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はじめに 

 

循環ワーカー養成講座の今年のテーマは「人間の安全保障」です。 

 安倍政権が発足して以来、東アジア外交における緊張感がますます高まり、特定秘密保

護法、集団的自衛権、憲法改正を含む「国家の安全保障」の問題が注目を集めています。 

「人間の安全保障 （Human Security） 」は、アマルティア・センの影響を受けて 1993

年に国連開発計画（UNDP）が『人間開発報告』において唱えた「国家の安全保障」と対

比される概念です。環境破壊、食糧や資源の欠乏、人権侵害、難民、貧困などの人間の生

存、生活、尊厳を脅かすあらゆる種類の脅威を包括的に捉え、これらに対する取り組みを

強化しようとするものです。より根源的な「人間の安全保障」の視点から、国際平和を希

求する日本の安全保障や環境問題を再考していただく機会になればと企画いたしました。 

 

最初の講師である岩瀬氏は、内戦や貧困問題を抱える発展途上国だけでなく、いまや日

本においても大震災や原発事故、経済格差の拡大など「人間の安全保障」への脅威が増し

ていると指摘されました。また、わが国が小渕内閣のときに国連に「人間の安全保障基金」

を設立し、その理念がまさに「人間の安全保障」であったこと、そして「人間の安全保障」

は「国家安全保障」と相互補完的であることを教えていただきました。さらに、「ヒュ－メ

インシティ」すなわち人間らしい都市コミュニティを築く技術についてのお話の中では、

日本の自然エネルギーや食料資源の豊かさを強調されていました。 

柳平氏の講座は、いままでにないグループダイナミクスという手法で展開されました。

「寡占化」が人間や社会に与える影響について柳平氏の書いたテキストや流通業、金融業

の事例記事を読んでグループごとにディスカッションし、その内容を発表しあいました。

最後には「シカゴプラン」という通貨・金融制度改革プランの話題も提供されました。こ

れは、中央銀行と財務省を統合し、政府のみが通貨発行し、民間の信用創造を禁止するこ

とで債務・金融危機を回避するというものです。 

田村氏は、経済主義に基づく近代化が、自然の破壊、地域共同体の破壊、精神と文化の

破壊という 3 つの破壊をもたらしていると指摘されました。また、アベノミクスはタイミ

ング良かっただけと喝破した上で、物価上昇、国債下落、金利上昇、景気悪化、財政の崖

と、その後の代償は大きいと予測されています。そして、この危機に対処するため、「無利

子 100 年国債」で財政赤字の解消を図るべきと提言されています。 

3 人の講師のお話をお聴きし、世界的な資本主義システムの危機が、日本など先進国を含

む「人間の安全保障」を脅かしつつあることを改めて認識させられました。 

 

最後になりましたが、講師の方々、ご協賛いただいた企業の方々に心から感謝申し上げ

ます。 

 

2014 年 2月 

NPO 法人循環型社会研究会 監事 久米谷弘光 
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【講師のプロフィール】【講師のプロフィール】【講師のプロフィール】【講師のプロフィール】    
 

岩浅岩浅岩浅岩浅    昌幸（いわさ昌幸（いわさ昌幸（いわさ昌幸（いわさ    まさゆき）氏まさゆき）氏まさゆき）氏まさゆき）氏    

現職  筑波大学准教授（人間安全保障研究） 
経歴  慶應義塾大学法学部卒業後、筑波大学大学院社会科学研究科博士課程、日本学術振興会特別

研究員、成蹊大学講師などを経て、現職。ヒューマン セキュリティーの観点から、自然エネルギ

ーの活用政策を含む諸政策の提言を行っている。 

 

柳平柳平柳平柳平    彬（やなぎだいら彬（やなぎだいら彬（やなぎだいら彬（やなぎだいら    さかん）氏さかん）氏さかん）氏さかん）氏    

1940 年 1 月、東京に生まれる。1962 年、慶応義塾大学経済学部卒業。丸紅飯田（現丸紅）入社後、

渡米し、ハバフォード大学でリベラルアーツ、ダートマス大学タックビジネススクールにて企業組

織論を学ぶ。1970 年、企業内研修プランナーとして独立。AIA・心のアドベンチャー、Telling・
企業家精神養成や TOS・プロへの道などの研修プログラムを開発。1990 年、長野県蓼科に経営者

のための健康道場（たてしなエグゼクティブハウス)を設立し、縄文パワーアップや生活習慣病予

防プログラム、ジュース断食などの健康増進を図る場を提供。 
 

田村田村田村田村    正勝（たむら正勝（たむら正勝（たむら正勝（たむら    まさかつ）氏まさかつ）氏まさかつ）氏まさかつ）氏    

経済学博士。専攻は経済政策、社会哲学。早稲田大学社会科学部教授、経済社会学会常務理事（前

会長）、社団法人日本経済復興協会理事長、NPO 法人ホリスティック・ライフ岡山及び同広島理事

長。 
1945 年松本市生まれ長野県立松本深志高校卒業、1968 年早稲田大学第一政治経済学部卒業、1974
年 同大学院経済学研究課博士課程修了、1972 年早稲田大学社会科学部助手、1982 年早稲田大学

教授（1992-94 年 社会科学部長）。 
『日本経済の新展開―人間復興の経済・余暇論』（1989 年、新評論）、『新時代の社会哲学―近代的

パラダイムの転換』（1995、2000 年、早稲田大学出版）、『世界システム「ゆらぎ」の構造/EU・東

アジア・世界経済』（1998 年、早大学出版）、『見える自然と見えない自然―環境保護・自然の権利・

自然哲学』（2001 年、早大学出版）、『現代社会とボランティア』（共著、2001 年、ミネルヴァ書房）、

『甦るコミュニティ―哲学と社会科学の対話』（編著、文真堂、2003 年）、『社会科学原論講義』（早

稲田大学出版部、2007 年）、『ボランティア論―共生の理念と実践』（編著、ミネルヴァ書房、2009
年）『社会哲学講義---近代文明の転生に向けて』(ミネルヴァ書房、2012 年)など著書多数。 
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2013年度 循環ワーカー養成講座 

「人間の安全保障とヒューメインシティー」 

講師：岩浅 昌幸氏（筑波大学 准教授） 

日時：2013年 6月 27日（木）18：30～20：30 

会場：ノルドスペース セミナールーム（東京都中央区京橋 1-9-10フォレストタワー8F） 

 

はじめに 

 私は大学院では比較憲法学をやって

いましてアメリカ憲法の判例解釈や憲

法制定前史の研究をしていたのですが、

その後、資料収集のためロード・アイ

ランドや西海岸のサンディエゴに行き

客員研究員としてヒューマンサイエン

スをかじってきました。戻ってきてか

らは実務の世界に 10 年ほどいました

が、4年前から筑波大学で「人間の安全保障」という講座を開き、今年からは大学の外でも

人間の安全保障（ヒューマン・セキュリティ）の普及活動をしています。 

 「人間の安全保障」とは、聞き慣れない表現かと思います。昨今、前政権から現政権に

かけて突発的にこの言葉が使われましたが、意味が明確にされないまま流布しているよう

です。今回は 3回の講座のうち初回ですので、「人間の安全保障」とはどういったところか

ら生まれてきたのかという原理をまず捉えて頂けたらと思っています。 

 

「人間の安全保障」という概念 

本来、「人間の安全保障」は、もっぱら途上国や紛争国を対象にした概念でした。日本で

この言葉を持ち出しても、いったいどういう問題があるかピンと来ないかもしれません。

基本的には、都会でも田舎でも餓死する人はいない。もしくは、迫害され隠れる場所もな

く逃げ回らなくてはならないということが、この日本という法治国家ではごく稀な、猟奇

的な事件を除けばないと言っていいでしょう。一方ボスニア・ヘルツェゴビナなど、民族

浄化の虐殺が行われてきたような地域では、まさに人間の生命が危ぶまれていたわけです

ね。 

私が共編で昨年出版致しました『〈人間の安全保障〉の諸政策』は、新しい試みです。難

民高等弁務官で「人間の安全保障」の活動をしてこられた緒方貞子さんが、この本の帯に

言葉を寄せてくださいましたが、1994年、UNDPという国連機関が初めて世界に打ち出し

た「人間の安全保障」は、飢餓に悩まされるような国や紛争国の人々を想定したものでし

た。もともとはインド出身のノーベル経済学賞受賞者アマルティア・センが、論文の中で
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初めて取り上げた概念でした。「恐怖からの自由」「欠乏からの自由」が、「人間の安全保障」

の 2 つの定義となります。まさにそれらが脅かされている国や、あるいは国の体を成して

いない場所にいる人々の安寧をどう保障するかが、テーマとなっていました。 

私たちの「新しい試み」は、これがもはや途上国や紛争国だけの問題ではなくなってき

たために始まったものです。バブル期以降の日本の状況においては、餓死する人こそいな

くても、まさに人間の安寧が損なわれてきたのではないかと。そしてリーマン・ショック

やサブプライム・ショックがあって、いっそう極端にひどくなった。そして追い打ちをか

けるように東日本大震災が起こり、人間の安全保障が損なわれる実態をまざまざと見せつ

けられたわけです。「人間の安全保障」では、経済的な問題のみならず自然災害やエネルギ

ー、食糧、社会保障の問題すべてが関わってきます。つまり人間を中心としたときに、360

度のあらゆる面において人間の安寧を脅かしうる状況をどう解決するかが、まさに「人間

の安全保障」のテーマなのですね。しかし近年は途上国や紛争国ばかりでなく、経済的に

豊かとされる日本やアメリカ、西ヨーロッパの国ですら、これが喫緊の課題となってきた。

そういう時代に突入したわけです。 

従来、他大学で行われていた「人間の安全保障」の研究は、基本的には途上国対象のエ

リアスタディ的色彩が強かったのですが、筑波大学での「新しい試み」では、日本をはじ

め先進国の人々の安寧がどこにあるのかということも関心事項となっています。私も 3.11

が起こるまでは、途上国のエネルギー安全保障を対象に、JICAなどと一緒になってネパー

ルやフィリピン、ラオス、カンボジア、ベトナムなどの国々で小水力発電の普及活動に関

わってきました。しかし 2年前に大震災が起こり、「いまは、我が国の安全保障をまずやら

なければならない」と、考えた次第です。 

 「人間の安全保障」はまったくの新しい概念ではありません。既に 1941 年、今から 70

年以上前に、ルーズベルトとチャーチルが連名で発表した「大西洋憲章」の中では「恐怖

からの自由」「欠乏からの自由」が表明されています。全体主義国家とされていたナチス・

ドイツや日本と戦うにあたってこれを正当化の理由として掲げていたわけです。国際連合

も、もともとは人間の安全、安寧を保障しようという理念から設立されているのですね。

ヒューマン・セキュリティという新しい理論構成となって現れたのは 1994年の『人間開発

報告書』においてだったのですが、その底流には第二次世界大戦後の世界秩序の中で打ち

出された概念があるわけです。「人間の安全保障」は、ヒューマンライツ（人権）とたいへ

ん密接につながっています。私はこれまで憲法学で人権の研究をやってきましたので、そ

の関連性はよく理解できます。 

 

人間の安全保障の要素 

『人間開発報告書』では、人権と関わる要素として以下を列挙しています。 

「経済の安全保障」…生産的仕事からの基本的収入と最終的手段としてのセーフティネ

ットのことですね。 
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「食糧の安全保障」…基本的な食糧への、すべての人の物理的・経済的なアクセス権を

