判史観を否定し、靖国神社に参拝して戦犯を顕彰する思想的な潮流の中に
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ある。                                  （内田） 

 今後の東アジアも予測不可能なぐらい混沌としている。            （姜） 

 かってバルカンは「ヨーロッパの火薬庫」といわれていたが、それと同じ構図になって

来た。いろんな大国の思惑がこの一点に集約していて、わずかな圧力で発火点に達して、

暴発する可能性がある。トルコ・シリア国境から第三次世界大戦がはじまるというシナリ

オは、あると思う。                            （内田） 

 もう一つの可能性は朝鮮半島である。宮廷クーデターか、金正恩を暗殺するか、が考え

られる。                                  （姜） 

 日本の場合は、70年間の平和に飽きたということです。体制の受益者自身が、自分に権

益をもたらしている体制に飽きて、その体制の破壊に同意する。安倍晋三の「戦後レジー

ムからの脱却」もまさにそうである。システムの最大の受益者である人物本人が、自分を

総理大臣した仕組みを罵って、この社会を根本的に変えなきゃいけないと言っている。今

のシステムに対する嫌厭感、嫌悪感、うんざり感である。           （内田） 

 潜在的な破壊願望のせいである。維新だ、革新だと言って、ただぶち壊したくなる。今、

そういう負のエネルギーが出て来ている。                   （姜） 

 幕府崩壊は「江戸レジームからの脱却」であった。廃藩置県のときも藩主たちは領地と

城を捨て、「廃城令」が出ても抵抗らしい抵抗はなく、上から下まで、幕藩体制に飽きてい

た。 

 先の戦争は「明治レジームからの脱却」であった。明治レジームの受益者であった彼ら

が、明治レジームの瓦解の方向に突き進み、明治維新から 70年かけて積み上げてきたもの

をゼロにした。 

 今の日本の空気に一番近いのは、1920 年代のドイツの雰囲気である。マルティン・ハ

イデガー（ドイツの哲学者）の『存在と時間』は 1927 年の刊行で、ハイデガーの基本は

不機嫌である。自分が「今のような自分」であることに苛ついているのは、「本当にあるべ

き自分」と「今の自分」が乖離しているからである。ハイデガー哲学は「今あるものを全

部ぶっ壊せ」というタイプの「レジームからの脱却」論と大変相性がよい。 

人間は、ある程度の期間が過ぎると、よい仕組みであっても、飽き飽きして、壊したく

なってくる。破壊願望が出て来ることは人性の自然であって、とやかく言っても仕方ない。

人間は「そういうものだ」ということを念頭に置いていたほうがいい。     （内田） 

以 上 

 

 

 アメリカはトランプが大統領になってしまった。上・下両院も共和党が多数を占めた。

アメリカは、右翼の政権となる。今後は、保護主義的政策が実施されるであろう。ＴＰＰ

の批准も先行き不透明だ。日米同盟の先行きも不透明だ。日本の保守（右翼）政権は、今

後どう動いていくのだろうか？ 
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・戦争は悲劇の最たるものである。 

・戦場と銃後、戦時と平時、悲劇と喜劇が意味をなさない時代が始まる。 

・国民国家体制の中で「西欧」を土台とする近代の生成と発展がもたらされた。 

・市場経済はグローバルに地球を呑み込んでいる。 

・冷戦が終結し、自由を原理に国家や社会制度が形作られると思われたときに、イスラー

ム復興主義を掲げて自由を原理とする国家とは違う国家が登場し、「西欧」が揺らいでいる。 

 以上の姜尚中の現代に対する見方は的を得ていると思える。 

 国民国家の液状化とテロの分析、イスラーム圏の構築とローカル共同体への移行、さら

に 3・11以降の日本近代 150年のエネルギー政策とそれに伴う棄民の発生、地方創生、沖

縄、憲法問題等々の内田樹・姜尚中の主張にはうなずけるものがある。 


