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 第７９回 高畠ゼミ読書会 

 「現代社会はどこに向かうか」 見田宗介著 岩波新書 

２０１９（平成３１）年 1 月 26 日  小田輝夫 

 

はじめに 

 現代社会は、人間の歴史の中の巨大な曲がり角にある。 

 古代ギリシャで初めての「哲学」が生まれ、仏教や儒教が生まれ、キリスト教

のもととなる古代ユダヤ教のめざましい展開のあった「軸の時代」は、現在にい

たる二千数百年間の人間の精神の骨組みとなる考えが形成された時代であり、

人間の歴史の第一の巨大な曲がり角であった。 

 「軸の時代」の現実的な背景は、急速に普及した〈貨幣〉経済とこれを基とす

る〈都市〉の社会の勃興が、新しく〈無限〉に向かって開かれた世界を生きる確

かな根拠と方法論とを求めて、普遍化された宗教と合理化された哲学とを追及

し、確立してきた。 

 貨幣経済と都市の原理が、社会の全域に浸透したのが「近代」。「軸の時代」と

は「近代」に至る力線の起動する時代であった。 

 無限に発展する「近代」という原理はやがて、２０世紀後半の〈情報化／消費

化社会〉において完成された最後の形を実現し、全世界をおおいつくした〈グロ

ーバリゼーション〉というまさにその事実によって、ここに始めて、この無限の

発展の前提である環境と資源の両面において、地球という惑星の〈有限性〉に出

会うのである。貨幣経済と都市の原理と、合理化され普遍化された精神の力をも

って、自然を征服し、増殖と繁栄の限りを尽くし、この惑星の環境容量と資源容

量の限界まで到達してしまった。人間がどこかで方向転換しなければ、環境の側

面からも資源の側面からも、破壊が待っているだけである。 

 数千年来増殖を重ね、産業革命期以降は加速に加速を重ねてきた人間の増殖

率は、1970 年代に史上初めて急速な減速に反転し、以来現在に至るまで、おそ

らく増殖の停止に至るまで、減速に減速を重ねることとなった。1970年代以降、

人間の歴史の第二の巨大な曲がり角に入っていることを端的に示している。 

 第一の曲がり角において、人間は生きる世界の無限という真実の前に戦慄し、

この世界の無限性を生きる思想を 600 年かけて確立してきた。現代の人間が直

面するのは、環境的にも資源的にも、人間の生きる世界の有限性という真実であ

り、この世界の有限性を生きる思想を確立するという課題である。第二の巨大な

曲がり角に立った現代社会は、そして人間の精神はどのような方向に向かい、そ

の後の時代の見晴らしを、どのように積極的に切り開くことができるだろうか。 
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序章 現代社会はどこに向かうか 

   ―高原の見晴らしを切り開くこと― 

 

１．未来の消失？現在の矛盾 

 1950～70 年代は、青年が現在よりもずっとすばらしい未来、よい未来、豊か

な未来が必ず来るという「人々が未来を信じていた時代」であった。しかし、21

世紀の現在、このような未来を信じている青年はほとんどいない。この 50 年位

の間に、日本人の「心の在り方」に巨大な転換があった。 

 NHK 放送文化研究所の「日本人の意識」調査によれば、1970 年代にあった

大きな「世代の距離」が 80 年代末には著しく減少し、今世紀に入ってほとんど

「消失」してしまった。ファッション界、教育の現場、商品開発の現場で、70 年

代以降生まれの感覚の差異がなくなってきている。「団塊世代」までは、歴史と

いうものは「加速度的」に進展するものと、当然の感覚のように持っていた。 

 エネルギー消費量の変化を 1000 年間でみると、エネルギー消費量だけでな

く、人間活動の様々な分野をグロスにしてみると、歴史は確かに「加速度的」に

進展してきた。だから、30 年間の、世代の意識の変化の「減速」あるいは「停

止」は、「歴史」というものの在り方自体の、ある変容を表示しているように見

える。ここに、「奇妙な矛盾」がある。変化が「巨大」であるという事実と、変

化が「小さくなっている」という事実をどのように統一的に把握できるのか。 

「現代」という時代は矛盾する二つの力の方向性（ベクトル）の拮抗するダイナ

ミズムを見ることを通して初めて把握できる。「現代」を決定している二つの方

向線は、歴史の全体の中で「現代」を定位して見る時、明確に見えてくる。 

 

２．生命曲線／歴史曲線。「現代」とはどういう時代か 

 1970 年代までは、歴史というものが「加速度的」に進歩し発展する感覚であ

るが、エネルギー消費量の加速的増大は永久に続くものではない。1970 年代、

ローマクラブの「成長の限界」によれば、今世紀前半に基本的な環境資源を使い

果たしてしまうという。どこかで方向転換しなければ、このままでは破壊してし

まうし、繁栄の頂点の後、滅亡に至る S 字型の曲線であるロジスティック曲線

を免れることができない。 

 世界全体の人口増加率も 1970 年を尖鋭な折り返し点として、それ以後は急速

にかつ一貫して増加率を低下させている。「近代」は壮大な人類の爆発期であり、

1 回限りの通過的な「大増殖期」であった。そして「現代」とは、この「近代」

から未来の安定平衡期に至る変曲ゾーンと見ることができる。変化の急速な「近

代」の後に、変化の小さい安定平衡期の時代に向かって、巨大な転回の局面を経

験しつつある。この展開の経験が、「現代」という時代の本質である。 
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３．グローバル・システムの危機。あるいは球の幾何学 