意味しています。 

「健康の安全保障」…医療機関へのアクセス可能性ですね。先進国においてすらこれが

脅かされている最たる例は、医療保険がなく高額の治療費によって人々が破産に追い込ま

れているアメリカでしょう。社会保障制度が整っていないために、大きな怪我や病気をし

てしまったときに莫大な借金をしなくてはならない。民間の医療保険に加入できる人しか、

健康が担保されていないわけです。低所得者向けの制度もありますが、カバーできる範囲

に限界があるのですね。TPP に参加して医療が自由化され、日本の医療を民営化しようと

いう話になった場合、日本も第二のアメリカのようになる危険性もあるのです。 

「環境の安全保障」…水不足、塩害、砂漠化、大気汚染、原発事故、地震、津波、竜巻、

洪水などから免れることです。1994 年には既に、これらの言葉が国連の文書の中に出てい

たのですね。ところが 20年経たないうちに、各地でこうした災害が起こっている。予言的

とも取れる内容だったわけです。 

「身体の安全保障」…暴力や紛争、薬物乱用から免れることを意味します。日本でも若

年層にまで薬物乱用が及んでいるように、先進国においてもこれが損なわれつつあるのが

現状です。 

「地域社会の安全保障」…文化的アイデンティティと価値観の形成を提供する地域社会

の安全のことです。しかしながら今、グローバリゼーションの名のもとに世界中が単一の

金融制度の中で動いており、すべてを一つの価値観、お金に換算するという方向へ向かっ

ているという気がしています。安倍政権になって為替レートが 20％も変わってきています

が、すると輸入財が 2 割ほど高騰する。一方、日本からの輸出では、かなりのメリットが

出るわけです。その影響が、各地の貿易相手国にすぐさま及ぶことになるわけです。 

もちろん、それぞれの地域では過去から培われ、守られてきた固有の価値があるはずで

すけれども、近年ではそれらがかなり阻害されてきていると感じています。すべてがグロ

ーバライズされたとき、経済の問題だけではなく自己のアイデンティティも失われてしま

い、文化的人間としての社会が維持できないのではないかと懸念されます。 

「政治的安全保障」…特に軍や警察による政治的人権への抑圧、及び政府による思想や

情報の統制から免れることです。捜査令状がなければ逮捕されない、三審制のもとで裁判

を受けられる、といった権利ですね。 

 これらは相互に関連しあい、オーバーラップしていると言えます。こうした文脈におい

て今日、人間の安全保障の 3 つ目の定義として「尊厳を持って生きる自由」が認識されて

きています。「欠乏からの自由」「恐怖からの自由」だけであれば、「動物としての人間の安

全保障」といえます。人間の場合はそれに加えて、尊厳を持って生きるからこそ人間なの

です。まさに「人間の安全保障」の中では、これこそが最も重要ですが、94 年の時点では

まださほど定着していませんでした。 

この「尊厳」と文化的アイデンティティは密接に関わっています。今、日本人のアイデ
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ンティティの喪失が起きていると思います。そもそも真正のアイデンティティのあった社

会というものが存在した時期がかつてあったのかとの基本的な疑問もあります。しかし、

今ほど多くの人々が、荒野に投げ出されたような状態でアイデンティティを確立しなけれ

ばならない状況に置かれている社会は、日本歴史上初めてなのではないでしょうか。 

封建社会であれば、その固有のルールの中でアイデンティファイされていくわけですが、

今の日本人は完全な放任の中にいて、いろいろな価値観に右往左往して生きているように

思います。こうした意味でも日本人の安全保障は現在、大きく失われてきているのではな

いかと。 

 従って「人間の安全保障」とは、単に食糧不足やエネルギー不足、領土問題で他国が侵

攻してきたときにどうするかという問題のみならず、もっと掘り下げた精神的価値にまで

至るような非常に奥の深い、横断的・学際的なテーマでもあるのです。 

 

 人間の安全保障に関しては他にも様々な概念が出てくるかもしれませんが、人間の安全

を脅かす事象は、ほぼすべてがこれらに帰結していくことができるでしょう。ただ、あま

りに概念を広げすぎるのにも問題があります。環境権など新しい人権が唱えられるように

なってきましたが、憲法学者の間では「人権のインフレーション」という考え方がありま

す。憲法 13条の幸福追求権、個人の尊厳のような人権は、人権の中では一番重要だとされ

ています。ここから解釈していくことによって、自己決定権やプライバシーの権利、ある

いは環境権などが出てくるわけです。25 条の「健康で文化的な最低限度の生活を営む」権

利とも重なりますが、国家は、憲法の中心的価値であった国民の人格権、幸福追求の権利

を保障しなくてはならないというところから憲法の人権論はスタートしています。すると

解釈学でいろんな人権が出てくるわけですが、それがインフレーション化して価値がなく

なるのではないかとの懸念があるのですね。何でも「自由」だとなると、それが人権では

なくなって「自由」と単なる「放任」の区別がつかなくなる。「言った者勝ち」になる、イ

ンフレーションとはそういう意味です。極端に言うと「人権のバブル化」。「何でも私の自

由じゃないか」と言って、果たしてそれが人権なのか？では、敢えて憲法という最高法規

においてそれを謳う意味はどこにあるのか。自分の自由を拡大していけば当然、他者の自

由とぶつかるわけです。それを調整する原理を探究することも憲法学の役割ですね。 

 ですから、「これも「人間の安全保障」」「あれも「人間の安全保障」」と言いだすと、人

権のインフレーションと同じことが起きて、その言葉自体が陳腐化して何の意味もなさな

くなるという逆効果が起こってくることでしょう。それを避けるために、「人間の安全保障」

の概念、意味合いに通底する中心的なコンセプトとは何かを捉えることが重要になってき

ます。法律論では「リーガル・マインド」と言いますが、言った者勝ちの解釈ではなくて、

それを人権として規定して皆で守ろうとする真意はどこにあるのかを、深いところから感

じとらなくてはならない。そうでなければ何でもかんでも「人権だ」と言いだす輩が出て

くる、恐ろしいことになってしまいます。 
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人間の安全保障の理念と日本 

 日本では、大平内閣の時代に既に「総合安全保障」という概念があり、その中には国家

安全保障である「国防」だけではなく、人間のコミュニティの安寧を脅かす様々な事象に

対して、国家は横断的に対応しなくてはならないとの発想がありました。そして 1997年の

小渕内閣のときに、通貨危機に苦しむアジア諸国への救済策のフレームとして、日本がコ

ミットし寄附金も拠出して、国連の中に「人間安全保障基金」が創設されました。外務省

においても、2007 年には日本政府の基本方針として「人間の安全保障とは人間の生存・生

活・尊厳に対する広範かつ深刻な脅威から人々を守り、人々の豊かな可能性を実現するた

めに、人間中心の視点を重視する取り組みを統合し強化しようとする考え方である」と掲

げています。ですから日本でも、この概念はごく最近になって出てきたものではないので

す。 

 

人権の補完機能と人間の安全保障 

① 人権全般の包括的必要条件としての人間の安全保障 

 「人間の安全保障」の第一の意味としては、人権の包括的・通底的要素としての機能で

す。憲法 13 条の個人の尊厳から始まって 21 条の表現・結社の自由、22 条の職業・営業、

居住・移転の自由、23 条の学問の自由、26 条の教育を受ける権利、27 条の勤労の権利、

29条の財産権などの人権に通底する考え方が「人間の安全保障」です。 

つまり最低限度の生活の基盤を失ってしまうことは「人権侵害」であり、一般的な概念

として「人間の安全保障」が損なわれたことになるわけです。 

例えば今回の原発事故で福島の土地を追われた方々は、そこで営んでいた職を失い、経

済的基盤を失った。これはまさに人権侵害であるにも関わらず、あまり声高に訴えられて

いないのが不思議なくらいです。「東電は国家ではない」と言われますが、国家の類似機能

を果たしているわけです。アメリカの憲法解釈学では、「独占的に電気を送るような大きな

団体・企業は、国家と類似する立場にある」「それが人々の基本的な権利を脅かす場合には、

人権侵害にあたる」との考え方があり、通説になっています。 

 日本に当てはめれば、東電がこうした事故を起こし人権を侵害してしまった事実は、国

家に類似する組織が、22 条に保障される人々の職業選択の自由や営業の権利、居住の自由

を阻害していることになります。本来は憲法裁判が起きてもおかしくありません。危機的

な状況に置かれた人々が、人間の安全保障が阻害されたということをもって裁判に訴え出

ることができれば、それは人権を補完しうると言える。私は人間の安全保障を、横串を通

せるような概念として活用すべきだと提唱しているところです。 

 

② 人権の調整機能としての人間の安全保障 

 逆に「人権」という言葉は様々な意味合いで使われてきて、使い古されてきたので、ニ
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ュアンスが誤解されて捉えられることもあります。そこで、誰もが大事だと思っている「人

間の安全」を基礎にしたらどうかとの議論があります。それは「人権の調整機能」です。

人間の安全が質的に下降していく状態に陥った場合には、その侵害からの救済を、他の権

利に対して優越性を持たせるということが、解釈準則として提案できるでしょう。 

 

③ 予防原則の活用 

人間の安全保障においては、予防原則が非常に重要となってきます。「環境に重大かつ不

可逆的な影響を及ぼす仮説上の恐れがある場合、科学的に因果関係が十分証明されない状

況でも、規制措置を可能にする制度や考え方」です。 

原発事故が今後また日本のあちこちで起こるようなことにならないためにも、予防原則

を活用しなくてはなりません。アメリカの先駆的な州やヨーロッパではかなり定着してい

ますが、日本ではまだほとんど浸透していない、先進国の中で非常に遅れていると感じま

す。科学的証明がなされるのは 50年先か 100年先か分からない、その間に汚染され尽くす、

人間の体が蝕まれ尽くすということがあるかもしれません。人間の安全保障を援用し、予

防原則によってそうした問題を未然に防ぐ枠組みが、特に先進国において必要であると私

どもは提唱しています。 

 

人間の安全保障と国家安全保障 

ところで、「国家安全保障」にかなり傾かれた方と話をすると、人間の安全保障は他国の

主権を侵害する危険性をはらむかどうかという議論になる場合があります。「人間の安全保

障とは、アナーキズムではないか」と言う人もいるのですね。つまり国連がこの概念を援

用することによって、多国籍軍による爆撃が行われているのだ、といった誤解をしている

わけです。しかし国連によれば正式に「人間の安全保障」を根拠とする武力行使は否定さ

れています。 

人間の安全保障は、国家安全保障だけでは解決できない問題をオーバーラップ的に保障

していこうという取り組みの一つなのです。例えば自然災害や、BSE やサーズ、新型イン

フルエンザなどの感染症は、国境を越えてやってきます。ですから、一国だけで制度を作

って対処するのは到底無理です。鎖国したとしても、渡り鳥が渡ってきて菌を置いていく

かもしれない。グローバル化の進展に伴い、人、モノ、情報、資金が国境を越え往来する

状況の中、感染症の蔓延、農作物の安全性、環境悪化、テロ、通貨の暴落、世界恐慌など

様々な国家の間で連関して起きてくる事象があるわけです。その影響をこうむるのはそれ

ぞれのエリアに住む人々であり、食糧が手に入らない、エネルギーが買えなくなり凍死に

至るなど、まさに人間の安全を脅かす事態になる。ですから国家安全保障と人間の安全保

障とは、国の枠を越えて、かつ相互補完的に取り組まなければなりません。各国政府のみ

ならず NGO、民間団体が主体となって、相互協力によって対処することが必要なのです。 

人間の安全保障は、国家安全保障という「伝統的安全保障」に対して、「非伝統的安全保
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障」と言われています。これは「人間の安全保障」におけるまた別の側面で、一国だけの

安寧ではなく、それを守ろうとして多くの国々と関わり、共同歩調で安全を担保しなくて

はならないという概念なのですね。人びとの安全のために、国境を越えるこれら多元的分

野の問題への取り組みを補完する機能が、人間の安全保障なのです。従って、どこかのセ

クターが主たる責任を追うのではなく、すべての個々の人間が意識して行動し、政策構築

を行うのが人間の安全保障なのです。人間の 360 度オールラウンドの分野がテーマになっ

ているわけですから、その主体は多岐にわたり、国家の行う防衛のように、「あてがわれる」

ものではないのです。自然災害や世界恐慌など様々な脅威が迫っている今、縦割りのタコ

壺社会を脱し「横串を通す」ことが「待ったなし」の課題と言えるでしょう。 

 

