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日本の難点 宮台真司（幻冬舎）サマリー 

         

            高畠読書会 ２００９．７．１８ 小田輝夫 

 

 本文より、「この日本で共有されつつある課題意識をより一層急速に共有化す

るべくこの本は書かれました。」「全ての問題を網羅的に論じる代わりに、必要

不可欠（クリティカルポイント）だけを押さえることで『この社会』を知るた

めのエッセンスが得られる」「これ以上はあり得ないというほど、噛み砕いて書

かれています。本書に難解なところがあるとすれば、それは記述の難解さでは

なく、事柄の難解さによるものです。通読すれば眩暈がするでしょうが、それ

は圧倒的情報量による眩暈ではなく、〈社会〉の複雑さによる眩暈でしょう。」

とあとがきで述べている。 

 この書は、日本が現今抱えている諸問題を包括的に関連させて論じている。

宮台の専門である「社会システム論」をベースにして、ポストモダンの先の見

えない〈不安〉（年金、健保、介護など）と〈正当性の危機〉など、「包摂性を

欠いた社会」である日本の問題点を指摘し、日本の建て直しとして「世直し」

への動機付けを模索し、特に若い世代をはじめとした「どうにもならないのだ

から」の状況からのロストオフを提言している。 

 

 直近のサブプライムローンによる金融危機をはじめとした「社会の底が抜け

ている」ことに誰もが気付いてしまい、やり過ごしたり、覆い隠したりのメカ

ニズムも壊れてしまっている。ポストモダンの根幹の肝である「社会の底が抜

けた」ことの気付きに、ものごとの〈郊外化〉がある。〈システム〉（郊外のコ

ンビニ、ファミレス）が〈生活世界〉（地元商店街的なもの）を全面的に席巻し

ていく。〈生活世界〉が次第に〈システム〉に置換される過程が近代化ではある

が、すでに〈システム〉が全域化している。 

これらは「普遍主義の理論的不可能性と実践的不可避性」の問題であり、こ

の不可避性と不可能性のギャップをどう実践的に、理論的に「橋渡し」するか

が、現代政治哲学、社会学の 前線の課題である。これは「境界線の恣意性」（み

んなとは、我々とは、日本人とは誰かの線引きが偶発的で便宜的で相対主義）

の 20 世紀から、「コミットメントの恣意性」（如何にしてコミットメントできる

か自覚を持ってコミットメントせよ）を問題にする 21 世紀的人文知へ転回した

ことを意味する。「恣意性からコミットメント」へという転回は、今日まで繰り

返され反復してきた。「社会の底が抜けている」ことはたとえば、米国の政治的

凋落、金融危機の経済的凋落などにみられるように、今まで自明性のものが一
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挙に崩れてしまい、日米安保も、親日的米国ももはや自明ではなく、コミット

メントを通じた政治共同体の保全を自覚せざるを得なくなった。ポストモダン

の今日、日本においてもあらゆる分野で「恣意性からコミットメントへ」転回

せざるを得なくなった。 

 

 こうした日本の「社会の底が抜けた」共有された「課題意識」を 5章に分け 

第一章 人間関係はどうなるのか（コミュニケーション論、メディア論） 

第二章 教育をどうするか（若者論、教育論） 

第三章 幸福とはどういうことなのか（幸福論） 

第四章 アメリカはどうなっているのか（米国論） 

第五章 日本はどうするのか（日本論） 

として、現状、その背景、処方箋を論じた、まことに真面目で、ユニークでち

ょっぴり難解（社会の複雑さによる）で、ナンセンスで独善的なテンポの良い

書である。 

 

 宮台は自分の立場を、もともとの意味での新自由主義者であると立場を明快

にし、「『小さな政府』＆『大きな社会』」の枠組みの中で、課題の解決を、地域

社会や家族関係など「能動的市民社会性」の相互扶助による「大きな社会」で

包摂させ、「大きな政府（国家）」に移転された便益供与のメカニズムを社会に

差し戻し、「社会的包摂」機能による新たな相互扶助の関係性（新しい市民社会

性）の構築・維持が重要であり、そのために、「個人の自立」ではなく「社会の

自立」を支援している。 

 

 そうは言っても、見栄えのいい答えはないが、「様子を見つつ」ソーシャルデ

ザインを進めるプロセスプランニングをしていくしかない。そして、「様子を見

る」プロセスそのものを民主的に開き、そこでの社会的啓蒙を通じて、あらゆ

る分野で「民主主義を社会的なものにする」しか解決のみちはないと結論付け

ている。 

 日本の難点は、著者が取り上げた課題以外にもあらゆる分野で想起される。

特に、安全保障の強化（P１７６）の項で「重装備×対米中立」で憲法改正にふ

れながら、「核」問題に全く言及していない点に不満が残る。また、直近の課題

としての地方分権や、福祉問題にほとんど触れられていないが、政策不在を含

めた日本の政治システムへの提言を今後楽しみにしている。 
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第一章 人間関係はどうなる ―コミュニケーション論、メディア論― 

 

○ 若者のコミュニケーションはフラット化したか（P２０） 

イエス…人間関係が希薄である。 

社会的なプラットフォーム（基盤）が空洞化してしまい、もともと他者性は 

「底が抜けて」いたが、昨今は他者の自明性や必要性を単純に前提できず、

近所や血縁的、日本の「近さ」の文化が、人口学的流動性のアップとＩＴに

よる流動性上昇で郊外化し、コミットメントが見合わなくなり、人間関係に

コミットできなくなった。フラット化を阻止するには流動性自体を制御する

しかない。 

 

○ ケータイ小説的―コンテンツ消費はどのように変わったのか（Ｐ２３） 

・ 今世紀になって、物語消費からデーターベース的消費へ、キャラクター

消費からキャラ消費に移った。…「萌え」的享楽（アキバ、メイド喫茶） 

・ ケータイ小説も共通した新しいステージがあり、「人間関係のフラット

化」と密接に結びついており、関係性の否定がみられる。大ヒットした

「恋空」は「関係の履歴」ではなく「事件の羅列」でしかない。 

・ 少女漫画も自己投影の「関係性からＣＭ的シーン（場面）へ」変化し、

関係性を記号的に短絡したものとなり、「関係の履歴から事件の羅列、

シーンの羅列へ」という動きが問題である。 

・ 「関係性」を起点として考えることにより、メディア上の現象と現実の

人間関係上の現象（フラット化）と結びつけて理解する（アキバ事件？） 

 