 ― 情報化／消費化の臨界― 

 20 世紀の後半は「近代」という加速する高度成長期の最終局面であった。こ

の局面の実質を支えていたのは〈情報化／消費化資本主義〉のメカニズムである。

これは、情報による消費の自己創出システムであり、20 世紀後半の 30 余年の

未曾有の物質的繁栄をもたらした。しかし、これは消費の無限拡大と生産の無限

拡大の空間を開くけれども、この「無限」に成長する生産＝消費のシステムは、

その生産の起点においても消費の末端においても、資源の無限の開発＝採取を

前提とし、環境廃棄物の無限の排出を帰結するシステムである。この資源／環境

は現実に有限であり、いったんは乗り越えられるが、グローバルなシステムはそ

れがグローバルであるゆえにもう一度「最終的」な有限性を露呈する。 

 サブプライム・ローン問題にみられる、情報化に情報化を重ねることによって

構築される虚構の「無限性」が、現実の「有限性」との接点を破綻点として、一

気に解体する構図である。 

 

４．世界の無限／世界の有限。軸の時代Ⅰ／軸の時代Ⅱ 

 「近代」という高度成長期の人間にとって自然は、「無限」の環境容量として

現象し、開発と発展のための「征服」の対象であった。「近代」の高度成長の成

功の後の局面の人間にとって自然は、「有限」の環境容量として現れ、安定した

生活の持続のための「共生」の対象である。今人間は、もう一度世界の「有限」

という真実にたじろぐことなく立ち向かい、新しい局面を生きる思想とシステ

ムを構築していかねばならない。現代というもう一つの歴史の巨大な曲がり角、

危機の時代を、もう一つの巨大な思想とシステムの創造の時代、新しい〈軸の時

代〉に転化することを通して、乗り越えてゆかなければならない。 

 

５．高原の見晴らしを切り開くこと 

 近代に至る文明の成果の高みを保持したままで、高度に産業化された諸社会

は、これ以上の物質的な「発展」を不要なものとして完了し、永続する幸福な安

定平衡の高原（プラトー）として、近代の後の見晴らしを切り開くことになる。 

 そこは、停滞した魅力の少ない世界に感じられるかもしれないが、経済競争の

脅迫から解放された人類は、アートと文学と思想と科学の限りなく自由と創造

と、友情と愛と子供たちとの交歓と自然との交感の限りなく豊穣な感動とを追

及し、展開し、享受し続け、永続する現在の生の輝きを享受する高原が実現する。 

 生産から消費までの新しい安定平衡的なシステムの確立と個人間、集団間、社

会と社会、人間と自然の間の自由に交響し互酬する関係の重層する世界の展開
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と、そして何よりも、存在するものの輝きと存在することの至福を感受する力の

解放という、幾層もの現実的な課題の克服をわれわれに要求している。 

 この新しい戦慄と畏怖と苦悩と歓喜に充ちた困難な過渡期の転回を共に生き

る経験が「現代」である。 

 

一章 脱高度成長期の精神変容      

 ― 近代の矛盾の「解凍」― 

1．脱高度成長期の精神変容。データと方法 

 経済高度成長の完了した局面の、時代の方向を知るための手がかりとして、

NHK 放送文化研究所「日本人の意識」により、この期間の日本人の〈心の変化〉

を測定する。1973 年（第一次石油危機）と 2013 年（バブル崩壊）における、

20～29 歳の青年層の意識の 40 年間の変化の大きい項目を比較する。 

  

2．「近代家族」のシステム解体 

 40 年間の青年の精神の変化のもっとも目覚しい領域は、「近代家父長制家族」

のシステムとこれを支えるジェンダー関係の意識の解体である。 

 「理想の家族像」をめぐる青年の意識の変化は著しく、73 年では「性別役割

分担」的な家族の支持が 40％あったものが 2013 年には 7％までに激減し、夫も

妻も家族中心に気を注ぐ「家庭内協力」家族が 60％近い支持を集め、家庭の理

想像となった。夫の家事・育児参加の賛成は 95％で、女性の家庭専念は 9％で、

結婚して子供が生まれても、できるだけ職業を持ち続け、両立した方が良いが半

数にのぼった。その他、40 年間に変化の大きい項目のリスト（P22，23 参照）は

「近代家父長制家族」のシステムと連動するメンタリティーの解体を一斉に指

示している。一方、性関係に関しても「結婚」あるいは「婚約」を前提とするこ

とはほぼ常識（55％）であったものが、わずか 40 年のうちにこの「常識」はほ

とんど解体してしまった（結婚前提は 4％）。69％が深く愛し合っている男なら、

関係があっても良いとしている。性のモラルの劇的な解体は、「近代家族」のシ

ステム解体と連動するものである。 

 

3．経済成長課題の完了。「保守化」 

 「生活満足度の増大」が著しい。「個人生活物質面」は 60%が 87%になり、「社

会生活物質面」も 53％が 89％になった。「全体としての満足度」は 73 年 14%

に対し、2013 年は 28%と大きく増大した。特に、物質面の「満足」が大きく増

大し、物質的な「経済成長」の基本的課題は、すでにほぼ達成されている。 

 この「満足度の増大」と関連して、青年たちの「結社・闘争性」の減少がある。 
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 大きな政治問題でも、地域や現場でも、青年が「激しく戦う」ことをしなくな

った。政治活動無しは 60％から 83％となっている。青年層の著しい「保守化」

といわれる現象である。保守政権に対して魅力を感じているわけではないが、対

抗軸が見い出せず、混迷している根底は、物質的な生活条件の獲得を根幹とする

二十世紀的な「左翼」「革新」の要求が、真に切実に心に響くものではなくなっ

ている。同時に支持したい政党もなく、選挙の有効性も信じられず政治的な活動

は「何もしていない」という事実は、社会の深部からの構造的変容の中で、現在

ある政治の装置と方式の深い「失効」を示唆している。 

 