ヒューメイン・シティー 

私が『〈人間の安全保障〉の諸政策』の 10章で書かせて頂いたのは、新技術に基づく「ヒ

ューメイン・シティー」です。「ヒューメイン」というのは「人間らしい」との意味で、先

ほどの「尊厳を持って生きる」人間の権利とも通じています。技術だけ持って周りから疎

外され孤立した生き方ではなく、他の人たちとつながっていると感じられ、かつ自分の尊

厳が維持されていると感じられるのが、まさにコミュニティなのですね。それをどうやっ

て作りだすか、あるいは取り戻すかということだと思います。便利な生活に慣れた我々が

江戸時代に戻るというのでは、多くの人の賛同は得られないでしょうから、新しい技術を

活用してコミュニティ形成のための一助となすべきではないかと。グローバリズム経済発

展モデルは、97 年のアジア通貨危機や近年のサブプライム・リーマンショックにおいて露

呈したように、国家と人々に物質的豊かさを与えることにも成功していないじゃないか、

と思っています。これからの生存モデルは、とくにエネルギー、食糧生産、環境に係る新

しい技術を活用し、従来の国際金融資本や大国の草刈り場的な経済支配を脱することがポ

イントとなるでしょう。これらは経済の環境の持続可能性（Sustainability）を保障し、地

域コミュニティの自立可能性への貢献につなげようという構想です。 

私はここ 7 年来、「人間を中心とする街づくり」の構想に取り組んできました。これは、

21 世紀の理念といえるコンセプトだと思うのですね。環境変動の可能性を織り込んだあら

ゆる意味での災害に強い街づくりが要請されるのみならず、自然災害や国際紛争などの有

事が長引いたとしても平常時の機能を維持できる、最小限のエネルギーと食糧の独立性の

確保をこの目標としたいと考えています。 

 

日本の豊富なエネルギー・資源の活用 

今日、日本が基本的に輸入に頼っている化石燃料資源は、国際価格が高騰し、紛争によ

ってや国際政治の道具ともされて輸入困難となる問題が懸念されています。日本のエネル

ギー自給率は 4％だと言われますが、これは先進国の中で際立って低い数字です。エネルギ

ー安全保障の観点から、可及的速やかに自然エネルギーによるベスト・ミックスの方向へ
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舵取りをしていかなくてはならないでしょう。日本は四方が山に囲まれていて、四季折々

の変化があります。「変化」はエネルギーを生み出すわけですね。ただし、日本では石炭火

力発電で 41％という世界最高水準の発電効率を誇っています。発生する二酸化炭素の回収

や NOx、SOxの除去技術も進んでいるため、それらも合わせて活用していくことも望まし

いでしょう。 

 

自然エネルギーと廃エネルギーの活用 

太陽光発電が注目されていますが、日本の場合は国土が狭く、多湿な気候に加えて曇天、

降雨、降雷などの気象条件から変換効率が悪く不利と言わざるをえない。そこで最近、日

本近海でのメタンハイドレートなどの開発に期待が集まっています。 

化石エネルギーではあるものの、輸入に頼らなくても済むわけですね。技術的な課題も

ありますが、それらを解決して 10年ほどの間に実用化が可能となればエネルギーの自給が

飛躍的に拡大すると言えます。 

さらに、日本は火山国ですから地熱発電にも大きな可能性がありますし、新しいタイプ

の水力発電、あるいはマグネシウムを利用して発生させた水素ガスにも期待が集まってい

ます。これらをすべて活用すれば、海外にも売れるほどのエネルギーに満ちた社会へと変

わり得るとも思っています。アイスランドでは、水力発電が 72％で地熱発電が 28％。「小

さい国だからできるのだ」との声もありますが、地熱発電に利用されているのは日本製の

装置なのに、本家・本元の日本ではまだまだ進んでいないのですね。 

また、私が特に注目しているのは海流発電です。海流とは 1 年を通して一定方向へと流

れています。日本の至るところの海流にプロペラを回転させる発電装置を設置すれば、莫

大な電気エネルギーを産出することが理論上可能です。しかし、河川は国土交通省の管轄

で、小さい川だと県の管理。灌漑施設は農業組合や治水組合といったように、行政が縦割

りになっていて不便です。もし国がテコ入れして開発を進めれば、日本近海の海流には原

発どころか石油も要らないほどの賦存エネルギーがあるとされています。現状をどう動か

していくか、どこから乗り出していくかということですね。今、IHI と東大のグループが

NEDO の補助金を使い海流発電の実験に乗り出しています。ここでは、垂直に伸びた大型

のブイにプロペラを取り付け、ブイを降ろして浮かしておくのですね。船の錨を降ろした

ような状態です。海流は一定方向に流れていますが、このブイは 360度回転するわけです。

今後いっそう発電効率のいいプロペラの開発にしのぎを削っていくことになるかと思いま

すが、とにかく日本の黒潮は莫大なエネルギーを秘めているので、すぐにでも海流発電に

着手したほうがいい。北半球で同じような条件の場所は、アメリカ・フロリダ沖のメキシ

コ湾流くらいのものでしょう。 

 

天然資源・都市鉱山の活用 

それから、日本近海にはレアメタルが多く含まれる海底熱水鉱床が多いのですね。鉱床
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から抽出するためのコストがまだまだ高いのですが、日本は世界第 4 位の海水堆積、第 6

位の海水面積を有し、この海底には金、銀、銅、鉛、亜鉛、ガリウム、テルルなどが豊富

に含まれています。また、日本には都市鉱山と言われる資源の宝庫があります。金の天然

含有量が 6000トンで世界一の南アフリカに対し、現在、日本国内の電化製品や自動車など

に含まれる金の総量は 6800トン。銀は、天然含有量 5万トンの世界一のポーランドに対し、

日本には 6 万トンあるのです。これらをうまく活用し、またリサイクルの低コスト化さえ

実現すれば、こんな素晴らしい国はないわけですね。 

 

新エネルギー技術 

筑波大学で行われている、藻類から重油を作る研究は、光合成で炭化水素をつくる「ボ

トリオコッカス」という緑藻に着目したものです。日本の現在の休耕田をすべて使えば、

日本が輸入している石油分のエネルギーをすべて賄えるとの試算が出ているのですね。さ

らに、産油効率が従来の 10倍見込める藻類株も発見されているといいます。ただ、二酸化

炭素もその分 10倍吸収するので、通常の大気中ではできません。そこで、例えばプラント

を火力発電所や工場などに隣接させるか、パイプラインで二酸化炭素を引き込み連結すれ

ば、単位当たり 10倍の重油を生み出すことができるわけです。 

変換効率の悪い太陽光発電に比べ、太陽光を太陽炉で集光して汽力発電やスターリング

エンジンの熱源として利用する太陽熱発電は、蓄熱により 24時間の発電ができるうえ、導

入費用が安いので、今後注目されるでしょう。 

 

エネルギー効率化技術 

最近は、地中熱の実用化も進んでいます。これまでの地中熱利用技術では、重機を持っ

てきて 100 メートルほど掘削する必要がありましたが、浅部地中熱利用空気循環型・省エ

ネ装置（ジオパワー）では、5メートルから 10メートルほどでいいのですね。 

地中のこの深さは、１年を通して温度が一定であることが知られています。夏場は外気

温が 35度から 40度になる一方、地中は 10度ほどを保っている。冬は、外気温が 0度にな

る一方、やはり地中は、下がっても 7～8度なのですね。 

すると、空気中からパイプを通して地中で温めることで暖房の効率が上がり、逆に夏は

地中で空気を冷やすことができます。 

こうした技術が既に確立しているので、補助金をつけて全国的に広げるべきだと思って

います。この装置を導入すれば、基本的にエアコンは要らない。暖房も、北海道を除けば

ほとんど必要なくなりますね。 

さらに、断熱ペイント技術の開発も注目に値します。これは、宇宙船が大気中に突入す

るときに、摩擦熱で先端部が燃えてしまうのを防ぐための技術を転用した高断熱性の塗料

です。これを皿に吹きかけて、下から火をあてても、皿はまったく熱くならない。熱をほ

ぼ完全にシャットアウトしてしまうわけです。特殊セラミックとアクリルシリコン樹脂で
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作られているので無害なうえ、珪藻土のようにタバコなどの臭気を吸収する役割も果たし

てくれます。各家庭のエネルギー使用量を無理せず抑え、快適な住環境を作ってくれると

期待されているのですね。 

 

食糧技術 

食糧生産の分野でも、新たな技術革新によって環境汚染の危機を乗り越えなければなら

ないとの動きが始まっています。不耕起農法や微生物利用農法などの肥料削減型高効率農

法の研究や、植物工場の普及など、世界の食糧安全保障に貢献できる先進技術が進んでい

ます。 

植物工場の技術をより進めれば、シベリアでもサハラ砂漠でも、基本的に光と水さえあ

れば食糧を生産できる。日本には海水を真水化して水を作りだす技術もあります。 

これらの技術を組み合わせて、ヒューメイン・シティーを作っていく一助としていただ

けたらと思います。自然エネルギーや効・省エネルギーそして食糧生産の新技術への明確

な方向転換は、従来の石油メジャーや穀物メジャーの支配を脱し、人間の安全保障と国家

安全保障への貢献につながるというのが、私からの提言です。 

 

 

補足１： 

私どもは、経済の安全保障の面からも様々な提言を行っています。現在の日本の国債の

発行残高は、700兆円を超えています。ギリシャなどを見ると国債を外国勢に買われていて、

ヘッジファンドの人間が売り浴びせたりしたために、暴落してああいう目に遭っているん

ですね。人々の仕事もなくなって通貨もガタガタになり、まさに人間の安寧が損なわれて

いる状況があるのです。日本もそうした危機に陥るのではないかとの声があがっています

が、一方で「日本の国債は 9 割以上を日本人が持っているのだから、そんなことはない」

という意見との両方があります。早稲田大学の田村正勝先生は、国債を無利子にする代わ

りに相続税・贈与税を無税として繰り延べさせれば、日本の富裕層がもっと国債を購入す

るという「100年国債」を提唱されています。100年間で償還することにすれば、年間の元

金は 7 兆円だけ用意して返せばいい。利子がつかないので、まず外国人は買わないでしょ

う。そうすれば日本の国債を、ある意味で安全圏に持って行くことができると思います。 

 

補足２： 

人間の安全保障は本当にあらゆる分野にわたっています。筑波の中央農業総合研究所の

横山先生は、「メイド・バイ・ジャパンが世界の食を救う」という著書を出されています。

日本は世界的に見ても非常に恵まれた国で、一立方センチメートルあたり何十億という土

壌細菌が存在し、これはフランスの倍にあたります。不耕起農法は日本には非常に適して

おり、化学肥料に頼らない農業をやれる可能性があるわけですね。手を加えていない、豊
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かな腐葉土は、病害虫に対して非常に強い耐性を持っていて、それらをはねのける力があ

る。草を刈ってしまうなど、ヘタに手を加えるとかえってその力をそぐといいます。しか

し、これはかなりリスキーで実験的だということで農家の方々はやりたがらない。しかし、

映画「奇跡のリンゴ」の木村秋則さんはそれに挑戦されたわけです。非常においしいリン

ゴができるのですが、ただ実が小ぶりになる。青森の一般的なリンゴ農家では、売上のう

ち、化学肥料と農薬、それを散布する手間暇などのコストが 7 割。1 億円の売上に対して

7000万円です。一方、不耕起農法で栽培すればそれらが要らないわけですが、収穫率は約

半分になるので売上は 5000万円、コストはせいぜい 1000万円。手元に残るのはそれぞれ

3000 万円と 4000 万円ですね。どちらを取るか？横山先生は、日本のこの豊かな土壌には

微生物の多様性があることによって、病害虫にやられない性質を持っていて、これをうま

く活用すれば日本のこれからの農業は大きく変わるのだと言っています。土壌細菌の存在

が分かってきたからこそ、その働きが評価されてきたという意味では、不耕起農法も今日

の最新科学に裏打ちされた新技術といえるでしょう。 

 