○ 出版大恐慌、テレビも新聞も大凋落、マスメディアは生き残れるか（Ｐ２８） 

・ マスメディアの凋落は、インターネット化、情報通信化で伝達チャネル

が増大し、マスメディアに割く時間が減少した。それ以前に機能事態が

要求されなくなっており、「場」がなくなればコミュニケーションを支

える共通前提を供給するメディアも不要となる。（大いに疑問、個人的メデ

ィア化へ、そもそも発行部数競争、視聴率競争がナンセンス、クオリティアップへ） 

・ 「新人類世代」はテレビの個室化によりお茶の間という「場」が消滅し、

「場」での共通前提（一杯飲み屋での野球薀蓄ばなし）がなく別の共通前提

が要求される。たとえば、オンラインのコミュニティ（ニフティサーブの

フォーラムや掲示板）など物理的な空間に拘束されない、摩擦抵抗が低い

新たな「場」が存在している。そこで、マイナーな趣味の同好の士を見

つけたり、ピンポイントで趣味を共有できる者達の集団へと際限なく横

並びに細分化、「島宇宙化」して行き、結果的にそれがマルチチャンネ
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ル化しており、益々マスメディアに割ける時間が少なくなり、マスメデ

ィアに共通前提を与えられなくなる。 

・ マスメディアが「場」の消滅ゆえに要らなくなり、ＴＶ，Ｒ、新聞も長

期的な低落傾向になり、広告減でビジネスモデルとしては成立不可能に

なりつつある。今後は、システムの変更や番組制作費の削減によるダウ

ンサイズ化か、高収入層を狙い、優良コンテンツを提供する方向へ進む。 

 

○ 社会情勢の変化は人々のライフスタイルをどう変えたか（Ｐ３２） 

・ 旧住民に対して、新住民が増える郊外化の動きが増大した。1960 年代

の団地化での専業主婦化、1980 年代のニュータウンによるコンビニ化

の二段階での郊外化が起こり、〈システム〉全域化による〈生活世界〉

空洞化の日本的展開となった。空洞化すれば個人は全く剥き出しとなり、

物理的空間（家族・地域・職場）に拘束された人間関係から多様に開か

れた情報空間（インターネットなど）に、代わりに頼るようになり、家

族や地域の自立的な相互扶助がなくなり、社会が包摂性を失ってしまっ

た。 

・ 個人が不可避となったグローバル化や経済的格差などに直撃されない

ように、社会の包摂性が必要となる。そのために、国家は「個人の自立」

ではなく「社会の自立」を支援すべきである。これは、スエーデンなど

の北欧にみられる「社会投資国家」である。日本は「社会投資国家」ど

ころか「社会収奪国家」としての機能となっている。 

・ 日本は米国の輸出市場であり、日米安保により対米従属の関係となって

いる。今後は「軽武装・対米依存」から「重武装・対米中立」へシフト

する必要があり、9 条の変更も含めた憲法改正が必要となる。（少し怪し

い論理であり、特に「核」の問題に全く触れていない） 

・ アジア諸国は感情的に包摂し、米国への負い目から自由になるために、

軍事のみならず、資源、食料、技術、文化の包括的な安全保障戦略を日

本が自立して考える。それなくして社会的包摂性の回復や〈生活世界〉

の回復はありえない。 

 

○ 「彼女がいても心は非モテ」という若者の不思議な自意識とは（Ｐ３７） 

・ かっては、ナンパは今よりずっと困難であり挑戦的であったが、昨今は

アンパイ狙いで、物差しを問題にしないで数のみ「競う」バカバカしさ

が理解できない。「愛のセックス」から見放されていることが問題であ

る。これは男女が噛み合っておらず、セックスは簡単にできるにも係わ

らず、相手に対するコミットメントが難しい。（コミットメントの恣意
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性） 

・ 孤独死（45 歳から 60 歳までの中年男性が大半）と自殺（年間 3万人以

上の高自殺率）が増えているが「金の切れ目が縁の切れ目」となってい

る。「彼女はいても心は非モテ」はこうした状況の反映であり、男の子

が圧倒的に深刻である。男性同士は相互扶助ができないので、男の子は

将来一人寂しく死んでいくしかない。 

・ 昨今の性愛市場は流動性が高く、すぐ別の相手がみつかる。（ex.「恋空」）

現在は属性依存的な関係（一流会社、容姿）は脆弱であるが、関係の履

歴が形作る入れ替え不能性（関係の唯一性）だけが脆弱の不安から人々

を自由にする。これにより孤独死も救われる。 

 

○ 相次ぐ休刊、「雑誌は要らないか」（Ｐ４２） 

・ 皆が一緒に乗れるプラットホームは沢山あったほうが良く、雑誌が廃刊

すれば、プラットホームが一つ消える。これは、場当たり的な右往左往

にひきずられた結果、雑誌が廃れていき、ソーシャルデザインにとって

暗雲がたちこめている。（ex.「論座」「月刊現代」の休刊） 

・ 適切なものかどうかに関係なく、いろんな構え、いろんなスタンスに応

じたいろんな媒体があることが、世論の分布や動きを観察するのに必要

不可欠である。 

・ インターネットのウエブサイト上へのアップロードはユーザービリテ

ィが不完全であり、今後携帯情報ツールのユーザービリティが「紙」メ

ディアと同等になれば、雑誌の廃刊を補って余りある新しいメディアの、

そう遠くない日の誕生となる。 

・ 大新聞の「国民的メディア」―国民全体の共通前提を形成するような媒

体―は、今のような流通経路の不自由さに支えられている限り消えてい

く。これは、近代国家の成立の重要な条件の一つであった「国民全体の

共通前提形成する」媒体が消えることになる。（ベネディクト･アンダーソン

「想像の共同体」）そうなれば、現在存在する国民意識や国民概念も変わら

ざるを得なくなり、それはそれで楽しみである。 

・ 大新聞社も赤字転落（朝日、毎日）。不況ゆえの広告料のダンピングで

広告収入は大幅ダウンであり、広告収入でメディアを支えるタイプのビ

ジネスモデルはもはや、未来永劫成立しない。ターゲットが高額所得者

や趣味性の高いハイクオリティにセグメントされたメディアだけに限

られ、従来型のマスメディアは生き残れず、ダウンサイズ化するしかな

い。 

・ インターネットのコンテンツが一部そうであるように広告収入に固執
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しないタイプの有料コンテンツが「クオリティ」勝負で乗り出してくる。

今後はピンポイントで影響を与えるメディアはマスメディアの形をと

らず、従来のマスメディアの既得権益を引き剥がしていく。 

・  

第二章 教育をどうするのか －若者論・教育論 

 