4．魔術の再生。近代合理主義の外部に向かう触手たち 

 マックス・ウェーバーは近代社会の基本的な特質を“生のあらゆる領域におけ

る〈合理化〉の貫徹であるととらえ、これを〈魔術からの解放〉、脱魔術化”と

呼んだ。だが今、現代の日本で進行しているのは、「あの世、来世を信じる」21％

「おみくじや占いを信じる」46％「奇跡を信じる」26％など魔術的なものの再

生、あるいは脱・脱魔術というべきものであり、この〈合理化〉という方向が、

ウェーバーの予測しなかったある「変曲点」を迎えているということである。こ

れは、少なくとも近代合理主義の示す世界像の絶対性のゆるぎを示すものであ

る。近代合理主義の描く世界の外部には、何もないと語る思考に対して、何かが

あるという予感のもとに、手探りする、試行錯誤のさまざまな触手たちがいる。 

 

5．〈自由〉〈平等〉対〈合理性〉。合理化圧力の解除、あるいは減圧 

 「近代家父長制家族」の解体、「結社闘争性」の鎮静あるいは「保守化」、〈魔

術的なもの〉の再生あるいは合理主義的世界像のゆるぎ。一見互いに無関係に見

えるが、経済成長課題の完了、これによる合理化圧力の解除、減圧によって、一

貫した理論スキームの中で、明晰に、全体統合的に把握することができる。 

 戦後復興とそれにつづいた長期の高度成長の全時代に主流であった「近代家

父長制家族」の解体は、男女の平等に反し、自由を制約するするものであるから

であり、そのように感じられ始めたからである。 

 生産主義的、未来主義的な〈合理化〉の圧力による男女の平等、性の自由の封

印も、家父長制解体の戦いの勝利と共に、その根拠を失って失効し、平等を求め

る女性たちの声、自由を求める青年たちの声の前に「近代家父長制家族」のシス

テムとこれを支えるモラルと感覚の総体は、音を立てて崩壊を開始した。 

 

6．近代の理念と原則の矛盾。封印と「解凍」。高原願望 

 近代の根本理念は〈自由〉と〈平等〉であり、現実原則は〈合理化〉であった。

社会と生のすみずみの領域までもの、生産主義的、未来主義的、手段主義的な合
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理性の浸透であった。 

 近代とは、人間という種の歴史の第Ⅱ局面、爆発的な増殖という局面の最終ス

テージである。人間は自然を征服し、互いに他を征服して生存の物質的な基本条

件を獲得してきた。そして、生産主義的、未来主義的、手段主義的な〈合理性〉

への圧力の一挙の減圧という局面を、史上初めて迎えることになる。この圧力に

よって要請されてきたさまざまの価値観とイデオロギーとシステムと人間観と

モラル感覚が一つまた一つ、解体を開始していく。 

 新しい高原の局面を、近代の後の時代とみることができる。けれどもそれは、

「近代」の根本理念が、この合理化の圧力による〈封印〉を解凍されるというこ

とであるから、それは「近代」の初心の理念が、自由と平等が、初めて現実の社

会において、実現する道を開かれる局面である。 

 

補１ 合理性、非合理性、メタ合理性 

 合理性の限界を知る合理性こそ真の合理性として、〈メタ合理性〉と呼ぶこと

ができる。合理と非合理を自在に往還する精神＝〈メタ合理性〉の水準こそが、

近代合理性の後の時代の、精神の骨格となる。 

 

補２ 生活スタイル、ファッション、消費行動 

  ―「選ばれた者」から「選ぶ者」へ 

 若者たちの生活スタイル、ファッション、消費行動は、時代の大きい、深部か

らの「曲がり角」」を告知している。進退を繰り返しながら、時代は新しい局面

に入っており、経済で言えば縮小であるが、人間の幸福ということでいえば、経

済に依存しない幸福の領域が拡大した。変化の基底にあるのは「選ばれた者」か

ら「選ぶ者」へ、「価値のある人間」から「価値を決める人間」へ、「上流社会」

から「無流社会」へ、こだわりを持たない人間の社会へ、自由な社会へというこ

とである。  

アートとモード、ファッションの領域でも、新しいミレニアムに入ってからの

シンプルなもの、ナチュラルなもの、持続するものに対する志向は、たんに一時

期の流行ではなく、基本的な動線としては、もっと巨大な歴史の曲がり角を告知

するものである。 

 

二章 ヨーロッパとアメリカの青年の変化 

1．ヨーロッパ価値観調査／世界価値観調査。データと方法 

 「世界価値観調査」は 100 に近い国や地域で実施し、世界人口の 90％をカバ

ーしている。価値観を中心とする人びとの〈精神〉について、大規模な国際比較



7 

 

が可能である以上に、長期的な変化を正確に知ることができる。 

 

2．幸福の高原と波乱 

 西ヨーロッパ、北ヨーロッパを中心とする高度産業社会において、経済成長を

完了した「高原期」に入った最初の 30 年間の間に、青年たちの幸福感は大幅に

増大した。不幸な人びとは、いずれも 10％以下であり、90％前後が「幸福」「非

常に幸福」が増大している。経済成長の完了（終了）した後の社会は、停滞した

不幸な社会となるのではないかという、一般的な予測を端的に打ち砕いた。 

 人びとが近代を支配してきてホモ・エコノミクス的な価値観＝経済的な富の

増大を幸福の尺度と同一視したり、経済的な富によって手に入れることのでき

る幸福を、幸福のイメージと考えたりする倒錯から解放されて、もっと多様な、

もっと原的な、幸福に対する感受能力を獲得し、増強するためである。 

 しかしながら、仏、独、英、デンマークでの相次ぐテロ事件の後、アメリカに

おける 2011 年の 9・11 テロ事件の後では、「非常に幸福」が減少している。 

 今、二つのベクトルが拮抗している。一方は「高原効果」よ呼ぶべき方向性で、

人間の幸福を着実に底上げしていく力。他方は、「テロリズム効果」で、第Ⅱ局

面の最終段階が積み残した未解決の諸矛盾が震源となる波乱であり、アメリカ

以外ではまだ数字に現れていないが、今後、西・北ヨーロッパにおいても、否定

的な現実として現れる可能性の大きい要因である。 

 