補足３： 

また、微生物に表層土壌の放射性物質を軽減する働きがあるという議論も出ています。

広島や長崎では原爆を投下されながら、数年後にはもう放射性物質が検出されていなかっ

たというのは微生物と関係があるのではないかと。一方、チェルノブイリは永久凍土で冬

は凍ってしまうので微生物などいない。事故直後と今を比べても、放射性物質の数値はあ

まり変わっていません。ウクライナのある小学校では、485人の小学校の生徒のうち正規の

体育の授業に出られるのはたった 15 人というのですね。幼少期からジストニア、高血圧、

関節痛などの症状を訴える子どもが多い。子どもたちの被災後 17年間を見ると、内分泌系

疾患で 11 倍、消化器系疾患や筋骨格系疾患は 5 倍、循環器系疾患は 3.75 倍に増えている

といいます。空気中からだけではなく、放射性物質はやはり慢性的に食物からも入ってく

る。 日本は微生物の多様性があるため、そこまでの心配はしなくてもいいという。微生

物に恵まれていて、非常にすばらしい国土を持っているということを認識させられます。 

私はこの 10年ほど、電磁波の研究も行っています。我々日本人は、一部の民間団体の活

動を除いて電磁波問題への認識が非常に乏しい。予防原則についてお話しましたが、ヨー

ロッパやカナダでは今の段階でまさに予防原則に則った措置を政府が進めていて、例えば

高周波を発する無線 LANは制限されています。各種の電磁波にさらされることで、電磁波

過敏症になるケース増加が疑われているんですね。また低周波の磁界が変動すると体内に

電流が発生し、体中が帯電した状態になります。英国ウォリック大学のハイランド教授は、

「携帯電話から出るマイクロ波が記憶力減退、血圧変化、集中力欠如などの諸症状を引き

起こすおそれがある」と指摘しています。さらに電磁波は DNAの損傷や酸化、カルシウム

代謝へ影響を及ぼすとも説かれており、妊娠中に携帯電話を定期的に使用した女性には行

動障害の子どもが生まれる可能性が高くなるとの調査結果も発表されています。各国では
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こうした研究・方向の例が増えていますが、日本でも、慎重な規制が実施される必要があ

ると思います。 

このように放射能や電磁波などに対する対策も、人間の安全保障に含まれます。従来か

らの安全が徐々に蝕まれていっている状況は見過ごされがちですが、これは今、「人間の安

全保障」の一つの盲点になっていると思っています。東京電力や通信会社を最大のスポン

サーとする大手のマスコミからは、こうした情報を入手するのが難しいこともその要因と

なっていると言えるでしょう。 

 

（この記録は、事務局が作成し、岩浅氏に加筆・修正いただいたものです。） 
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2013年度 循環ワーカー養成講座 

寡占化社会が人間に与える影響 
―ソーシャルビジネスは資本主義システムを救えるか― 

講師：柳平 彬 氏（グループダイナミックス研究所 代表） 

日時：2013年 7月 19日（金）18：30～19：30 

会場：ノルドスペース セミナールーム（東京都中央区京橋 1-9-10フォレストタワー8F） 

 

はじめに 

私たちの仕事（志事
し ご と

）は、一人ひ

とりが心の意識変革を通して、自ら

の哲学・信念を明らかにし、内発的

やる氣を起こし行動する人財を育て

ることです。一般的な講演では、意

識変革の実践的な効果はあまりなく

て、24 時間後には 25％を忘れてし

まい、2 日後には 50％、4 日後には

85％、16 日後には 90％以上は忘れ

てしまっているんですね。そこでグループダイナミックスという手法を使った研修プロ

グラムを開発し、企業の研修担当者をトレーニングしています。そして彼らが企業の中

でその研修プログラムを展開していきます。意識変革をどう起こしていくか、簡単にい

えば、能力の出し惜しみをせず、やる氣をいかに起こすかという心構え（Attitudes）の

意識変革プログラムを開発して普及しています。 

いわゆる猛烈特訓セミナーではありません。やる氣にも色々とあり、内発的なやる氣

もあれば、インセンティブによってやる氣を起こす方法もあります。お金や地位という

インセンティブによってやる氣を起こしていくことは、一時的でなかなか長続きしませ

ん。私たちは内発的な意欲をどうやって引き出して、潜在能力を生かしていくかという

ことを考えており、実はこれは人づくり、教育の最大のテーマなんです。 

一人ひとりが持つ潜在的な力をフルに発揮していくために、組織も国も色々と苦労を

しているわけです。その方法としてグループダイナミックスという手法を使っています。

この手法は行動科学の一つの分野です。第二次世界大戦やベトナム戦争で、戦闘機パイ

ロットが怖くなって戻ってくるので、勇気づけのために開発された心理的な手法だと聞

いたことがあります。本当かどうかはわかりません。行動主義のこの動機には問題があ

るかも知れませんが、戦時中に子供たちにあまり味はよくないが栄養価のある食物をど

う食べさせるかという時に使われたとも聞いています。栄養士が栄養があると講演する

よりも、グループの中でそのことを話し合いさせながら、母親たちが子供たちに実際に

食べさせるという実験から生まれたとも言われています。 
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実は、人づくりの基本には、ほぼグループダイナミックス方式が日本でも古くから使

われています。二宮尊徳、吉田松陰もそうです。二宮尊徳が千葉の印旛沼で廃村を起こ

していく際には、村人の中で問題人物を集めて彼らにディスカッションをさせながら村

おこしをしたのを「いもこじ」と言っています。吉田松陰は、次々と自分でも答えられ

ない質問を投げかけながら、みんなにグループディスカッションさせて意識を変えてい

ったと言われています。 

寺子屋の机の配置がどんなものか知っていますか。先生の机はどこにあると思います

か。実際に寺子屋の机の配置を調べたことがありました。先生がどこにいるか分からな

い場合が多いのです。先生がいるということ自身がもう既に人づくりの基本からはずれ

ているのです。学習というのは一人ひとりが学んでいく姿勢を自分たちで、あるいは、

グループでもって起こしていかなくてはいけません。 

単時間でグループダイナミックスの手法を使うのは難しいのですが、本日はできるだ

け簡単なところを理解してもらって、色々な疑問や議論が出てくればお互いに考えてい

くという手法をとっていきたいと思います。 

まず、グループダイナミックスとい

うのは、今までの固定的な自己概念や

イメージから解放させていくプロセス

のディスカッションをしていくことで

す。その次に、その人が持っている物

の考え方、心構え、Attitudes を変え

て、人生に積極的に取り組んでいく姿

勢を作り出していきます。最終的に、

未来に向けた実践行動の意思決定をし

ます。意思決定とは、自分はこういう

ことをするという明確な自己宣言をすることです。グループダイナミックスはだいたい

この 3つの流れがあります。 

本日は、人間安全保障というテーマですが、何をどのように安全保障するかという問

題です。我々の考え方は、ある意味で繰り返されて、考え方の習慣が出来上がってきて

いるわけです。 

我々の物の考え方とは何でしょうか。日々の対応の仕方、例えば、銀行や金融という

ものをどう捉えるか。物の考え方というのは、それが行動に結びつくには Attitudes が

変わる必要があります。Attitudes というのは心の持ち方、あるいは、社会心理学者は

態度と呼んでいますが、その態度が繰り返されて、実は我々の感情を作っています。感

情には積極的な感情もあれば消極的な感情もあります。それが実は我々の行動に影響し

ています。 

人間の行動というのは、結局、その人の物の考え方が習慣化されたものです。そうい

う意味で、プラス面でもマイナス面でも色々な考え方に先入観を持っているわけです。 

その先入観が何かということを理解しておかないと、何をどう変えればいいかという
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ことが分かりません。その考え方の中には建設的な考え方もあれば、破壊的な考え方も

あります。そのことが理解できて初めて、我々が持っている感情は上手にコントロール

されるわけです。そして、積極的な心構えが生まれるのです。 

 

グループディスカッション Part1：寡占社会は人間の行動にどのような影響を与える

か 

この会に私が呼ばれた理由として、『＜人間の安全保障＞の諸政策』という本がきっか

けになっています。情報として、第 2章「寡占化社会が人間に与える影響」を最初に読

んでください。その後、「寡占社会は我々人間の行動にどのような影響を与えるか」をテ

ーマに、ディスカッションをしていきましょう。 

グループの中で、今日から 1番誕生日の早い方にリーダーをしてもらいたいと思いま

す。リーダーの左隣の方には記録係になってもらいます。リーダーはできるだけみんな

の意見を引き出すようにしてください。後ほど、どのような話がされたか、リーダーの

方に 1～2分程度で発表してもらいます。 

 

＜資料：抜粋＞ 

岩浅昌幸・柳平彬編著『＜人間の安全保障＞の諸政策』（2012 年 9 月、法律文化社） 

第 2 章「寡占化社会が人間に与える影響-ソーシャルビジネスは資本主義システムを救えるか- 

 

 日本では、年間 5 万社くらいの企業が消えていっている。この傾向は

すでに 10 年続いており、内需を圧迫し、景気観を悪くしている。そし

て、デフレ脱却を困難にしているのである。その主な原因に、グローバ

ル化と国際競争力という名のもとで、オリゴポリー、寡占的な傾向が強

まってきていることがある。（中略） 

国民 1 人ひとりの志は失われ、多くの人々が消極的な構え（Attitudes）

をもち、意欲を失うことになる。国民 1 人ひとりの生活、抹消血管に当

たる零細自営事業者や中小企業の経営差の生活がおびやかされている

のである。これは、何も日本だけで起きている現象ではない。 

世界では、さらに民族と国家の乖離が起き、両者の連関性が失われつつある。文明は画一化

し、寡占的な傾向を強めている。多様な地域の文化も崩壊し、家族の連帯感が失われつつある。

ほおっておけば、文明と文化の崩壊にもつながりかねない。その結果、国民や民族の 1 人ひと

りは、持てる力が十分に活かされなくなり、企業家精神への意欲を失うことになるのである。

アジア初のノーベル経済学賞を受賞したインドの経済学者アマルティア・センが「Human 

Security（人間安全保障）」を問題にしたのも、ここにある。（中略） 

かつて武山泰男は「ビッグビジネスによる寡占経済が確立されればされるほど企業の公共性

が強調されざるをえなくなり、社会に対して責任を負う企業の概念が浮上する」と指摘したが、

今の日本では、企業経営における経営指標の寡占化が進み、企業界では、利益を最大にする

（Profit Maximizing Business:PMB）ことを追求するあまり、志を失い、社会的法倫の価値を忘
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れ、あるいは社会的責任のコンプライアンス、ディスクロージャーや CSR を口先の報告書に

済ませた結果、企業不祥事が絶えず増えている。（中略） 

多占の競争とは、生態系の範例のように、生存競争である。それは自分の存在有利を極限化

していく競争ではない。自分独自の存在根拠を確証しあう競争である。人為の存在根拠とは自

然や社会や人々に対して果たすべき自分独自の使命である。そこでは、自分の独占的強さや有

利ではなく、自分の責任や貢献が先に立つ。自分の責任や貢献が相手に評価されたとき、自分

の有利が確保される。（中略） 

多占という新しい旗印によって、新しい体質の自由闊達な競争意欲が遍く起こり、経済社会

の広大な裾野を受け持つ零細企業に活力が蘇る。人々にはそれぞれの志が喚起され、人間の尊

厳を回復する。それは、人文社会や公共社会と共振する健全で活力のある経済社会が日本に再

生することを意味している。 

 