○ 「いじめ」は本当に決してなくせないのか（Ｐ５０） 

・ 「いじめ」は「尊厳」を破壊することで「自由」を奪う営みである。 

・ “「いじめ」はなくならない”ではなく“「いじめ」は殆どなくすことが

出来る”という展望につなげる。「ダメなものはダメ」、「いじめはしち

ゃいけないにきまっているだろ」と「感染」をおこせる、利他的なスゴ

イ奴の「本気」に、人間は「感染」させられる。現在は「本気」で話さ

れたことを「本気」で聞く経験が減っており、「本気」で話し、聞く人

がいなくなれば、「本気」で喋らなくなる悪循環が起こり、「場」への適

応だけが肥大化している。 

・ この「場」では昔と違って、誰も「本気」で話したり「本気」で聞いた

りするこことがない「場」で「仲間と同じでなくちゃいけない」という

同調圧力に対処しなければならず、昔の共同体にはなかった課題である。 

それでも他に「場」がなければ、この課題を優先せざるを得ず、他者の

「尊厳」を回復不能に損壊することも「あり」となり、「いじめ」が蔓延

してしまう社会環境が現出する。社会環境への適応が「いじめ」をもた

らす以上、環境をいじるしかない。現在ではネガティブ・フィードバッ

ク・メカニズム（度を越したものを制御する機構）もきかなくなってい

る。けっして「道徳教育の問題」ではない。 

・ 対処法はコミュニケーションのフラット化（「本気」で話したことを「本      

  気」で聞く必要がなくなること）を支える過剰流動性を手当てすること

であり、政治体制のシフトが必要になる。 

  根本策がとれない状況で「いじめ」に対処せざるを得ない。その場合、

逆に流動性を利用して、逃げ場がなくなる「圧力釜状況」を解除する以

外に手はなく、実際かなり有効で、転校したりして、固定した人間関係

の結びついた関係の履歴と、それが与えるマイナスの尊厳から離脱でき

るが、こうした対処療法では根本要因は手付かずのままである。 

 

○ 「ネットいじめ」「学校裏サイト」から子供をまもれるか（Ｐ５６） 

・ 「まぶだち」はめったにおらず、秘密を打ち明けられない関係に変化し

てきた。打ち明けたら、プロフサイトや日記サイトを通じ秘密が不特定
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多数へ晒される。 

・ インターネットのＥメールのコミュニケーションが疑心暗鬼をもたら

す。インターネットの 大の問題は、「オフラインとオンラインとにコ

ミュニケーションが二重化することによる疑心暗鬼」とそれがもたらす

日常的コミュニケーションの変質であり、ネット利用者の全員に秘密が

晒される。「フラット化」があれば、疑心暗鬼は拡がりやすく、拡がっ

た疑心暗鬼がさらに「フラット化」を推進するという悪循環が回りはじ

める。 

・ 「尊厳」の損壊によって「自由」を侵害する振る舞いに合致する「いじ

め」の行為はネット上でもあり、「ネットいじめ」は現に存在する。「学

校裏サイトの閉鎖」という対処はあるが、事後的なしょりであり、「事

前的な抑止機能」は期待できない。 

・ 「いろいろあっても大丈夫です」という「信頼」は強靭であり、対面コ

ミュニケーションを「信頼」ベースにすべきである。ネットやケータイ

を禁じるにしても、あくまで強靭な「信頼コミュニケーション」を現実

化するための手段として、施策を位置付ける必要がある。 

 

○ モンスターペアレントやクレーマー対策とは（Ｐ６１） 

・ 「常識」を支える共通前提とそれを支えてきた〈生活世界〉をシステム

（役割＆マニュアル的なもの）によって空洞化してしまった以上、共通

前提によって行動を少しも制約されない「常識はずれ」の人がふえてい

る。問題は、クレーマー如きに振り回されている社会の側にあり、真に

受けて聞くメカニズムが彼らを生き残らせるのであり、真に取り合わな

ければ良い。 

・ いわゆる世論はサイレント・マジョリティではなく、キーキー声の少数

者であるラウド・マイノリティが大半であり、マスメディアがまともに

受けることは自殺行為であり、真に受けるか聞き流すか選択的にさばい

ていく。声無き声を見殺しにする行為は、メディアはよほどのことがな

い限り回避しなければならない。 

・ 相手の反応に驚いている時点で既に「負け」ている。昨今の日本人はこ

の意味で「負け」ている人が多い。二つの要素があり一つは、共通前提

に鈍感であるだけでなく、共通前提を徹底的に観察する習慣がなく、相

手を「読む」ことができない所から来る戦略的な稚拙さ。もう一つは自

分の持つ関係性についての価値評価が低すぎるので―「尊厳」が脆弱な

ので―自分の周囲にいる少数からの承認だけでは十分だと思えない。自

分にとって大切な者たちが分かってくれていれば、それで十分。クレー
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マー問題の背後に、日本人の多くが抱える「尊厳」値の低さを見る。 

○ モンスターペアレント保険は仕方ないか（Ｐ６６） 

・ モンスターペアレント保険の登場は、リスクの現実化であり、独特の「帰

属処理」となっており、まとまったニーズがある。これは、学校がクレ

ーマーの要求を聞き入れる現実があり、「そんな要求はおかしい」とい

う学校側の真っ当な反論を他の親たちが支援してくれる可能性は期待

できなくなっている。 

・ かって〈生活世界〉の中で解決できたことが、できなくなり〈システム〉

を頼るしかなく、益々〈生活世界〉は脆弱になっていく図式の典型例を

見出せる。こういう場合二つの考え方があり、第一は、〈生活世界〉が

既に空洞化している以上、かっての規準から見ると行き過ぎに見えても

〈システム〉を頼りにするのは仕方ないし、むしろ積極的に頼ること無

しには、社会生活（学校生活）があり得ない。第二は教育の本義からい

って〈生活世界〉を〈システム〉に置き換える、あるいは人格的関係を

非人格的関係に置き換えるような動きは、間違っている以上、〈生活世

界〉の回復や再構築こそ目指さなければならない。 

・ 「〈システム〉を頼ればＯＫ」で済ませることなく、〈生活世界〉の回復

や再構築をこそ目指さなければならない。 

・ 先生（スゴイ奴？）から生徒への「感染」が大切であり、学校はこうし

た「感染」の回路を保全すべきである。だから、人格的関係に支えられ

た〈生活世界〉が学校から失われることには、できるだけ抗わなければ

ならない。 

・ 学校だけではなく、地域社会に〈生活世界〉を回復させて、そのことで、

モンスターペアレンツを地域が許さなくするような施策が絶対必要に

なる。「役割＆マニュアル」優位の〈システム〉に代わり、「善意＆自発

性」優位の〈生活世界〉の大切さをわきまえ、かつ〈生活世界〉の保全

のために貢献するような構えを広く涵養するためにこそ、学校における

〈生活世界〉の回復や維持が不可欠だ、という循環を忘れてはいけない。 

 