3．「脱物質主義」 

 世界価値観調査での「脱物質主義」の検証では、全体として「脱物質主義」の

方向にいくらか動いているといった程度である。別個にみると、「言論の自由の

擁護」という価値を重視している青年の割合が、高原期の国々で増大している。 

 

4．共存の地平の模索 

 高原期諸国において共通して大きな変化の価値の選択として「家庭で子供に

身につけさせることのできうる性質」の中で、共通して大きく増大している価値

が「寛容と他者の尊重」であった。仏 60％→86％、ベルギー40％→81%、デン

マーク 60%→89%、ノルウエー29％→92%、における価値の増大は目覚しく、

その他の先進国（日本 45％→74％）も一斉に増大している。「寛容と他者の尊重」

は、「成長と開発」に代わって「共存と共生」が基調となる第Ⅲ局面の基本的な

価値であると考えられる。移民問題、宗教問題、差別と格差等、異質な他者たち

の間の共存の困難な経験により、憎悪の連鎖と増幅等、すぐに来るテロリズムの

顕在化を胚胎する空気に対する鋭敏な予感が読み取れる。青年たちが社会の局

面の未解決の矛盾に対して、正面から真摯に取り組み、積極的に乗り越えようと
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している。「寛容と他者の尊重」を大切な価値として、新しい共存の地平を拓い

ていく可能性が大である。これに関連し「利己的でないこと」も増大している。 

 

5．共存の環としての仕事 

 他方で、「仕事にはげむ」「決断力・ねばり強さ」の価値の強調もまた多くの高

原期諸国の青年たちの間で増大していることも着目される。このような動向は、

「現代若者論」によくみられる「仕事思考から遊び思考」へという青年像とは異

なった方向性をみることができる。むしろ、「仕事」そのもののイメージの変容

があり、ホモ・エコノミクス的な「かせぐための仕事」「成功のための仕事」と

いうイメージから「社会的な〈生きがい〉としての仕事」、共存の環としての仕

事というような、重心の変容がみられる。 

 

補〈単純な幸福〉 

 仏の 20 代前半の青年たちの間で、「非常に幸福」の割合は 1981 年 19％から

2008 年 49％と着実に一貫して増大している。なにか特別の新しい「現代的」な

幸福のかたちがあるわけではなく、私たちがすでに知っているもの、あの幸福の

原層みたいなもの、身近な人たちとの交歓と、自然と身体との交感という〈単純

な至福〉だけだということである。現代日本の青年たちの、シンプル化、ナチュ

ラル化、脱商品化等という動向と同じ方向線上にある。 

人間の歴史の第Ⅲの局面である高原は、生産主義的、未来主義的な生の〈合理

化〉＝〈現在の空疎化〉という圧力を解除されることによって、あの〈幸福の原

層〉と呼ぶべきものが、この世界の中に存在していることの〈単純な至福〉を感

受する力が、素直に解き放たれるということをとおして、無数の小さい幸福たち

や大きい幸福たちが一斉に開花して、地表の果てまでをおおう高原である。 

 

三章 ダニエルの問いの円環 

―歴史の二つの曲がり角―  

 ダニエル・エヴェレットの「ビタハン」は、1977 年から 2006 年迄の 30 年近

くの間、宣教師・言語学者として、アマゾンの小さな部族ビダハン（ビーダハー

ン）の人たちと一緒に生活した記録である。 

 長年の布教の試みの末に、宣教師の方が、キリスト教から離脱してしまった。 

 ビーダハーンの「精神生活はとても充実していて、幸福で充ち足りた生活を送

っていることを見れば、彼らの価値観が非常に優れていることの 1 つの例証足

りうるだろう。」「魚をとること。カヌーを漕ぐこと。子供たちと笑い合うこと。

兄弟を愛すること」。このような〈現在〉の 1 つ 1 つを楽しんで笑い興じている
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ので、「天国」への期待も「神」による救済の約束も少しも必要としない。宣教