＜発表＞ 

～A グループ～ 

寡占社会の影響として次のようなこと

が挙がった。 

� 大きなもの、長い物に巻かれようとい

うような考えが主要部分になって多様

な意見が持てなくなってしまう 

� 寡占企業の価値観が支配する 

� 格差が拡大する 

� 理不尽な企業行動が表れて社会的不正

義が横行するようになる 

� 弱者や少数者が生きられない 

かなり悪い側面ばかりが出てきた。良い側面としては次のようなことが挙がった。 

� 分かりやすい 

� 問題が起きたときに多数あればどう統率するか難しいだろうが 2～3 社であればそこ

さえおさえれば問題解決ができる 

寡占化して、寡占を誰かが破り、新たな寡占ができるというものも自然の一つの姿な

のかなという見方もある。例えば、コンピュータの世界でいえば、IBMが支配していた

のを小さなコンピュータソフトウェアのマイクロソフトが支配して、今となってはマイ

クロソフトの支配のベールもはがれるようになった。社会組織の変化もあるだろう。 

 

～B グループ～ 

国内で寡占化の実態があるのか、どこにあるのかというときに、例えば鉄鋼、石油、

銀行等が寡占化の動きにある。電力は、元々が実質寡占化というところがある。そうい

う動きが国内で見えて、現実にあるという認識の下で、メリットとデメリットを議論し

た。 
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メリットとしては、安定供給があるのかなと。場合によっては、仕入れが安くなって

コストが安くなる。利益で売価が安くなるかは別で、利益最大でそこだけが儲かるかも

しれないが、コストがやすくなるポテンシャルがある。雇用も安定化する可能性がある

のではないか。 

課題としては、競争がない分、価格を好き勝手に決めて高値になる。ぬるま湯の体質

になりがち、事故が起きたり独善的なことになるといった問題点がある。 

寡占というのは国内で寡占だけれども、世界との間で考えたときにどうなんだという

話が出た。議論の途中で終わってしまったが、全くの自由貿易になったときには、国内

は寡占でも競争があればいいのかもしれないというのもある。しかし、そう簡単に理想

的にはいかないだろう。問題点の方が多そうだなということだった。 

 

～C グループ～ 

寡占と多占の良い面と悪い面について話し合った。 

寡占で良いこととしては、安心であること。また、経済の効率がいいということで、

そのおかげで、社会ができてきたということもあるだろうと。 

悪いこととしては、個性がなくなる、諦めとか、オウム真理教ではないが洗脳とかが

ある。個々の人間にとってみれば思考の停止という意見がでた。 

多占のメリットは、それぞれがみんな考えるし、競争の社会でもあるし、上昇志向に

なるのではないか、価値の多様化とか個性が出るという意見。 

悪い面もあるのかなと無理して出したが、競争がよいのかどうか。さきほどの安心な

どと対抗する話。悪い人も多占で色々な人と競合する場合には、悪い人も許容せざるを

えない、悪い人も出てくるのではないか。悪い人は逆に言うと寡占の中の社会では良い

人かもしれないなという意見も出てきた。最終的に、全体的に寡占の中で経済効率とい

うことが出てきたが、それでより良い社会が、今まで寡占ということを目指しながら経

済成長を目指したという仮説に基づけば、そういう方向になる。しかし、そういう方向

を目指すと各自が思考停止に陥る。もっとすごい話の中では人間の幸せにもつながるの

ではないかとの意見も出た。 

 

～D グループ～ 

まず寡占ということ自体がどういうことかというところで話した。 

企業でいうとテレビ局、新聞、電話、車、銀行。その中でどういうことなのかという

と、寡占企業は大企業なのではないかという話になった。 

大企業に勤める方はどうなんだろうという話になり、中にいる人は、チャレンジ精神

がなくなる、画一的な感じになる、競争心が無くなるという意見が出た。 

大企業の中に入っていく中での諦めもあるが、自分たちの芽が出ていかない部分もあ

るではないか。大企業以外の人たちにも諦めの気持ちが出てくるのではないかと。自分

たちが何をやっても出していけないのではないかということを話した。 
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グループディスカッション Part2：寡占企業の中で働く人たちの意識はどのような物

の考え方をするようになると思うか、社員の意識はどのようになるか 

皆さんの中で自営業をやっている人はいますか? 自分の会社（経営者）、家族が自営業

も含めるとどうでしょうか? 働いている人で、自営業の方と給与所得者の方は、日本で

は 100人中何人くらいだと思いますか? 

自営業と給与所得者の割合は、昭和 10 年は 90％、10％。昭和 50 年は 50％、50％。

現在は 12％、88％となっています。 日本は完全にサラリーマン社会になっています。

こういう経験は日本の歴史の中では初めてです。新入社員に家は何をやっていますか? 

と聞くと、自営業という方は圧倒的に少ないです。 

7月 12日（金）の日経新聞の記事をご覧ください。もう一つの資料は、金融産業とい

うアメリカの銀行のことを書いたものです。2つの資料を読んで、どのように感じるか。

寡占企業の中で、こうした企業で働くことによって、働く人たちの意識はどのような物

の考え方をするようになるでしょうか。社員の意識はどのようになるでしょうか。これ

をテーマにディスカッションをしてください。 

 

＜資料：抜粋＞ 

『主要小売り、経常 4％増益 3～5 月 イオンは最高の 381億円、高価格帯商品が好調』日本

経済新聞 7 月 10 日付 

イオンが 9日発表した 2013年 3～5月期の連結決算は、経常利益が 381億円と前年同期比 5％

増え、3～5 月期として過去最高だった。前期まで苦戦が続いた本業の総合スーパーが持ち直し、

部門営業利益が 2倍強に拡大したのが原動力の一つだ。 

プライベートブランド商品の「トップバリュ」で冷凍食品の「レディミール」などが伸びた。

消費者がちょっとぜいたくを楽しむ傾向を追い風に高価格帯の「トップバリュ セレクト」も

好調で、採算を押し上げた。（中略） 

コンビニエンスストアではセブン‐イレブンを展開するセブン＆アイホールディングスや

ローソンが経常最高益だった。高価格帯のプライベートブランドが伸び、出店費用などを吸収

した。 

 

『寡占で滅び他律共生で蘇る』（吹田尚一、川崎研修センター、2010 年 5 月 17 日） 

2-1 アメリカ主導の金融寡占の形成 金融寡占のシェアは 49％を超える 

（1）5 大金融寡占企業の誕生 第 5次合併運動によって大型化が進む 

①チェース・マンハッタン銀行（旧ロックフェラー企業集団の主力銀行→ケミカルバンク・ニ

ューヨーク合併（1995 年）→）→5モルガン（旧モルガン系主力銀行）を合併（1999 年 9 月）

→バンクワン（地方企業集団を代表とする主力銀行）を合併（04 年 1 月）（中略） 

上位 4行で、全米上位 10 大商業銀行の資産総額の 49％を占め、1996 年（10 年前）の 22％

をはるかに上回る。 
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＜発表＞ 

～A グループ～ 

銀行と小売りの例が出ているが、2 つの背景というか、銀行の方は、極めて意図的に

寡占企業を誕生させようとしてきた。小売りは、同業社の競争の中で寡占化企業となっ

てきた。過程が違うので、そこでの人間の意識の変化は違ってくるだろうという話が出

た。 

寡占化する中で働いているということでは、プライドとかエリート意識が出てくると

思うが、金融の方がプライド、エリート意識がより強いだろう。小売りの方は日々の売

上を上げるということで、比較するとプライド、エリート意識は弱いのではないかとい

う意見があった。 

これだけ寡占化してくる中で、本来であれば、企業の動きで社会的環境的にも大きな

影響を与えるので、働いている従業員の意識はそういうことを認識して、一つ一つの決

定・行動に対して慎重であるべきということを周辺からは期待する。しかし、意外とそ

うではないのではないか。むしろ、寡占化を維持するために、そういった配慮について

は、あまりされないような意識になっていくのではないかという意見が出た。 

 

～B グループ～ 

主な小売り企業の連結業績が出ているが、内情を多少知っている。 

セブンイレブンはイトーヨーカ堂系だが、ここは仕入れが買い取りだ。買うと仕入れ

先は助かるがさばかなければいけないのでプレッシャーがかかる。また、店が賃借りで

固有の店を持っていない。一方で、ダイエーは持っている。動きが鈍くなるし、出店閉

店を繰り返す。イトーヨーカ堂の場合はうまい。ただし、伸びているだけに、社員に対

して締め付けが強くて定着率が悪い。 

ローソン、ファミリーマートは似たり寄ったりで、パートを使っている。店長は正社

員とそうでない人がいて、本社から派遣される場合も、自前でやる場合もある。パート

も使って自分も働くわけだから、勤務は厳しく、競争も激しい。次々と新商品を出して

凌いでいる。 

しまむらは仕入れを買うから伸びる。返品がない。業績が落ちているが、よく新聞で

取り上げられている。長短があると思う。 

伸びるということは社員にとってプラス。チームの士気があがってくる。小売業は私

たちの若いころはステータスが低く、周りから色々と言われていた。三越とか一流のと

ころは別だが、デパートもそうだった。 

 

～C グループ～ 

一つは、寡占化によって勝ち組と負け組が同じ会社の中に共存するのではないか。吸

収合併された企業の方は負け組で、母体の大きな金融業界やイオン、セブンイレブンな

ど大きいところは勝ち組になると。勝ち組にいる人たちはある意味で、安定というか良

い方向に進むとしても、負け組の人たちは不安定で、解雇されるかもしれない。合併さ
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れた会社の中で疎外感を持って、格差がどんどん広がっていくという問題があるかもし

れない。同じ会社の中で働く人の意識も分離してしまうかもしれない。 

また、アルバイトと社員、チーフクラスとの意識も違うだろうと。一概に同じレベル

ではないのではないか。アルバイトは企業に対する帰属意識が高くなく、逆に管理者レ

ベルになると企業からのプレッシャーを感じるという問題もある。帰属状況によって、

かなり意識も違うだろう。 

 

～D グループ～ 

利益が出ているところがあるということだが、働く人の気持ちとしては、組織が大き

くなって合理化されていると、それによって人も少なくされて大変負担もかかっている

のではないかと思う。 

PB ブランドについては、社員の意見も採用されていることもあると思うので、やる

氣になるとは思う。しかし、全般的には、長い目で見ると、色々な部門で大変だと思う。 

 

グループディスカッション Part3：シカゴプランとは何か、日本と世界を救う金融戦

略の方法となり得るか 

最後に、金融問題に触れたいと思います。今、アベノミクスで金融緩和を行っていま

す。それによって、中小、零細企業にまで、お金は回ってきていると思いますか。銀行

まではお金がきていますが、銀行から先にお金が回っていません。このシステムがどう

してこのようなシステムになっているのか、これが一つの問題になっています。 

そこで、1つ考えられたのが、「シカゴプラン」というものです。詳細について、一般

の人たちに初めて出されたのは、3月 18日の『共同Weekly』です。同志社大学大学院

の山口教授が書いた資料です。私は、今日ここに来るときに、デトロイト市の破綻をシ

カゴプランで救えるかどうか、電話で話し合いました。彼は、可能であると言っていま

した。 

この案は、1929 年にヘンリー・サイモンというシカゴ大学の教授が 8 人の教員と一

緒になり、あの 1929 年の大不況をどう乗り切るかということを考えた実話です。残念

ながら最終的にはこの案は採用されず、その代わりにグラス・スティーガル法というの

が施行されました。 

また、「シカゴプラン再考」というワーキングペーパーで、IMF もこの問題に取り組

み始めてきております。おそらく日銀でも問題になっていると思います。元政策委員の

1 人とこの問題について意見交換をしたことがあります。また、日本の金融庁に当たる

イギリスの FSA（Financial Service Authority）の長官だったアデアー・ターナー（Adair 

Turner）氏が、シカゴプランという言い方はしませんでしたが、“overt money finance”

という考え方で、タブーボックスからこの案も出すべきだと言っています。 

これから、この案について読んでいただいて、シカゴプランがどういうもので、これ

がこれからの日本と世界の閉塞感を乗り切る 1つの金融戦略の方法となり得るかという

ことをテーマに、話し合ってみましょう。 
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＜資料：抜粋＞ 