○ 教育の崩壊はほんとうにゆとり教育の「失敗」のせいか（ｐ７０） 

・ 「ゆとり教育」は理念が理解されず様々な弊害が現実化して失敗した。

従来型の暗記学習の時間をクリエーションやコミュニケーション能力

開発を目指し、「知識重視型」から「体験重視型へ」の転回を図ったが、

指導出来る教員不足や誤解、さらには教科書改革と連動していなかった。 

・ 教科書検定制度は日本だけであり、先進各国に比べ、教科書が極端に薄

くなっている。なんだか、参考書市場や塾市場との利権の匂いがする。
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教科書は今の 3倍の厚さにし、必要と思うところをどんどん学ばせ、検

定はガイドラインをちょっと気にかける程度にし、教科書の選択は現場

に任せるのが良い。 

・ 教育先進国の共通の特徴は寺子屋教育であり、第一に制度的な枠をフレ

キシブ化し、第二に能力別編成をはるか以前にとりやめ、第三にグルー

プワーク（班学習）を重視している。 

・ 「ゆとり教育の失敗」は「ゆとり教育」の取り違えと、未だに修復でき

ない硬直性とそれをもたらす利権構造に由来する。こうした失敗をもた

らした時代遅れの集権制を維持するための手段が、「愛国心問題」と「未

履修問題」である。 

 

○ 子どもに「人の死」をおしえられるか（Ｐ７５） 

・ 「死について教えること」は「生をどう組織するのか」に関心を持って

ほしいからである。「他人の死をどう受け止めたらよいのか」を知る。

自分の死に身構えるためには、人が死ぬことをめぐる人々のコミュニケ

ーションがどういうものなのかを知る必要があり、経験が も重要であ

る。喪失感は事前に予想することは殆どできない。他者との関係性を、

完全に自覚できないから、無意識の領域に大きく根を下ろしており、「失

ってみないと分からない大切さ」がある。 

・ 「喪失による自己崩壊を、喪失以前には予想しがたい形で経験する」と

いうことが、重要な他者の死を経験するということのエッセンスになる。

だとすると、「無痛文明」（森岡正博）が問題になる。もっとも深刻な無

痛化は、他者へのコミットメントが希薄化し、重要な他者についての死

や別れを経験しにくくなったことである。 

・ 「重要な他者が死ぬ」という経験から隔離されがちになった結果、「喪

失による自己崩壊を、喪失以前には予想しがたい形で経験する」という

“痛み”の経験が珍しくなる。「重要な他者」（ジョージ・ハーバード・

ミード）は子供の自己形成や社会化との関連で重要視されるが、社会的

存在として退場する場面でも重要である。「重要な他者」という社会関

係のリソースが必須になる。 

・ 自殺を思いとどまらせるのは、関係性の履歴がポイントとなり、「お前

が死んだら自分は悲しい」「お前が死んだらつらくて生きていけない」

などの言葉が有効である。日本の自殺率（Ｐ１３０参照）は先進国で

悪となっているが「社会的包摂の空洞化」がもたらしている。「人の死」

を教えることの社会的意義は人生や社会の薄っぺらさを克服する方向

に生を組織することに役立つ。 
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○ 「人の死」をどう教えるか（Ｐ８０） 

・ 「人の死」を教えるのは難しい。人と人との関係性が無意識のレベルに

及ぶ深さがあり、「死を教える」ことは不遜であり、「経験を組織する」

パターナル（温情的）な課題が生まれ、「死を教えない」選択もまた一

つの人為的な「経験の組織化」になる。「するも選択、せざるも選択」

というヤヤコシイ（＝再帰的）社会を、ギデンスは「再帰的近代」と呼

んだ。 

・ 無痛化した社会は、再帰的近代の特殊事例である。できるだけ不遜さを

回避しようと思えば、普段から「重要な他者の死に積極的に関わってい

く大人の姿」を見せていく以外にない。そのためには、親自身が「重要

な他者たち」との関係を豊富に持ち、「重要な他者の死に積極的に関わ

っていく大人の姿」を見せることにより、子どもが包摂的な社会を積極

的に構築していくという循環が昨今の日本社会では壊れている。 

・ 「人の死を教える」という課題を超えて、再帰的近代―「するも選択、

せざるも選択」という社会―をうまく乗り超えるヒント、「社会が人を

作り、人が社会を作る」という循環にどう棹させばいいのかという課題

のヒントが含まれている。 

 

○ 「早期教育」は本当に有効か（Ｐ８４） 

・ 馬鹿げているし、役に立たない。 

・ 学生のコミュニケーションの「質」が下がったし、ゼミのレベルが低下

している。早期教育を受けてきた学生の割合が以前の世代より大きい。 

・ 高偏差値大学での学生のレベルダウンが著しい。同じ「地アタマ」なら

ば、勉強する代わりに様々な経験を積んだ人や社会についての見聞を深

めて動機付けを獲得したものが強い。 

 

○子どもに教えるのは「他人に親切」か「他人をみたら泥棒と思え」か（Ｐ９０） 

・ 東大の首席クラスはパブリックマインドに溢れ、「浅ましい印象」を与

えず、ある程度スゴイ奴と分かっており、その上の「本当にスゴイ奴」

を目指す。「本当にスゴイ奴」は（プラトンの言葉）で言えば、ミメー

シス（感染的模倣）を生じさせるかいなかで分かる。ミメーシスは真似

しようと思って真似るのでなく、気が付いたときには真似てしまう。ス

ピノザはこういう事態を「衝動」と名付けた。ミメーシス（「感染的模

倣」）こそ「衝動」それ自体であり、何かの「手段」でもなければ「目

的」でもない。 
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・ 誰でもが認めるスゴイ奴は「本当にスゴイ奴」を探し求める。「感染的