師ダニエルは、弾圧も迫害もなしに、この快活で人懐っこい人びとに愛され助け

られて生きてゆくうちに、キリスト教が彼の内部で「溶解」してしまった。 

ダニエルの中で溶解したのは、キリスト教という一つの偉大な宗教の全体よ

りも、さらに巨大な何かの一角であったように思われる。 

近代に至る人間の「ものの考え方」の骨組みを形成した、古代のギリシャの哲

学、古代ユダヤ教後期の「預言書」からキリスト教生誕に至る展開、仏教と儒教

の生誕、などの巨大な思想たちは、ユーラシア大陸の東西において同じ数世紀の

内に生起した。それは、貨幣経済と脱共同体＝都市的な社会の生成をその現実的

な基盤とし、〈貨幣〉と〈都市〉の原理の全面化である〈近代〉に向かう、人間

史の大爆発期＝第Ⅱ局面の開始を告げる、歴史の巨大な曲がり角＝第Ⅰの〈軸の

時代〉であった。それを圧倒的に主導したのは、ヨーロッパ世界であり、その精

神を形成したのは、古代ギリシャ哲学と、第二の預言書からキリスト教に至る宗

教であった。その宗教は、未来へ未来へと向かう精神、現在生きていることの「意

味」を、未来にある「目的」の内に求めるという精神において、この近代に向か

う局面を主導してきた。預言書ダニエル書において初めて、未来の救済の約束と

いうことが全思想の核心として明確に確立するのである。現在、われわれを迫害

し、富み栄えている者には「地獄」が待っており、現世に不幸な者たちの未来に

「天国」がある。現在生きていることの不幸が、天国によって、「審判」によっ

て、未来によって必ず救済されるという、神と人間との約束の文書である。 

天国も救済も最後の審判も、未来にどんな「結末」も必要としないビーダハー

ンの〈現在〉はどのようなものであろうか。アマゾンの小さい部族は、どのよう

にこの地上において富める者たちであるのか。今や隅々まで開発された孤独な

惑星は、人間にとって絶対的な環境限界として現れる。人間という種が生き延び

るならば、第Ⅲ局面は、持続可能な幸福の世界として構想されなければならない。

〈持続可能な幸福の世界〉は、他者や自然との〈交歓〉という単純な祝福を感受

する能力の獲得をとおして、〈現在〉の生が充実してあることによって初めて可

能である。それはどのような資源の浪費も環境の汚染も必要としないからであ

る。現在この文明の先端部分で、「ビタハン（ビーダハーン）」が読まれ反響を呼

んでいるのは、危機の向こうの永続する幸福の世界のための、単純明快な示唆の

一つを感知するからである。ビーダハーンもいつか近代化する。文明テクノロジ

ーは圧倒的に素晴らしい。誰も今さら原始にもどりたいと思わない。近代に至る

文明のあらゆる成果を踏まえた上で、新しい永続する安定の高原に踏み入る時

に、取り戻すべきほんのわずかの基底のありかをビーダハーンは教えてくれて

いる。その基底とは、この世界の中にただ生きていることの〈幸福感受性〉であ

る。人間の歴史の第Ⅲ局面は「原始への回帰」ではなく第Ⅱ局面の達成の内の価
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値あるものすべてを踏まえた〈高められた安定平衡期〉である。ビーダハーンが

富める者たちであるのは、彼らが〈交歓〉の対象としての他者たちと自然たちと

いう、涸渇することのない仕方で、全世界を所有しているからである。 

第四章 生きるリアリティの解体と再生 

 2008 年のアキハバラ事件（加藤智大による通り魔事件で 7 人死亡、10 人重軽傷）と

1968 年の全国連続射殺事件（当時 19 歳の永山則夫によって 4 人がピストルで射殺された

事件）は被害者や一般市民からの非合理においてきわだっていた。人間性の核心

の渇きから来る「実存的」な犯罪である点できわだって共通していた。その上で、

二つの事件には、日本社会の「夢の時代」から「虚構の時代」への転換と丁度対

応するような「反転」があった。40 年前の事件については、過って「まなざし

の地獄」として考察したが、2008 年の事件はこれとの対比で見て、それは「ま

なざしの不在の地獄」であった。自分は結局「だれからも必要とされていない人

間」であると感じていた。エリクソンは「成熟した人間は、必要とされることを

必要とする」と述べている。 

当時、リストカットする少女や孤独のために死を選ぶ者が増えていた。大震災

（東北）と原発事故で、新しい自由な形の支援活動がおこなわれたが、リストカ

ットの少女たちや無差別殺人の求めているものも、あの被災地に駆け付けた若

者たちの求めているものと同じではないのか。少女や青年たちが、自分を傷つけ

たり、人を殺したりとは別の仕方で、生きるリアリティを取り戻す仕方を見出し

た時に、歴史はまた一つ新しいページを開くのである。 

現代人はなぜ生きることの意味を失ってしまったのだろうか。ビーダハーン

はその「生きることの意味」など問うこともなく、幸福であった。それは、彼ら

の生の現在が他者との交歓と自然との交感によって、直接に充溢していたから

である。現在の生に不幸な者だけが、この不幸を耐えることの根拠を求めて、意

味に飢えた目を未来に向ける。未来にある「救済」あるいは「目的」のための手

段として、現在の生を考えるという、時間意識の転倒を獲得することによって、

多くの目に見える成果を達成するができるということを、文明は知る。 

〈未来のための現在〉＝〈目的のための手段〉という文明の時間意識の構造に

よって、生存のための物質的な条件の確保という課題を追及し、達成してきたの

が第Ⅱ局面であった。高度産業社会において、生存のための物質的な基本条件の

確保という課題が、歴史上初めて達成されてしまうと、この自明の目的のための

現在の生の手段化という回路が、初めて根拠のないものとなる。先へ先へと急ぐ

現在の生の、それ自体としてのリアリティは、空疎化するのだけれども、その生

のリアリティは、未来にある「目的」を考えることで充たされる。「現代」の特

質は、人びとが未来を失ったということである。生のリアリティの空疎の感覚は、
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人間の歴史の中で、過って見なかったものであり、「現代」に固有のものである。

第一に〈未来への疎外〉が存在し、この上に〈未来からの疎外〉が重なる。この

疎外の二重性として、現代における生のリアリティの解体を把握できる。 

すでに現在の生の直接の充実を手放して久しい人びとは、このリアリティを 

代理してきた未来の〈目的〉の自明性をも失うことになる。目的の消失＝〈目的

からの疎外〉が重なるという〈二重の疎外〉こそ、第Ⅱ局面の最終ステージとし

ての「現代」に広く固有の構成である。 

 人びとは〈生きることの目的〉を未来の中に求めるという。現在の生のリアリ

ティの直接の充実を手放したままで、このリアリティを補充する未来の〈目的〉

を失ってしまう。これが人間史の第Ⅱの変曲点として「現代」だけに固有の、二

重のリアリティ喪失である。加速に加速を重ねてきた走行の果てに、突然目的地

に到達し急停車した現代人は宙に舞ってしまった。 

 