・『シカゴプランの衝撃』（2013.3.18、Kyodo Weekly、共同通信社、同志社大学大学院ビジネ

ス研究科教授山口薫） 

際限のない債務・金融危機の中、「シカゴプラン」という名の“妖怪”が今、世界中の金融

界を駆け巡っている。震源地は昨年 8 月に出版された「シカゴプラン再考」と題した国際通貨

基金（IMF）のワーキングペーパーである。（中略） 

シカゴプランが提唱する貨幣改革を実行すれば得られるとされる以下の四つの金融危機回

避策をシミュレーションで再確認した。それは▷景気循環や銀行の信用収縮・拡張の制御▷銀行

の取り付け騒ぎの回避▷政府債務の削減▷民間債務の削減―である。（中略） 

現行貨幣制度は債務貨幣システムといわれる。（中略）このシステムの特徴は、民間会社で

ある中央銀行が銀行券を発行する点と、都市銀行が銀行券を部分準備金とし、数倍から数十倍

の預金通貨を信用創造する点の二つに要約される。政府、銀行、企業はこうして創造されたマ

ネーを金利を払って借り入れ、経済活動に用いる。逆にいうと、こうした債務活動がなくなれ

ばマネーは消滅し、経済活動が止まってしまう。 

1929 年の世界大恐慌はこうした債務貨幣システムが引き起こしたと、シカゴ大学の経済学

者ヘンリー・サイモンら 8 人の経済学者が主張した。サイモンらは大恐慌を回避するために、

33 年「銀行改革のシカゴプラン」という提案書を、ルーズベルト大統領をはじめとするワシン

トンの政府関係者 40 人にひそかに手渡した。（中略） 

その骨子は債務貨幣システムを根底から変革するものであった。すなわち①民間会社である

連邦準備制度理事会（FRB）という米中央銀行を財務省に統合し、政府のみ貨幣を発行する②

無からお金を創り出す民間銀行の信用創造を禁止し、100％政府貨幣とする‐というものであ

る。（中略） 

シカゴプランの 2条件に、③経済成長に必要な貨幣は政府が常時流通に投入する‐という項

目を追加した米国貨幣法が、米国貨幣研究所（AMI）によって新たに提案された。筆者が「会

計システムダイナミックス」という新しい方法で開発したマクロ経済モデルでシミュレーショ

ン分析したところ、増税なしでも国の借金は完済でき、不況、失業、賃下げ、インフレそして

世界同時不況も引き起こさないという結果を得た。（中略） 

現行の理論に立脚する「アベノミクス」の限界を超えるためにも、日本が積極的にシカゴプ

ランを導入し、金融危機・債務危機から自由で、持続可能な経済システムを世界に先駆けて構

築すれば、見込まれる経済効果とその歴史的意義は大きいと思われる。 

 

＜発表＞ 

～A グループ～ 

シカゴプランとは何かということは、政府のみが貨幣を発行し、民間銀行がそれをで

きないようにするということ。日銀の独立性が今まではあったが、シカゴプランでは政

府が唯一の力を得る。アベノミクスはシカゴプランに沿ったものになっているではない

か。日銀が政府と一体化していくことになる。フリードマンという名前も出てきたが、

そういう新自由主義のシカゴ学派と関係がありそうだ。 
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シカゴプランは日本経済を救えるかという点では、救えないという話になった。マク

ロ経済モデルと一般均衡モデルを使ってシミュレーションをしたとあるが、結論先にあ

りきでシミュレーションをした疑いがある。全体的に市場原理主義に傾斜していくので

はないか。寡占企業のやりたい放題になってしまうのではないか。 

 

～B グループ～ 

結論からいうと、日本では難しいのではないかという話になった。国・政府が金融の

流通すべてを管理するというところで、日本の官僚は保守的なので、そもそもそういう

独創的なことはできないのではないか。リスクを冒さない、新しいことをするというと

ころで動けないのではないか。海外で良い例があれば、その方向に動くかもしれない。 

 

～C グループ～ 

基本的なことで、現在の一番の問題は、やはりバーチャルマネーが膨らみ過ぎで、こ

れがおかしくさせていることではないか。そう意味では、シカゴプランを導入した場合

は、バーチャルマネーを止めて、リアルマネーで経済を回すということなので、非常に

可能性に富んでいるのではないか。 

しかし、日本だけでやるということではうまくいかないのではないか。日本だけがシ

カゴプランをやったとしても、他国がバーチャルマネーを持っていて、世界中にばらま

いていく構造の中でやっていくことは、為替の問題もあるし、日本として単独でやるの

は非常に難しい。やるとすれば、世界共同でやらないといけないだろう。 

 

～D グループ～ 

結論から言うと、よく分からないということになった。 

現在の預金しているお金などがシカゴプランを導入するとどうなるのか分からない。

よく分からないから、シカゴプランが日本経済を救えるかも分からず、理解できなかっ

た。 

以前、政府のお金に全部すると、安倍首相が言っていた。お金をどんどん刷ればいい

んだと。結局そういうことになるのではないか。借金はなくなると思うが、それが失業、

賃下げ、インフレ、同時不況も起こさないというのが理解できなかった。 

 

＜シカゴプランについて＞ 

実際に日本の貨幣は 16％くらいです。いくら貨幣を刷ったからといって、80％以上の

いわゆる預金口座が増えなければ、フローの経済にはなりません。お金がうまく回るよ

うにしていくには、80％以上の銀行の預金口座がポイントになります。参考までですが、

イギリスでは最大 3％が刷っている紙幣です。 

シカゴプランが日本に導入できるかどうかという問題よりも、むしろこのままいった

ときに導入せざるをえなくなるという状況の中で、各国がこの問題に取り組む可能性が

十分にあると思っています。中央銀行もこの案を話題にしていますし、日本以外の国で
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も、中央銀行の総裁に直接この案を見せて意見を聞いておりますが、話題に、あるいは

検討している状況に入ってきています。 

要するに、基本的にお金を民間の会社が創造していること自身が、当たり前と我々も

思っていましたが、よく考えると債務マネーなんです。それをパブリックマネーに代え

ていくということですから、通常の貨幣の実態に即していこうというのが、シカゴプラ

ンです。 

これに反対する勢力は、それによってお金を儲けるチャンスを失う可能性があるとこ

ろであり、猛烈に反対します。リンカーン元米大統領はグリーンバックスという政府通

貨を作りました。その後、暗殺されています。ケネディ元米大統領も 20 ドルを刷った

段階で暗殺されました。今までなぜシカゴプランが導入されなかったかというと、これ

をやると選挙に落ちてしまうからです。1929 年当時、経済学者の 80％以上の人たちが

賛成したそうですが、結局はだめになりました。経済学者も職業を失う可能性があるか

らということで、ほどほどにしておくということだったんです。 

今は、リーマン・ショックという事件が起きたため、勢力が逆になっています。反対

勢力でないところの政治家が、だんだんと力を持ち始めてきています。これにより、導

入するチャンスが生まれてきたというのが、シカゴプランが再考されている理由だと思

います。フローのいわゆるお金の循環がうまくいっていないところに 1つの問題があり

ます。そこにようやくメスが入り始めたということです。来年、FRB(連邦準備銀行)の

議長が誰になるのかというのが、1 つの重要なポイントになるかもしれません。我々の

予測では、FRB議長はウォール街からは選ばれないだろうという状況です。貨幣の仕組

みが分かってきたからです。我々はこれまでおかしいと分からなかったんです。ヘンリ

ーフォードは、「貨幣の仕組みが分かれば革命が起きる」とはっきり言っています。 

日銀や中国中央銀行の株主が誰か知っていますか。もちろん国が 55％の株を持ってい

ますが、その他は誰が持っているのでしょうか。中央銀行の役割とはいったいどういう

実態か、そしてどのくらいの割合が誰によって持たれているかという実態が分かれば、

みんなおかしいと思いますよ。 

アメリカの中央銀行の株は、誰が持っていると思いますか。今までは、こういうこと

を言うと暗殺されてしまうかもしれないので言われていませんでしたが、一週間ほど前、

ある経済評論家が、「政府は 1 株も持っていない」とはっきりと書いていました。なぜ

そこが信用創造するのでしょうか。そして、なぜそこからお金を借りるのでしょうか。

この矛盾にみんなが気付き始めたら、おかしいと思うでしょう。 

貨幣の仕組みが分かったら革命が起きる。そういう状況がようやく起こり始めてきた

んです。パラダイムシフトが起きています。ですから、導入できるかどうかというより

も、貨幣のシステムそのものが機能しなくなってきたというところに、そもそも問題が

あると思っています。 

私はこの状況を切り抜けるには、シカゴプランしかないと思っていて、やらざるを得

なくなる可能性はあると思っています。副作用は、比較的少ないとみています。例えば、

ハイパーインフレになるのではないかとよく言われますが、ハイパーインフレをむしろ



26 
 

抑える方法になります。為替の変動でメーカーが右往左往することもなくなります。 

 

最後に 

グラミン銀行元総裁のムハマド・ユヌス氏は、マイクロファイナンスを世界に拡げ、

ソーシャルビジネスという考え方を提唱しました。今までお金を貸してないところにも

貸すようになったんですね。ニューヨークでやっているマイクロファイナンスも同じ方

法です。本来であれば、発展途上国の経済を活性化させようとする手段ですが、イギリ

スやアメリカなど先進国でも始められていて、この動きはだんだん世界的な 1つの大き

な動きになり始めています。 

企業は、利益を最大限にしようとします。それによって起こってくる問題を何とか解

決しようと、彼が挑戦したんですね。手段が目的化してしまうのが資本主義の持ってい

る一つの大きな問題点です。それを解決するために、いわゆる配当をとらないシステム、

つまり儲かったお金は事業に再投資していくというビジネスモデルです。大企業も、余

裕があるからかもしれませんが、ソーシャルビジネスに取り組み始めていて、日本の企

業も取り組み始めるところが出てきました。 

このソーシャルビジネスのモデルが、多占化への道を助ける哲学・信念となり、人間

の安全保障につながる可能性があると思っています。シカゴプランについてはユヌス氏

とはまだ話していませんが、今度会った時には意見を聞いてみたいと思っています。 

 

（この記録は、事務局が作成し、柳平氏に加筆・修正いただいたものです。） 
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2013年度 循環ワーカー養成講座 

人間の安全保障―近代文明の危機と超克― 

講師：田村 正勝氏（早稲田大学教授、日本経済協会理事長） 

日時：2013年 8月 5日（月）18：30～19：30 

会場：ノルドスペース セミナールーム（東京都中央区京橋 1-9-10フォレストタワー8F） 

 

 

はじめに 
手始めにあるお話をしたいと思います。

『昔々、あるところに長者さんが住んで

いました。朝、いつものように門の前に

出てみると、向こうから大変美しい旅の

姿をした女性がやってきて少し休ませて

くれと言いました。長者は、「よろしい。

名前は何というのか？」と尋ねると、「私

の名前は功徳天と申します。皆様に幸せ

を振りまいて歩く女神です。」と答えまし

た。長者は大喜びしてそんな結構な女神

ならばいつまでも長逗留するよう言いました。ところが功徳天は、「実は私はいつも妹と

一緒におります。今も向こうの角に待たせているのですが、一緒に休ませてくれません

か。」と言うのです。長者はもちろん良いと言ったのでしたが、連れてきた妹をみてびっ

くりしました。二目と見られない醜女で、名前は黒暗天といい、皆様に災いを振りまく

女神というのです。すると長者は、「とんでもない。妹はダメだ。姉のみわらじを脱ぐよ

うに。」と言いました。すると功徳天は、「私たちはいつも一緒です。私だけわらじを脱

ぐわけにはいきません。」と言い、二人はどこへともなく去って行きました。』というお

話です。 

あるいはご案内かと思いますが、これは「涅槃行」というお経の内容です。長者のよ

うにないものねだりをしても、そうは問屋が卸さない。功徳天の背後には、必ず黒暗天

が控えている。あるいは黒暗天ばかりと思えるグルーミーな社会でも、実は背後に功徳

天がおり、そこを探り当てるのが大切であると言うことだと思います。 

我々の今生きているこの時代、この文明も全く同じであり、特にこの近代文明もプラ

スとマイナスがあります。ところが、戦前にこのようなことを言った学者がいます。そ

れは、カール・レーヴィットという東北大学（東北帝国大学）で哲学を教えていた哲学

者です。太平洋戦争が始まるときに日本を去るわけですが、そのときに「ヨーロッパ人

は、近代文明のプラスとマイナスを十分熟知している。したがって、マイナスが出ない

ように 250～300 年間かけて近代化を推進した。ところが日本は明治維新以降、ヨーロ

ッパの 3倍の早さで近代化を推進している。これは、大変な悲劇に出会うだろう」と言
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いました。ある意味で捨て台詞なわけですが、残念ながら当たってしまいました。戦前