模倣」の対象になる人間とは、端的な「衝動」に突き動かされている人

間で、「ありそうもない衝動」「不思議な動機付け」に突き動かされてい

る人間だけで、宗教の開祖もそうした人間だった。自分自身が「ありそ

うもない衝動に突き動かされる存在になっていく。 

・ 早期教育にこだわる親も、「格差社会で子どもを下流にしないために」

といった「目的」があって、そのための「手段」として早期教育を考え

ているのであろうが、そうした「目的」をたどれば、「見栄」もさるこ

とながら、「子を愛する」という「衝動」が見つかる。でも、「目的」と

「手段」の系列が長く伸びすぎると、出発点にある「衝動」―端的な価

値コミットメント―が分からなくなる。そうなるとたえず不安に駆られ

る生き方になってしまう。そうした親は多分子どもから見て「スゴイ奴」

とはほど遠く、そうした親をみて育った子どもは、「セコイ奴」「浅まし

い奴」になってしまう。「子を愛する」親ならば「セコイ奴」より「ス

ゴイ奴」になってほしいという思いを実現するはずである。 

 

○ 「真の早期教育」とは（Ｐ９６） 

・ 早期教育は大半が有効ではない。 

・ 真の早期教育があるとすれば、感情的、感覚的な「目から鱗」こそ、が

大切であり、感情的や感覚的に幅ひろく体験させることにより〈世界体

験〉をさせる。幅は広ければ広いほど、他人を幸せにでき、自分も幸せ

になる。 

・ 「必要な早期教育」は「感情教育」であり、「感情教育」なくして民主

政治が良い社会を作ることができない。それを踏まえて、アンソニー・

ギデンズは「感情の民主化」が必要だと言った。「クレクレ野郎」を育

てない、というパーソンシステム上の目的に加え、多様な人達が共生で

きる社会をもたらす、社会システム上の目的もある。危険なパターナリ

ズム（温情主義）による全体主義の危惧もあり、世直しを目指す密教の

危険さの一つでもある。 

・ 流動性と多様性が高い社会で、個人が他者を承認することを通じて承認

されるために不可欠で、かつ社会が民主的な形で存続するための不可欠

な要因が、パーソンシステム的には感情や感覚の幅を拡げ、かつ社会シ

ステム的には「感染し感染される」関係を拡げる、「感情教育」である。

「感情教育」には臨界年齢があり、まさに「必要な早期教育」である。 

 

○ 実践している「幼児教育」は（Ｐ１０１） 
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・ 胎内教育である。キーワードは不安であるが、 初から〈世界〉を肯定

的に体験して欲しい。「よく分からないけれどスゴイ」ものに感染する

ことが大切。 

・ 親の不安や不信ベースは子へ伝わる。肯定的オーラか、否定的オーラか、

親である「重要な他者」から子へ伝染する。親個人の構えは還元できず、

それは夫婦の関係性の問題であり、重要である。 

・ 「階級的ハビトゥス」（ピエール・ブルデュー）「ハイパー・メトクラシ

ー」（本多由紀）。ハイパー・メトクラシー化に伴う階級的ハビトゥスの

比重の増加は「既にとっくに」生じている。階級によるハンディキャッ

プがどこに生じやすいか熟知しておくことは、教育を通じた「貧困の悪

循環」から救出する知恵を与える。 

・ 親がダメでも、親以外の「重要な他者」が周囲にいて子どもを肯定的オ

ーラで包摂してくれるようであれば―「社会的包摂」に満ちていれば―

「生まれの偶然」によって割りを食わなくなる。 

 

 

第三章 「幸福」とは、どういうことなのか －幸福論 

 

○ 「自分だけ幸せならそれでいい」のか（Ｐ１０８） 

・ 人間の内発性は生来のものではなく、社会によって埋め込まれる。この

埋め込みの過程をタルコット・パーソンズは「社会化」と名付けた。内

発性を埋め込む教育（ジョン・デューイ）ではなく、ずっと包括的な社

会環境の全体を社会化の主体と考える。 

・ 「何が人にとって幸せであるか」は経験に先立ってあらかじめ決まって

いるのではなく、あくまでも経験的、すなわち学習的なものである。パ

ーソンズはニューディール政策を支持し、社会環境全体の設計や社会シ

ステム理論を構想した。今日の金融危機は大恐慌に酷似しているが、パ

レード（イタリアの経済学者） 適点が社会的であり、よりよい価値観

を持つ「いいひとたちが営む資本主義」に移行できるかにかかっている。 

・ 「何が人の幸せなのか」への直接的回答は分からないが「何が人にとっ

ての幸せなのか」の回答と、社会システムとの存続とがちゃんと両立す

るように、人々の感情や感覚の幅を、社会システムが制御していかなけ

ればならない。社会システムが人格システムにそうした作用を及ぼすよ

うに社会設計（ソーシャルデザイン）していくしかないのが今日的状況

である。 

・ 重大な問題は「社会設計は基本的に人の手に余る」ことであり、意味論



13 
 

的限界と時間的限界があり、知的限界として、社会設計は必ず間違って

しまうことである。一概に悪いとはいえないが、「社会設計も社会設計

意図を超える」ことが起こる。社会設計をしないこと（不作為）もまた

一つの社会設計（作為）であるが、いずれにしても「周到な社会設計」

が必要である。 

・ 社会設計の目標は、社会の存続と両立しないような幸せ観の背景にある、

感情や感覚の枠組みを、社会環境を通じてとり除いていくことである。

「他人の不幸せと無関係に成り立つ自分の幸せがあるという感覚」や

「他人の理解や承認と無関係な尊厳のあり方」を生じにくくする。他者

への配慮をしない人々が、互いに侵害しあわないようにさせるアーキテ

クチャルもあるが、設計するのも人間なので結局同じことである。しか

し、彼らにはより高い公共性が期待されるし、公共性をより高める方向

にコストを払うという戦略が必要である。 

 

○ 自己決定論の現在―「宮台真司」の主張は以前と今で矛盾しているのか（Ｐ114） 

・ 自己決定は複雑である。人間は自己決定的な主体ではない。17 世紀（ニ

ュートン）から 18 世紀（カント）の時代は自然界が因果的に決定され

ているという決定論が支配的であり、人間も決定論の枠内にあった。カ

ントは因果的な自己原因とは別に、帰属や帰責を可能にする主体性を正

当化する「自由意思」の概念を設定した。因果性も帰属ではなく選択性

の帰属によって主体性＝自己決定性が認定されるとした。 

・ 〈人倫の世界〉（人間界）では、自己決定性（をもたらす自由意思）を

手放せない。手放せば社会が回らなくなる。人間界では人間に選択的（意

思論的）な自己決定性がある。 

・ 人間が社会によって、共同体によって多大に「前提づけられている」な

いし「方向付けられている」ことは疑えないが、事象をどれほど主体に

帰属させ、どれほど社会に帰属させるかがいつも問題になる。 

・ 「自己決定が重要」である。                          

何事につけて「するも選択、せざるも選択」という具合に諒解されざる

を得なくなった社会（近代社会一般から区別して「再帰的近代」と呼ぶ）

では、個人が共同体の空洞化に抗うのかいなか、失われかけた共同体を

再構築するのかいなか、それ自体、諸個人の選択課題―であるがゆえに

集合的な決定課題（政治的課題）―にならざるをえない。 

 「自己決定が非自明で、共同体が自明だ」という認識は通用しない。共

同体が既に非自明である以上、共同体をどうするかが自己決定（選択

的課題）にならざるを得ない。 
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・ 「するも選択、せざるも選択」というポストモダン社会の再帰性は、社