第五章 ロジスティック曲線について 

 ロジスティック曲線は 1838 年ベルギー人フェルフルストによって提起され、

一定の環境条件の下での生物種の消長を示す理論式であり、ある時期での急激 

な、時に爆発的な増殖という局面と、環境容量の限界に接近した後の、増殖の停

止、安定平衡の局面への移行が示される。（P8,図 3 参照） 

1．グローバリゼーションという前提 

 ― 人間にとってのロジスティック曲線１ 

 人間にとってロジスティック曲線が現実に成立するのは、20 世紀末のグロー

バリゼーションにおいて、地球という惑星の全体が一つの有限性「閉域」として

立ち現れた以降である。グローバリゼーションこそが人間にとって、ロジスティ

ック曲線貫徹の前提であり、「外部の消失」ということによって初めて、理論的

にも現実的にも根本的な規定要因となった。 

 1970 年代における世界人口の増加率の劇的な、かつ一回限りの屈折は、おそ

らくこの閉域性、有限性の史上初めての現実的な露呈ということの意識されな

い構造的な因果連鎖の帰結であったし、人間が初めてかつ急速にこのことを意

識化した時点と重なっていたのである。 

 

2．一個体当たり資源消費量、環境破壊量の増大による加速化 

 ― 人間にとってのロジスティック曲線２ 

 ロジスティック曲線を考える第二のポイントは、個体当たり資源消費量およ

び環境破壊量の大きい変動である。現代の豊かな情報量／消費化社会は、1 人当

たりの資源消費量・環境破壊量をたえず増大し続けてきた。 



12 

 

 

3．テクノロジーによる環境容量の変更。弾力帯。「リスク社会」化。不可能性と

不必要性  ― 人間にとってのロジスティック曲線 3 

 テクノロジーによる環境容量の変更（拡大）の可能性は、古代の農業革命と   

近代の産業革命の二つのテクノロジーの革命によって、環境容量事態を画期的 

に拡大してきた。第一の農業革命は自然との共生の新しい水準を達成し、第二の 

大きなテクノロジーによる環境容量の変更＝工業革命（産業革命）は、大規模な 

環境破壊と世界の諸地域の生活系の解体と「ホモ・エコノミクス」化による人間 

の精神の空疎化をもたらしたけれども、全体としてはポジティブな成果の方が 

はるかに大きかったと思われる。 

今アクチャルな問題として問われることは、この産業革命の大成功の帰結とし 

ての、全地球的環境危機、容量限界に対して、何か偉大なテクノロジーによって、 

抜本的な環境容量を拡大する可能性があるのか、必要性があるのかという問題 

である。もう一度何かのテクノロジーによって、地球環境容量の抜本的拡大はあ 

りえる。それは、第一に外延的に環境容量を拡大する方向で、地球外天体からの 

資源探索と採取等。第二は微視の方向への内包的な方向で、遺伝子の組み換えに 

よる農業生産の拡大や素粒子の操作による核エネルギーの開発である。この方 

向が、現在現実に行われており、環境容量の抜本的拡大の基本的な方法である。 

21 世紀に入って以降の新しい現代社会の全体理論は、現代社会の特質を「リ 

スク社会化」として捉えるウルリッヒ・ベックらによる「リスク社会論」である。 

チェルノブイリ原発事故災害で、全世界的な説得力を獲得し、2012 年福島の原

発事故を契機に、日本でも一般社会に広がった。原子力発電と遺伝子組み換え作

物の発がん性等のもたらすリスクこそが、現代社会の問題の中心であると捉え

る「リスク社会論」が、今世紀初頭の最も説得力のある「現代社会論」であるこ

とが、現代社会の状況をよく物語っており、本格的な危機のループの中に現代社

会はある。人間にとってのロジスティック曲線は、どこまでいっても拡大の可能

性はまだあるように見えながら、無理やりに突破しようするならば、リスクをそ

れだけ拡大してしまう透明な弾力帯みたいな仕方で、貫徹している。 

 それでは出口はどこに見出すことができるのだろうか？環境容量を無理やり

拡大し続けるという強迫観念は、経済成長を無限に続けなければならないとい

うシステムの強迫観念からくるものである。あるいは、人間の物質的な欲望は、

限りなく増長するものであるという固定観念によるものである。もしそうであ

るならば、人間は満足するということがないだろう。 

 奇跡のように恵まれた小さい、そして大きい惑星の環境容量の中で幸福に生

きる仕方を見出さないなら、人間は永久に不幸であるほかはないだろう。 

それは、人間自身の欲望の構造について、明晰に知ることがないからである。
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けれども、日本の青年たちの価値の感覚が、シンプル化、素朴化、ナチュラル化