の近代化は急ぎすぎたために軍事ナショナリズムに流れ、広島・長崎の原爆で終わりま

した。そして、戦後はアメリカナイズされ、経済一辺倒、経済主義で進んできたわけで

す。その経済主義の結果が地震列島に 54 基の原発を作ってしまったということだと思

います。そこで、今我々の文明にはプラスとマイナスがあると言いましたが、それが一

体どういうことなのか。そして、現在は分かれ道にあると思うのですが、どいうことな

のかお話していきたいと思います。 

 

近代文明の危機-----“経済主義”の限界 
危機という言葉は英語でクライシスと言いますが、クライシスはギリシャ語のクリノ

ウからきています。これは分岐点という意味です。山の中の一本道を歩いていると、A

と Bに道が分かれました。Aを行くと崖に落ちてしまい、Bを行くとまた新たな方向へ

と歩みがはじまります。これが分岐点、クライシスであり、クラッシュではありません。

クラッシュするか新たな道へと進めるかの分岐点が危機なのです。今、近代文明はこの

危機に到達しており、日本はその最先端にいることが先般の原発事故で証明されたよう

に思います。どういう危機かといいますと、近代文明のプラスの面ばかりを短兵急に追

い求めてきたことで、私たちは随分とプラスを得ることができたけれども、だんだんと

マイナスの面が頭をもたげ、プラスをぬぐい去っても余りあるほどのマイナスが出てき

ており、どうしても方向転換をしなければならないという分岐点にいるのだと思います。 

 

近代化の３つのプロセス近代化の３つのプロセス近代化の３つのプロセス近代化の３つのプロセス   近代化の成果（３つの人間解放）近代化の成果（３つの人間解放）近代化の成果（３つの人間解放）近代化の成果（３つの人間解放）   近代化のマイナス代価（３つの破壊）近代化のマイナス代価（３つの破壊）近代化のマイナス代価（３つの破壊）近代化のマイナス代価（３つの破壊）        

 

 

 

 

                       

 

 

 

 

 

 

 

【出典：田村氏当日資料】 

 

近代文明とは近代化がもたらした文明です。近代化というのは色々な要素があります

が、私は物事を合理的・科学的に考えること、そしてそれに基づき工業化、民主化を進

めることが一番のポイントだと考えます。そして、この 3つの近代化に符合して、我々

経済主義の思想    経済グローバル化 

中央集権国家制度 

魔術からの解放・世俗化 

貧困からの解放 

政治的社会的抑圧からの解放 

自然の破壊 

地域共同体の破壊 

（過疎過密社会、少子高齢化社会） 

精神と文化の破壊（過剰な物的豊かさ） 

合理的・科学的思考  

工業化  

民主化  

思想的制度的構造思想的制度的構造思想的制度的構造思想的制度的構造 
①環境問題 

②食料・農業問題 

③エネルギー問題 

④所得格差問題 

⑤エイズ（ＡＩＤＳ） 
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は近代化の成果として 3 つの人間解放という功徳天を得ました。1 つは、合理的・科学

的思考による精神的抑圧からの解放です。近代以前は、迷信・因習・慣習といったもの

に囚われていて、精神的な自由を得ることができませんでした。しかし、物事を合理的

に考えることで迷信・因習・慣習に囚われる必要はなくなり、精神的な抑圧から解放さ

れました。その結果手に入れた科学技術は大きな成果だと思います。 

2 つ目は、工業化によって貧困から解放されました。もっとも、先進国は概ね貧困か

ら解放されたと言えますが、20世紀の終わりとともにアメリカでも日本でも絶対的貧困

が広まってきました。また世界全体では 10 億人近い絶対的貧困者がいますので、十分

とは言えません。しかし、これらを括弧に入れると、人類は工業化によって貧困から解

放されたと言えます。 

そして 3つ目として、民主化により独裁政治から解放されました。つまり、政治的抑

圧から解放されると同時に家庭や社会が民主化されることで社会的抑圧から解放されま

した。婚姻は両性の合意のみにてといくら法が謳っていても、愛し合っている男女が結

婚出来ない事がかつてはいくらでもありました。それは家庭や社会が民主化されていな

かったからです。今日、こういった事が全くないとは言いませんが極めて少なくなって

います。 

 

近代化による 3つの破壊と文明崩壊をもたらす 3つの複合汚染 
これら 3つの解放が近代文明の功徳天であると言うことができるかと思います。これ

が素晴らしいからといって、あまりに短兵急に推進してきました。特に日本はカール・

レーヴィットが言ったようにヨーロッパの 3 倍の早さで追い求め、その結果、3 つの人

間解放のプラスを拭い去っても余りあるほどのマイナスが生まれています。では、近代

文明のマイナスは何かと言いますと、自然の破壊、地域共同体の破壊、精神と文化の破

壊の 3つです。 

自然の破壊は申すまでもなく、大気・水質・土壌汚染です。大気の汚染としては、み

なさまが肌で感じておられる温暖化だけでも大変な状況です。この 1世紀で地球の温度

は約 2℃上昇しており、日本だけでみると、1 世紀前の鹿児島の温度が現在の東京の温

度です。ところが、現在の温度上昇の具合を延長して考えると今後 1世紀では 5～6℃上

がることになり、この勢いで温暖化が進行すると人類は 400年で終わることになります。

それは、このまま温暖化が進行すると最も CO2 を吸収しているアマゾン流域の森林が

400年以内に絶滅するからです。 

したがって、あるときから CO2 の吸収が急激に減り、反対に温暖化は急カーブで進

行していくので、どんなに計算しても 400年で終わると言われています。この計算は私

だけのものではなく、様々な科学者が計算しています。 

水質も大変な問題なのですが、特に酸性雨です。私は 1984～1986年の 3年間をボン

大学の客員教授としてドイツで過ごしたのですが、そのときに酸性雨で中部ドイツの森

が枯れていく様子をつぶさに見てきました。そして、日本に帰ると関西以西のマツが全

滅しているのに驚きました。その枯れ方をみると、ドイツでの酸性雨と同じでした。そ



30 
 

こで環境省へ行き、この酸性雨によるマツ枯れをどうするのかというと、これはマツク

イムシに因るものですと言うのです。 

また、私は信州の松本出身で 3000m級の登山をするのですが、標高 2000m近くにな

るとマツは気候が厳しいためハイマツへと変わります。そのハイマツがどんどん枯れて

いました。このような厳しい気候条件の場所にマツクイムシがいるはずはないので、酸

性雨によって枯れたものです。 

写真を撮って環境省へ持って行ったところ、今度は酸性雨で弱ったところにマツクイ

ムシが来たと言うのです。おかしいですよね。私はこのままいくと、日本海側の緑は 15

年程で半減するのではないかと思います。これまでの酸性雨の一番の要素は中国の工業

化ですが、この工業化は上海などが中心だったので、酸性雨の要素を、定期的に台風が

吹き飛ばしてくれていました。それでもこれだけの影響が日本にあるのですが、今は昔

の満州あたりが工業化しており台風の前に偏西風に乗って毎日日本へやってくることに

なります。そのため、日本海側の緑は減少していきます。 

それから、環境ホルモンですね。色々な浮遊物や環境ホルモンが海へ入りますが、環

境ホルモンは海全体へは広がらず、大陸棚の上に留まります。そのため、大陸棚の上に

生息し環境ホルモンの中で育った魚の多くはメス化し、その魚を食べる動物もまたメス

化していきます。例えば、生殖器が 1cm しかないワニが出たという報告がありました。

また、30年ほど前からですが、人間もこの魚を食べてメス化しているのではないかと言

われています。私は現在 68 歳ですが、私が学生の頃と比べて、現在の学生とでは 1cc

あたりの精子の数が半減していることが証明されています。 

そして、土壌汚染としては重金属汚染です。ドイツは日本と同じように重化学工業化

でここまでやってきた国です。そこで、ドイツでマップを作りました。まず、臓器をや

られる病気、がんの多発順に応じてマップに色分けをしました。また、同様に重金属汚

染の汚染度合に応じてマップへ色分けをすると、両者がピッタリと一致しました。つま

り重金属で汚染された土壌の上で暮らす人は、臓器をやられる病気やがんになりやすい

ということです。そこでドイツでは 1980 年代半ば頃から重金属で汚染された土壌を入

れ替えていました。しかし、これも解決策ではありません。汚染された土壌をどこへ持

っていくのかという問題が残ります。 

日本でもようやくマンションの水を汲んだらおかしな物質が出てきたなど言われてい

ますが、まだまだ本当には分かっていないでしょう。ドイツと同じように重化学工業で

やってきた国なので厳しいと思います。私は 15 年程前に経済社会学会の会長をしてい

ましたので、沖縄基地などの重金属汚染の状況を学者にみせようと思い、沖縄で全国大

会を開催しました。宇井純氏などの専門家に同行してもらい見てもらいましたが、大変

汚染されていて調査だけで 10 年以上かかるとおっしゃっていました。生物も野菜も育

たないし、とても住める状況ではないという現状なのです。至る所に重金属汚染がある

のですが、このことは日本ではまだあまり知られていません。 

次に、地域共同体の破壊についてですが、これは工業化によって生じた過疎と過密で

す。過疎では地域共同体が維持できなくなっています。一方、過密では「隣は何する人
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ぞ」ということで昔のような下町の共同体がなくなってきています。地域共同体がなく

なるとどういう問題が起きるかと言うと、１つは阪神淡路大震災ではっきりとしました。

あの地震でもって約 6000人が亡くなりましたが、1週間以内に亡くなった方が 5200～

5300人でした。そのうち 45％程は 60歳以上のお年寄りでしたが、その理由はがれきが

くずれて逃げ遅れても助けが来なかったことです。お年寄りが助けを待っていても地域

共同体がなくなったために助けは来ず、二三昼夜でこと切れてしまったからです。 

なぜそう言えるかというと、神戸や西宮と同じように家屋が倒壊した淡路島では亡く

なった方が 1 人もいなかったからです。すぐに助けが来たのです。「自分の家の隣には

おじいさんが一人で離れにいる。反対隣りにはおばあさんが寝込んでいる」といったこ

とをみんなが知っていたのですぐに助けに行きました。地域共同体があるとしがらみが

あって嫌だと思うかもしれませんが、地域共同体がないと事が起こったときに被害が大

きくなるのです。 

これが１つです。もう１つは、不安や寂しさが増大することです。我々の意識には顕

在意識と潜在意識がありますが、海上に出ている氷山と同じように、認識できる顕在意

識はほんの一部で、大部分が海中の氷山と同様に潜在意識なのです。そして地域共同体

がなくなると、この潜在意識の部分にぽっかり穴があいてしまいます。そうなると、「寂

しいぞ、不安だぞ」というシグナルが顕在意識へ送られ、それをごまかすために必要以

上に安楽な生活や必要以上に物質的に豊かな生活を求めるといった経済主義の人間にな

ってしまいます。残念ながら日本とアメリカが、経済主義の最たるものだと思います。 

私のゼミ生は、フィリピンの井戸掘りのボランティアを行っていたのですが、フィリ

ピンの青年と早稲田の学生に「生まれてきて良かったかと思うか」と質問すると、フィ

リピンの青年は 90％以上が直ちに「もちろん生まれてきて良かった」と答えるのに対し、

早稲田の学生でそのように答えるのは、せいぜい 20～30％程度です。いつも心に穴があ

いている状況なのです。 

このようにみなが経済主義の人間になってしまい、物質的な豊かさだけですべてをご

まかそうとしているのですが、そのような人間に文化を創れるはずがないのです。精神

と文化の崩壊ですね。残念ながら、自殺者は 13 年連続で 3 万人を超えています。しか

し、この統計は自殺を図って 24時間以内に亡くなった人の数で、24時間以降に亡くな

った人は含まれていません。その統計は連鎖反応が起こるのを恐れて公表されていませ

んが、実際に自殺を図っているのは 5万人です。ですから 13年間で 65万人が命を絶っ

ているのです。このテロも戦争もない日本においてです。なお、イラク戦争で亡くなっ

た人が最大 10～11 万人と言われています。やはり精神的にもかなり厳しい状況に追い

込まれています。 

もちろん文化はどんどん退廃していくでしょう。これは私が言っているのではなく、

もともとゲーテが「このまま近代化が進んでいけば文化の名に値するものはほとんどな

くなるだろう」と言っています。また、後にゾムバルトが「文化の乗り合い馬車になる」

と言いました。その通りですね。日本ではどのテレビをつけても同じようなことしか言

っていません。テレビに出てくる人も大体決まっています。文化の香りもありません。 
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今や近代文明は危機に差し掛かっているのですが、どこを直したらいいのかと言いま