会が底が抜けた状態なので「不安」を惹起しがちになり、選択の前提と

なる自明性が消えるので「正統性の危機」が起こりやすくなる。選択と

して意識される社会が全てを自己決定として個人帰属化させるという

意味で「個人化」が進む。全員が個人化されるところがポイントである。

これは、「共通前提」が消えていくプロセスと論理的に並行しており、

そうしたプロセスと是々非々で抗うことが必要であり、「再帰的近代」

なのだから「自己決定」で抗うのである。 

・ ポストモダンにおいては、再帰性が増大する（底が抜ける）がゆえに、

自己決定を維持するリベラリズムの立場と、共同体の護持や構築を推奨

するコミュニタリアン（共同体主義者）の立場は、日本では両立不能性

として誤解されているが、矛盾しない。 

 

○ 日本人は宗教についての基本的理解がないか（Ｐ１２０） 

・ 日本の宗教文化は〈世界〉を〈社会〉（あらゆるコミュニケーションの

全体）と見做すアニミズム的なもので、原初的社会に在り来りのもので

ある。従って超越神の宗教性（ユダヤ教、キリスト教、イスラム教）に

支えられた社会を理解するのは難しい。キリスト教のエートス（資本主

義の精神）を理解できず、とんでもない外交的失敗をやらかしてしまう。 

・ 宗教は日本社会であれ、共産主義社会であれ必ず存在する。さもないと

〈世界体験〉を配列させる意味論（概念と命題のセット）に目に見える

綻びが生じてしまう。宗教的な意味論が〈世界体験〉の総体をどう矛盾

なく配列させるのかを検証することで、他の宗教的文化圏を理解する。 

・ 「宗教的世直し」は極めて危険なもので、犠牲がつきもので正当化不可

能である。「社会的救済」でなく「霊的救済」のみを目標にしており、

世俗権力の存続を補完する「尻拭い役」を果たすことになるが、宗教が

社会より大きいことを信じる者にとっては許されないことである。 

・ かくして「宗教的世直しの不可能性と不可避性」の問題が浮上してくる

が、戦前の日本人のほうが敏感であった。敗戦後「日本人は宗教につい

て基本的理解がない」といえる。 

 

○ 日本人にも分かる「宗教」とは（Ｐ１２４） 

・ 旧約聖書の創世譚（ジュネシス）は超越神が〈世界〉を創造し、原罪譚

（オリジナルシン）は人のなす区別に言及し、人は間違いをおかすが区

別なくして生きられない。それが原罪。人のなす区別（知恵）は可謬的

ではなく、必謬的でかならず間違う。必ず間違う理由は一つは「境界設
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定の恣意性」で排除の恣意性、もう一つは「因果理解の恣意性」であり、

両方とも、肯定的なものと否定的なものの区別に関わるものである。 

・ 「再帰性」概念は、「するも選択、せざるも選択」であることが“万人

に気付かれた”ポストモダンの状況を記述する概念で、“気付かれる”

前から、原理の次元では「するも選択、せざるも選択」貫徹している。

従って「再帰性」概念も原罪譚の派生物だといえる。 

・ それに気付いた再帰的な（反省的な）人間がどのように前へ進んだらよ

いのか、ユダヤ教もキリスト教もイスラム教もそうした探求のバリエー

ションでこれらの宗教の影響を受けた哲学や思想も探求のバリエーシ

ョンで「ヘブライズム的なもの」と名付けることができる。 

・ 「脱構築」（ユダヤ人デリダ）概念は、創世譚と原罪譚という旧約聖書

の枠組みを翻案したもので、構築あるいは人のなす区別は必ず間違って

いるのに回避できない。まさに「不可能なのに不可避」。だから、区別

をなしつつ、区別を信じずに、前へ進め！それが脱構築の概念である。 

 

○ 自殺率は下げられないか（Ｐ１３０） 

・ 日本の自殺率はハンガリーに次いで 2 番目に多く、1998 年以降毎年 3

万人以上の自殺者を出している特異な国である。自殺は短絡に経済苦や

鬱に原因を帰属させられない複合的要因が考えられる。それは孤独死の

背景要因と酷似しており、〔①病気や怪我→②会社をやめるか休業→③

収入が絶たれる→④家族的・地域的・会社的人間関係から見放される→

⑤相談相手のいない状況で生活に行き詰る〕 

・ 自殺の共通要因を推論すれば、地域社会の包摂性と家族関係の包摂性が

こうした場所では顕著に低下している。分かりやすく言えば〔金の切れ

目が縁の切れ目〕の人間関係ばかりが拡がっている。こうした状況の概

念化が「能動的市民社会性」（ダグラス・ハード男爵）で、家族や地域

や宗教的結社に見られる相互扶助（が支える社会的包摂）をさし、「能

動的市民社会性」や「市民的相互扶助」の概念が今日まで継承されてい

る。新自由主義はもともと“「小さな政府」で行くぶん「大きな社会」

で包摂せよ”という枠組みである。 

・ 政府の財政に限りがあり、政府の支援が社会の空洞化を促進する以上、

どのみち「大きな政府」ではやっていけない。「大きな国家」に移転し

た便益供与のメカニズムを社会に差し戻す必要がある。「小さな国家」

＆「大きな社会」への流れは不可避である。経済的につまずいたりちょ

っと法を犯した程度では路頭に迷わずに済む「社会的包摂」を伴った社

会をどうやって作り維持していくのか。 
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・ かなり強い「社会的排除」を伴う旧来の家族や地域や宗教の、復活や維

持を構想するわけにはいかない。単なるノスタルジーでは役にたたない。

そこで、機能主義的な発想が要求されることになる。昔の関係が役に立

たないならば、同様の「社会的包摂」機能を果たしつつ、かつての「社

会的排除」機能の副作用が少ない、新たな相互扶助の関係性（新しい市

民社会性）を、構築し、維持するしかない。その意味で、薄っぺらくな

った社会で行政がなすべき「自立支援」は中長期的には「個人の自立」

ではなく「社会の自立」（「大きな社会」樹立）の支援でなければならな

い。 

 