の方向で動いていること、フランスの青年たちの内容を「非常に幸福」で充たし

ていることが、他者との交歓と自然との交感とを基調とする〈幸福の原層〉の素

直な解放であり、環境容量のこれ以上の拡大を必要とはしない方向で、ロジステ

ィック曲線を歓ばしい曲線とする方向で、無数の〈単純な至福〉たちの一斉に開

花する高原として実現するという方向で、生き始めているように思える。 

六章 高原の見晴らしを切り開くこと 

1．総理の不幸 

 今潮目が変ろうとしている。 

 基本的な生活のための物質的な条件の確保ということはもちろん、何よりも

まず必要なことである。そのために、経済発展ということはある水準までは必要

であった。「豊かな社会」の内部の飢えている人びとに関していえば、これ以上

の経済成長の問題ではなく、分配の問題である。分配の問題を根本的に変革しな

いで、いくら成長を続けても、富はそれ以上の富の不要な富裕層に蓄積されるだ

けで、貧しい人は、いつまでたっても貧しいままである。肝要なことは、経済的

不平等の完全な否定とか、格差の消滅ということではなく、すべての人に、幸福

のための最低限の物質的な条件を、まず確保するということである。必要以上の

富を追及し、所有し、誇示する人間（ZOZO の前澤、元日産ゴーン）が普通に軽蔑さ

れるだけというふうに、時代の潮目が変われば世界の光景は一変する。必要以上

の富を追及し続けるような脅迫観念から、資本家が解放されれば、悪しき意味で

の「資本主義」はその内側から空洞化して解体する。ホモ・エコノミクスという

人間像を前提とする経済学の理論はやがてその現実妥当性を失い、人間の欲望

の全体制に立脚する経済学の全体系が立ち現れる。 

・今や有り余る高度産業諸社会の生産力の成果は、最初はその社会の未だ飢えた

人びとの方へ、それから世界中の飢えた人びとの方に、双方の歓びをもって奔

溢し、生存の基本条件を行き渡らせるところまで、止まることがない。 

・あるいは、世界の諸地域の幾千年、生きられてきた自立的な生活系、生態系を

これ以上破壊し開発し搾取することがない。 

・飢えと荒廃と怨恨とテロリズムとの問題は、その根源から解消する。 

第二の巨大な曲がり角も、第一の〈軸の時代〉の転回と同じように、六百年を 

要するだろう。けれども、この転回は必ず来る。転回の基本軸となるのは、「幸 

福とは何か」「人間の欲望とは何か」、という単純な素朴な問いに対する徹底した 

真正面からの回答である。その胚芽はすでに、世界の高原期に達した社会の、こ 

の局面の中で人間を形成してきた最初の世代たちの、生きられる価値の感覚の

中に、事実として存在している。 
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2．フリュギアの王 

（ギリシャのミダス王は貨幣経済発祥の地リュディアの東方フリュギアの王で、黄金を愛した） 

人間史の第一の曲がり角であった〈軸の時代〉の偉大な哲学と宗教とを生みだ 

した現実的な基盤は、貨幣経済の勃興による、人間の生きる世界の「無限化」と 

いうことであった。引き続く第Ⅱ局面の三千年は、この貨幣経済が人間を成形し 

てきた局面といえる。 

 貨幣経済は人間の最大の発明の 1 つといっていいだろう。人類の幸福にとっ 

て、その功績は数えきれない。未来の人間がどんな社会をつくろうとしても、人 

びとの自由な共存のツール（道具）としての貨幣のシステムは必要であり続ける。 

 人間の歴史の第Ⅱ局面とは、貨幣経済の初期の局面、貨幣経済の圧倒的な力の 

前に幻滅され、自己目的化し、価値基準化し、幸福のためのツールの一つとして 

使いこなすには至らない局面であった。 

 これ以上の経済成長のない社会とは、停滞した退屈な社会ではないかと思わ 

れるが、決してそうではない。人間史の第Ⅲ局面の高原の見晴らしを切り開くと 

いう課題の核心は、第Ⅱ局面を支配してきた、あの欲望と感受性との抽象化＝抽 

象化に無限化してゆく価値基準の転回であり、欲望と感受性との具体性、固有性、 

鮮烈なかけがえのなさの開放である。 

 経済競争の強迫から解放された人間は、アートと文学と学術の限りなく自由 

な展開を楽しむだろう。そのほか、歌、デザイン、スポーツ、冒険、ゲーム。 

知らない世界への旅。友情、恋愛と再生産の日々新鮮な感動の享受、子供たちと 

の交歓、動物たちや植物たちとの交歓、太陽や風や海との交歓を楽しむだろう。 

これらの多数で豊饒な幸福はすべて、どんな大規模な資源の搾取も、どんな大規 

模な地球環境の汚染も破壊も必要としない。つまり、永続する幸福である。 

 転回の基軸となるのは、幸福感受性の奪還である。再生である。感性と欲望 

の開放である。存在するものの輝きと。存在することの祝福に対する感動能力の 

開放である。 

 

補 欲望の相乗性 

 人に喜ばれる仕事をすることは、人間の根源的な欲望である。 

高原期の人びとが楽しむことのできる幸福のリストの大きい項目として、「社 

会的な〈生きがい〉としての仕事」、共存の環としての仕事を一つ付け加える。 

経済の競争の強迫から解放された人びとは、それぞれの個性と志向に応じて 

それぞれの仕事を欲望し、感受して楽しむであろう。あらゆる種類の国内、国外 

のボランティア活動を楽しむであろう。 
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補章 世界を変える二つの方法 

1．ベルリンの壁。自由と魅力性による勝利。 

 20 世紀は戦争と革命の世紀である。後半 40 年を支配した「冷戦」は、三つ目

の世界戦争であった。この戦争の終結は、軍事力による勝利ではなく、「西側」

の世界の自由と魅力性による勝利であった。西側社会の自由と魅力性とにあこ

がれた「東側」の民衆は、ベルリンの壁を、命を賭けてその内側から解体し、そ

の内部では「永久」とされていた社会主義体制を、次々とその内側から解体した。 

軍事力による勝利ではなかった故に、敗者の側に怨恨や復讐心が残るというこ

ともなかった、正しい勝ち方であった。資本主義の社会主義に対する勝利の後、 

2008 年の世界経済危機までは、資本主義こそ最終の永久的な体制として、世界

を支配するシステムとなった。けれども、その最終的な完成としての全世界化、 

「グローバル化」は、地球環境と資源の有限、新しい貧困とテロリズム、「リス

ク社会」化の恐怖など、さまざまの矛盾と限界を露呈するに至った。 

もう一つの壁である資本主義の壁は、自由と魅力性の力によって、内側から破

らなければならない。 

 

２．二十世紀型革命の破綻から何を学ぶか。卵を内側から破る。 

 二十世紀を賭けた革命の破綻の構造は 3 点に集約できる。 

① 否定主義（「とりあえず打倒！」） 

② 全体主義（三位一体という錯覚） 

③ 手段主義（「終わりよければすべてよし！」） 

① の否定主義は、どのような社会を現実に実現するのかという、肯定性の構想

なしに、とりあえずの打倒を唱導し扇動する否定主義的な革命や運動には、

われわれは身を委ねることはできない。（ex.ワイマール体制の打倒・ロシア革命） 

② は、20 世紀型社会革命の最大の理論的過ちは、経済の領域におけるシステム

の計画性ということが、政治の領域における一党支配＝民主主義の否定、お

よび思想・言論の領域における統制＝自由の否定ということを不可分に必要

とすると考えたことである。20 世紀型社会主義革命がすべて、おぞましい抑

圧的な管理社会を実現してしまったことの原因は、この間違った三位一体の

思い込み（レーニン主義）にある。 

思想言論の領域における自由と、政治の領域における民主制こそが優先され

るべき基盤であり、この前提の上でのみ、経済の領域における「社会主義」 

はすぐれた政策的ツールの一つとして選択されるべきものである。 

③ 手段主義は、未来にある目的のために、現在の生を手段とするということで

ある。①と②とも結びつき、これらを下支えする思考であったが、この手段
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主義のエネルギーがあらゆる抑圧とマキャベリズム、政治的利用主義とを正