○ 「他人に迷惑をかけなければ何をしてもＯＫ」か（Ｐ１３６） 

･「他者を侵害することがなければ」何をしても許されるのが自由だ（Ｊ・

Ｓミル「自由論」）･･･「愚行権」（による自由の定義） 

・ 憲法によって保護される人権としての「幸福追求権」･･･期待水準が上

がり願望水準もあがる。マズローの「欲求会総論」でいえば、欲求水準

があがれば必然的に生活様式は多様化する。言い換えると、「モノの豊

かさ」の中身については万人の合意可能性がたかいけれど「心の豊かさ」

は合意可能性は下がる。その結果他者への侵害の内容が「ゲバルト（暴

力）から迷惑へ」とかわる。するとリベラリズムの合意が変わってこざ

るを得ず、昔は「殆どなにをやってもいいよ」から「共生こそ大切だよ」

に意味が変わった。「古典的自由主義」（ゲバルトがなければ･･･）から

「価値多元主義」（多様な者たちの共生･･･）へ中身が変わった。「価値

多元主義」が尊重するべきは「迷惑はいやだ」は、「価値観の違う人た

ちもうまく棲み分けよう」と主張する人にとっての迷惑（秩序の押し付

け）に関するものになる。 

・ 公共の秩序とは「価値観の違う人たちがうまく棲み分けられるようなプ

ラットフォーム」を意味する。そして「各人の価値観をできるだけ尊重

するものでなければならない」という価値観重視に変わった。各人がい

ろんな価値観に基づいて、いろんな生活形式を営んでいるという事実性

を互いに尊重しなければいけない、押し付けちゃいけない、というのが

今日の「他人に迷惑をかけなければ何をしてもいい」の中身である。 

 

○ された方がそう思ったら「セクハラ」か（Ｐ１４２） 

・ 公共の秩序は「共生を可能にするプラットフォーム」であり、押し付け

は秩序の押し付けになり許されない。 

・ 猥褻表現は、「表現規制からゾーニングへ」と棲み分ける。しかしゾー
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ニングの行き過ぎは問題となる。完璧なゾーニングは「多様な者たちの

共生」の原則に反し、共生というより相互隔離になってしまう。ゾーン

の内では包摂どころか徹底的な排除となる。厳格なゾーニングがもたら

す「隔離」は異質なものへの不寛容さを醸成し、不安ゆえに神経質な「隔

離」をもたらすので、ほどほどが良い。 

・ もう一つの典型が、日米でみられる「セクハラの過剰告発」。「訴えた者

勝ち」の状況がひろがりつつある。そして馬鹿げた「当事者主義」が横

行している。その結果、過剰な規制や自制が生じ、不安ベースの疑心暗

鬼コミュニケーションが蔓延している。大人同士のコミュニケーション

と、優越的地位を背景にしたコミュニケーションとの区別を慎重につけ

ていく以外にない。 
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第四章 アメリカはどうなっているのか ―米国論 

 

○ オバマ大統領の演説は一体どこがすごいのか（Ｐ１５０） 

・ オバマ大統の存在が持つシンボル的意義･･･統合と包摂･･･分裂したア

メリカの再統合のシンボル･･･何か新しいことが始まっている 

 

○ どうして、アメリカは大統領制なのか（Ｐ１５６） 

・ 大統領制はアメリカの「分裂」と「再統合」のシュミレーションとして

の儀式･･･統合の再確認と建国理念の再確認･･･米国は再帰的人工国家

だから（宗教的新国家としての人工国家）･･･コミュニティ（共同体）

でなくアソシエーション（組織体）としての国家として「目標の共有」 

・ 選挙は正当性をその都度新しく再創造するための、「分裂と再統合」の

儀式であり、国民的自覚である。再帰性へのこだわりが米国的な（メタ）

共通感覚であり、類例を見ない特殊な国である。 

 

○ 選挙で代表はえらべるのか 多数決は正しいのか（Ｐ１６１） 

・ 選挙と選挙されたものの議決であり「集合的決定」の典型的類型･･･政

治的共同体の構成メンバー全員を「拘束」する決定。そうした決定を生

み出す装置を「政治」と呼ぶ。集合的決定に見られる「拘束」が重大。 

・ 「奪人称化機能」･･･選挙や議決が多数決の手続きを経由･･･「恣意性の

帰属可能性」（政治的決定が備えなければならない条件を示す･･･「カリ

スマ性」よりも「皆の意見であること」に正しさが宿る 

 

○ 豹変する米国―「オバマのアメリカ」はどう変わるか（Ｐ１６７） 

・ 死に体のブッシュの 大の功績はオバマ大統領を誕生させたこと。オバ

マは「メタ友敵図式」を用い統合のシンボリズムを構成した。 

・ オバマの二つの柱･･･①「愛される米国」②「集積効果」である。米国

は経済的、政治的ポジションを維持するには諸外国に依存し、国際社会

は米国の軍事的覇権による国際秩序の維持機能に依存する。 

・ 米国は人種の坩堝･･･いや違うサラダボウル社会だ→「非同化主義」の

移民政策を採用（同化するのでなく、異質なものが共生する）。オバマ

は「メタ友敵図式」を採用することで、ルールの 低限のラインを下げ

「サラダボウル社会」の潜在力を使い尽くすべく「集積効果」を喧伝･･･

米国は終わらない･･･他人の褌で相撲をとる「価値を生みたいなら、本

当に儲けたいなら米国へおいで」と も有利なプラットフォームを提供



19 
 

できると呼びかける。オバマのアメリカが言えば「真実」となる。 

○ アメリカに守ってもらうために対米追従は仕方がないのか（Ｐ１７６） 

・ 日本の地域共同体ないし〈生活世界〉の空洞化の出発点は戦後の日米関

係を背景とした対米追従にある 

・ いざとなったら米国を頼る「専守防衛思想」で、「軽武装×対米依存」

図式→内政干渉（日米構造協議以来）、日本の国家主権の制約（日米地

位協定や密約）にあまんじている。国土も国民も疲弊している 

・ 「米国を敵に回す必要はもとよりないが『重武装×対米中立』を目指せ」

そして、安全保障（軍事のみならず資源、エネルギー、技術、食料、文

化を含む総合パッケージ）の強化を図る。日米関係がそうなっているよ

うに、経済は政治に従属しており、政治力の弱さは外交交渉の弱体化に

繋がっている。 

・ 「重武装×対米中立」が「未来」の構築のために絶対必要であり、未来

の構築に役立つならば何でもやる。「過去」が悪かったかどうかなんて

どうでも良い。ドイツを見よ（過去の罪は人それぞれ） 

 