当化し、現実に生きる人間たちの一回限りの人生を、貧しく耐え忍ぶべき手

段としての年月と化した。20 世紀の敏感な若い人達は「終わりよければすべ

てよし」という感覚がスターリニズムの核心にあることを直感していた。 

否定主義、全体主義、手段主義という三つの陥穽は、これからどのような社 

会を実現しようかと考える人たちの前に、いつでも開かれる現実的な陥穽とし

てありつづける。 

 「卵は内側から破らなければならない」（ダグラス・ラミス）。新しい世界の胚

芽となる、肯定的なものの実体が、まず現在に存在し、この実体が力強く育って

いく時、桎梏となるものがあるなら、それは、この生命自体によって、内側から

破らなければならない。この胚芽たち自体が、新しい世界を作る主体となるので

なければならない。 

 

３．胚芽をつくる。肯定する革命 

 「否定主義」「全体主義」「手段主義」の回路を繰り返すことのないために、新

しい世界を創立する時の、われわれの実践的な公準は次の三つである。 

 第一に positive。肯定的であること。第二に diverse。多様であること。第三

に consummatory。現在を楽しむ、ということ。 

 第一の肯定的は、現在あるものを肯定するということではなく、現在無いもの、

真に肯定的なものをラディカルに積極的に、つくりだしていくということ。 

 第二の多様性は、明るい世界の核心は、億の幸福の相犯さない共存にある。 

 第三の consummatory 新しい世界をつくるための活動は、それ自体が躍るも

のでなければならない。楽しいものでなければならない。その活動を生きたとい

うことが、それ自体として充実した、悔いのないものでなければならない。解放

のための実践はそれ自体が解放されなければならない。で、さまざまな仕方で 

 このような三つの公準を統合し、具体化したイメージの一つを提起するなら

ば、〈胚芽をつくる〉ということである。新しい胚芽となる素敵な集団、素敵な

関係のネットワークを、さまざまな場所で、さまざまな仕方で、至る所に発芽さ

せ、増殖し、ゆるやかに連合する、ということである。 

 

４．連鎖反応という力。一華開いて世界が起こる。 

 Chain Reaction 連鎖反応は、一人の人間が一人の人間を説得するという地

道な仕事が、やがて反核の巨大な力を形成した。この発想は、新しい時代の見晴

らしを切り開くための〈解放の連鎖反応〉としておきかえられる。そして、〈触

発的開放の連鎖〉がつづくとすれば、世界の人類の総数を超えることとなる。 

 肝要なことは速さではなく、一人が一人をという、変革の深さであり、あとも
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どりすることのない、変革の真実性である。自由と魅力性による解放だけが、あ

ともどりすることのない変革である。この、〈肯定する革命〉は、破壊する革命

ではなく〈創造する革命〉であり、未来の社会のために、現在の生を犠牲にする

革命ではなく、解放のための実践が、それ自体現在の生における解放として楽し

まれる革命であるから、自分の周囲に小さい素敵な集団やネットワークが胚芽

としてつくられたその時すでに、それだけの境域において革命は実現している

のである。 

「一華開いて世界が起こる。その一つの花が開くときにも、一つの細胞がまず充

実すると、他の一つずつの細胞が触発されて充実する、という、充実の連鎖反応

によって、ぜんたいが大きく開くのだという。 

 今ここに一つの花が開く時、すでに世界は新しい。」 

                                おわり 

 

（読み終わって） 

 読後感として、「高原期に人間形成した最初の世代」として、少々面映ゆく感

じられた。タイトル「現代社会はどこへ向かうか」だけを頼りに選択したテキス

トであるが、新しい世界を創造する、胚芽をつくり、Positive に diverse に

consummatory に実践していくことにより発芽させ、増殖させ、ゆるやかに連

合することで新しい世界を実現させると、少々、バラ色に包まれた方向を提示さ

れても、しっくりこない面があり落ち着かない。     

 見田氏自身は 1937 年生まれ（今年 82 歳）で、サキ（先）が見えているのか

もしれないが、現実世界は花など開きそうもない事実に覆われている。 

 日本の借金はすでに 1000 兆円を超えている。アベノミクスなどと、全く成果

もない愚にもつかない戯言を唱え、赤字解消する気もなければ意欲もない。相変

わらずの経済成長を夢見ており、赤字を将来の孫・子にツケを回そうとしている

が、その孫・子は少子化により赤字は永久に解消できない。夕張等に見られる過

疎化による財政の破綻。我国の「未来予想図」は、ここに書かれているような、

明るくオプティミスティックなものではなく、貧富差の拡大、少子高齢化、外国

人労働者問題など、ヘタレ国家に未来はあるのか。再度、否定主義（取り敢えず

「憲法」を標的）、全体主義（一党独裁によるファッショ化への道）、手段主義（森

友・加計に見られる相変わらずの権謀術数）に逆戻りしかねない現実である。 

 ここは一つ、より心豊かな明日を築くために、お邪魔虫といわれても、我々高

貴な高齢者がダイナミックに声をあげ、地道に活動していくことが肝要だと思

われる。老人よ！デモに行こう。そして乾杯しよう。 

  

 