○ どうして、日本の政治はダメになったか（Ｐ１８３） 

・ アメリカは大統領制で、国民による正統性を源泉とする権力の流れが、

ホワイトハウス（行政）と議会（立法）の両方に、二本存在し、対等に

衝突できる。日本は英国的「議員内閣制」で三権ではなく、行政権が立

法権に圧倒的に従属する二権分立制であり、国民による選出が正統の源

泉による一本の権力の流れである。 

・ 日本では英国流の議員内閣制の本義が全く貫徹されていなく（ex．飯尾

潤「日本の統治構造」）「官僚内閣制」になっている。官僚が国会を通じ

て内閣を操縦している。さらには、党本部機能が官僚を制御しており、

各種要求を調整的に集約し、官僚と折衝し、議院を操縦してきた。 

・ しかし、官僚が「理想の国民」になり代わって、議院の操縦を通じて内

閣を操縦する意欲を支えていた出奔母体の地域共同体の空洞化と、小泉

首相が官邸機能の強化と引き換えに、党本部機能を壊滅させたことで、

失われた地域共同体からの吸い上げ機能の劣化とが相俟って「官僚内閣

制」をダメにした。 

・ 今後誕生する新政権は三つの課題を背負う。①米国にどう向き合うか 

②霞ヶ関とどう向き合うか③経済界にどう向き合うか、である。 

 

○ 沖縄の在日米軍基地はどうなるのか（Ｐ１８９） 

・ 基地問題は人倫上の議論より、政治（＝集合的意思決定）において重要
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である。･･･米軍基地の提供は、安全保障の総合的パッケージの中で、

今まで提供し続けてきた事実を、日本のステイタス（社会的地位）を前

提として、どのように活かしして、どんな未来につなげていくのか、と

いう観点で議論することだけが重要。 

・ 米軍基地が世界で急激に減っている中、沖縄の在日米軍基地の戦略的重

要性がどんどんましている。日本にとってより、米国にとっての戦略的

「重要性」である。今こそ日本は取引可能なはずである。「重武装×対

米中立」へのシフトの現実が有効となった。日本はいつでもシフトでき

ることを表明することにより、米国から多くを引き出せる。 

・ 戦略的思考の上にあえて、在日米軍基地を許容し続けることも「有り」

であるが外務省アメリカスクールや産経新聞の対米追従の議論は国賊

ものである。 

・ アメリカは財政赤字の補填として米国債を中国に購入してもらわざる

を得ず、中国に弱みを晒すことになる。そして対中国戦略として、沖縄

は橋頭堡である。従ってオバマは日本を冷遇することはなく、今後在日

米軍基地をできるだけ「高く売る」のが合理的選択である。 

 

○ 金融資本主義は諸悪の根源か（Ｐ１９４） 

・ サブプライムローン、レバレッジ金融への批判が集中しているが、一時

はリスク分散を礼賛し、ファンド投資を推奨したエコノミストやアドバ

イザーが多数いた。またそれに嬉々として乗った一般人がいまさら批判

するのは納得できない。 

・ 資本主義はバブルがつきものであり、それは、資本主義が証券化によっ

て拡大された金融市場と表裏一体だからであり、証券化とバブルは切っ

ても切れない関係にある。 

・ 日本の戦後復興は国が重み付けした事業にだけ銀行から資金を回した

「間接的金融制度」によって効率的に成し遂げられた。これは、市場へ

の新規参入を妨げるものであったが、規制緩和の一貫として「証券化に

よる起債」を自由に行わせる「直接金融制度」へシフトした。 

・ 証券化そのものを目の敵にしてはいけない→「良い証券化」と「悪い証

券化」とを識別できる民度を獲得する。また、サブプラムローンやレバ

レッジ商品やらの「悪い証券化」を規制する制度を政治的に導入する。

制度を長持ちさせるのは、民主国家における国民の民度が大切 

 

○ 金融資本主義は乗り超えられるか（Ｐ２００） 

・ 「悪い証券化」･･･リスク社会論（ウルリッヒ・ベック）の二つの柱 ①
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今日の高度技術社会がはらむリスクは、常識的なものと違い、（事前の）

予測不能、（目下の）計測不能、（事後の）収拾不能という性質が特徴 ②

我々は常に既に①のリスクを抱えた高度技術のアーキテクチャの上に

乗っかっている。Ex．原子力、遺伝子組み換え、金融商品 

・ 「だったらやめろ」「やめられないなら仕方ない」といった二元思考を

押し返すための市民政治（「共同体的自己決定」）が必要。統治権力にお

ける政治決定に先立ち、顔の見える共同体の範囲で自分たちがどうする

かを決める。（ＪＳミルの「自己決定権」を共同体まで拡大する）他者

や他共同体を侵害しない限り共同体的愚行も許容される。 

・ 金融商品や金融派生商品を含めた証券化テクノロジーも「共同体的自己

決定」である。今回の金融危機はリスク社会論の中に証券化テクノロジ

ーを中核とする金融テクノロジーが含まれることを理解できなかった

「共同体的自己決定」のもんだいである。 

・ 金融経済は実体経済の成長に加えて、金融経済の期待を織り込んで膨ら

む、再帰的増幅装置であり、実体経済の伸びを上回りがちであり、金融

緩和がさらに加速し、期待可能性が次々と連鎖させて行き「バブル崩壊」

がおこりやすくなる。こうした「底の抜けた再帰性」を制御するための

「共同体的自己決定」が必要となる。 

・ 「道徳感情論」がいう他者同感的な道徳感情の共有を前提とする「モラ

ルエコノミー」（「神の見えざる手」をささえる）と「底の抜けた再帰性」

を是々非々で制御する「共同体的自己決定」との間の再帰的＝相互強化

的な循環を構築維持する社会環境の設計が重要となる。 

 

 

第五章 日本をどうするか －日本論 

 

○ 後期高齢者医療制度は現代の「うば捨て山」か（Ｐ２１０） 

○ 裁判員制度―司法の民主化か、新しい動員制度か（Ｐ２１５） 

○ 「環境問題のウソ」はホントか（Ｐ２２５） 

○ 「内定取り消し」日本企業は劣化したか（Ｐ２３２） 

○ 秋葉原殺傷事件は格差社会やグローバル化のせいか（ｐ２３８） 

○ 現代日本の民主主義は信頼できるか（Ｐ２４４） 

○ 日本におけるエリートとはどういう人か（Ｐ２５４） 

○ 日本の農業、自給率は大丈夫か（Ｐ２６１） 

○ 結局、社会はかえられないか（Ｐ２７０） 
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