すと、まず今の状況をもたらしている要因が 2つあります。 

１つは経済主義の思想です。つまり、物質的に豊かになれば人間は幸せになれるとい

う考えです。もう 1つは中央集権国家体制という制度です。近代化は我々の先輩方がそ

れぞれの持ち場で頑張った結果なのですが、音頭を取ったのは明治以降の中央集権国家

でした。これは日本がイギリス、ドイツ、フランスなどヨーロッパの先進国の真似をし

たのです。どの国でも中央集権国家が音頭を取って近代化を進めてきました。ところが

今まさにこの近代化は崩壊との分かれ道に差し掛かっています。これまでに人類はたく

さんの文明を創ってきましたが崩壊したものも多くあります。その原因を調べると 3つ

の複合汚染があります。１つは生態系の撹乱です。例えばメソポタミア文明の崩壊は、

フェニキア人が船を造って外洋へ出るためにレバノンスギをすべて伐ってしまったこと

が原因です。現在の文明はどうでしょうか。まさに生態系が撹乱していますね。 

2 つ目は社会システムの機能不全です。今の我々の社会システムは何かと言うと、経

済は市場経済、政治は議会制民主主義ですが、両者とも機能不全を起こしています。市

場経済は色々な機能不全がありますが、カジノエコノミー的になっており、実態と関係

のないところで儲けも株も為替も動いています。また、政治はどこの政治をみても民主

主義は機能不全を起こしています。日本はひどいですが、日本だけではありません。 

そして、3 つ目がモラルの退廃です。これらにモラルの退廃が加わると文明は崩壊し

ます。私は今回の東日本大震災で辛うじてモラルの退廃に歯止めがかかってきたように

思います。モラルの退廃には企業モラルや個人のモラルと色々あり大変ですが、震災を

契機に少しずつモラルを取り戻す希望はあると思います。 

 

中央集権国家体制を変えるグローバル化とローカル化 
さて、ここで話を中央集権国家体制に戻すと、中央集権国家体制はこのままで良いは

ずはなく変えなければいけません。ただ、既に変わりつつあります。中央集権国家の壁

は 2つの方向で攻撃を受けています。１つは、グローバル化という形で壁がどんどん低

くなってきています。もう１つはローカル化という形で壁が低くなってきています。 

この点について考えてみますと、グローバル化による中央集権国家の壁が低くなるの

には、単純な言い方をすれば良いグローバル化と悪いグローバル化があります。アメリ

カが先頭に立ってやっている経済グローバル化は近代文明のマイナスを世界中にばらま

き、カジノエコノミー化している悪いグローバル化です。良いグローバル化は、例えば

「国境なき医師団」など自然・人権および社会環境の保護などの市民運動のグローバル

化です。これらが中央集権国家の壁を低くしているのですが、問題提起をしたのはやは

り EUでした。WTO（世界貿易機関）は自由貿易のための世界機構ですが、その中に貿

易と環境、貿易と人権という局をつくりました。また、国際ボランティア年もつくりま

した。どういうことかと言うと、自由貿易をどんどん進めていくことで、一番悪い重油

を使って船で運ぶことによる環境汚染や買いたたきによる人権侵害が発生しており、環

境や人権と両立させる方向を考えざるを得なかったのです。 
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こういった環境汚染や人権侵害を何とか変えようというグローバル化として、例えば

労働組合が国境を越えて連帯し労働条件の悪化を防ぐといったものです。また、地産地

消運動を展開して環境汚染を抑えようといったものや、適正価格の店（フェアトレード）

を展開して人権を守ろうといったものもあります。フェアトレードの店は 1980 年代半

ばにドイツで初めてできました。たとえばパキスタン絨毯を、商社が調達してくるもの

よりも大体 3～4 割高く仕入れて、生産者の生活を守るための適正な価格なので買って

下さいという。このフェアトレードの店が瞬く間に 300軒、400軒とできました。さす

がヨーロッパは意識が高いなと思ったのですが、今は東京や大阪でも適正価格の店が随

分あります。 

このほかに、日本政府と中国政府が話し合って日本の酸性雨の問題を何とかしろと言

っても間に合わないので、どうするかという、中国へ直接行き植林をするのです。アカ

シアが最も CO2を吸収するため、ボランティアでアカシアの森をつくりに国境を越えて

行きます。政府の交渉などまどろっこしいものは待っていられないというように世界は

動き始めています。 

あるいは、特殊な問題ですが女性シェルターは多国籍企業と都市スラムの形成に関係

します。多国籍企業は大体インフラが整っている地域に進出しており、タイではバンコ

クに進出しています。するとバンコク周辺の男性の 8割は、日本の日立や東芝に雇われ

たいと出てきます。しかし、当然全員が雇われるわけもなく、雇われなかった人は田舎

に帰ってもおもしろくない、農業もしたくないと都市スラムに入ります。バンコクの人

口は 600万人と言いますが、実際には 900万人いて 300万人が都市スラムとなっていま

す。こういう形でアジアやアフリカの都市スラムがどんどんと大きくなっています。 

これ自体もアメリカ流のグローバリズムの大きな問題なのですが、これに付随して女

性や子どもが夜の街で働くという問題が起きています。隣の家は出稼ぎの夫からテレビ

や洗濯機が送られてくるのに、都市スラムに入った自分の家の夫や息子は送ってこない

ので羨ましいわけです。すると、女性や子どもはバンコクの夜の街、さらには日本の夜

の街へと働きに出るのです。日本の法律では単純労働は日系人以外禁止されています。

しかし、東南アジアから日系人でない人がたくさん来て居酒屋などで働いていますよね。

日本は法治国家であるので法律を潜って入ってくるのは簡単ではありません。誰かが手

引きをしているのです。もちろんタイと日本の怖いお兄さんたちです。彼女たちはピン

ハネされているのですが、日本の警察に訴えれば不法就労ですので強制送還されるので

訴えられないのです。強制送還されれば、タイには怖いお兄さんたちが待っているわけ

です。 

そこで、関東や関西にかなりの女性のシェルターグループがあり、そのような女性を

発見しタイのシェルターグループと連絡を取りながら保護しています。こうした非公式

なものがないとグローバル化はやっていけない状況なのです。つまり、良い方向へのグ

ローバル化で中央集権国家の壁が低くなっているのは良いのですが、経済主義のアメリ

カ流のグローバル化が進んでいるのは非常に問題です。現在はこの 2つのグローバル化

が相まっている状況です。 
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それからもう１つ、中央集権国家の壁が崩れてきているのはローカル化が進んでいる

からです。 

ヨーロッパではＥＥＣにより、ローカル文化が薄れる傾向が出てきたので、1970年代に、

“のっぺらぼう”の文化や国家、社会はおかしいのではないか、「もう一度ローカル文化

を見直そう」という動きが起こりました。これが、やがて世界へと広がり、日本でもよ

うやく地方分権化などと言われるようになってきました。 

ローカル化が進むのには 3つの理由があります。１つは本当の民主主義を育てようと

いうことです。民主主義とは支配者と被支配者が一致するということです。中央政府の

官僚が作った法律を国会で通すというやり方は民主主義ではありません。本当の民主主

義は支配者と被支配者の一致であり、自分たちの手で作るものです。それには地方分権

化を行い、行政や政治の中心地を自分たちの近くに持ってくることが必要です。お金や

権限もどんどん分権化してきて、地域社会において自転車で一周すれば行政の良し悪し

が分かるということになれば参画型の民主主義となります。ようやく参画型の民主主義

が取り入れられはじめましたが、日本はもっともっと進まなくてはならないと思います。 

それから地域の自然保護や文化の維持・形成をしようというのもローカル化が進んで

いる理由です。もともと文化はローカル文化であり、国家文化などはありません。日本

文化やドイツ文化、フランス文化などはなく、地方色豊かであるのが文化でした。とこ

ろが近代化を進めるときに、そのようなローカル色豊かな文化を放置しておくと中央集

権国家ができない、中央集権国家ができなければ近代化が進まないということで、意図

的に国家文化を作ったのです。 

これは常套手段で日本もヨーロッパの真似をしただけです。まずは標準語を作ります。

それから国定教科書、小学生唱歌を作ります。唱歌を作らないとみんなが民謡を歌って

しまいます。民謡はそれぞれの土地の風物詩が歌われておりダメなのです。例えば“ふ

るさと”が小学生唱歌です。文部省は“ふるさと”を歌わせて日本共通のふるさとにし

ようとしました。この歌は長野の安曇野で作られたのですが、どんなに歌ってもどこの

ふるさとか分らないようになっています。もちろん作った人にはそのような意図はあり

ません。それから“われは海の子”もそうです。良い歌なのですが、いくら歌っても特

定の海岸名などは出てきません。第 1次世界大戦前に日本も海洋国家となっていこうと

いう時に、士気をあおる目的で国定教科書に入れられました。“赤とんぼ”もそうです。

この歌は兵庫県の「たつの」で作られたのですが、日本の秋という１つのイメージに仕

立て上げられました。 

これは日本だけでなくどこの国でも行われていました。ところが、それはおかしいの

ではないかということで、本来のローカル色豊かな文化を取り戻そうといったお祭りな

どの動きが出てきています。だんだんとローカル色豊かな生き方が考えられるようにな

ってきました。 

3つ目の理由は、近代的巨大技術を克服しようということです。分かりやすく言えば、

「成熟した分かりやすい身の丈に合った技術にしよう」ということです。例えば、今ま

で下水を下水処理場で処理してきましたが、これは最も不衛生で耐久性が悪く長持ちし
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ません。一番良いのは浄化槽です。各家で浄化槽を持ち、バイオでもって食べさせてし

まうというのが一番きれいなのです。これからの家は浄化槽になっていくと思います。 

このような理由でローカル化が進むと、社会や国家は一方でグローバル化、一方でロ

ーカル化と股裂きにあってしまします。しかし、私はそうではなく両方とも同じ方向へ

進むと思います。それが「地域固有の国際化」であり、それぞれの地域が自立的に独自

の生き方をすればいいのです。しかし、このインターネット社会においてそれが閉鎖的

であることはあり得ません。自立的な地域同士が文化交流や産業交流など様々な交流を

行っていくというのが 21 世紀の国際化だと思います。自立的な地域をつくり、その中

に工業、農業、商業の要素がすべてあって、しかし完全に閉鎖的にはできないので色々

なパイプでもって外の自立的な地域と結びあう。外の自立的な地域は何も国内だけでな

く、国外の地域ともつながるのが本当の国際化だと思います。例はすでにいくつかあり

ます。それはスペインのバルセロナ、ドイツのシュトゥットガルト、フランスのリヨン、

イタリアのミラノです。これらは地域固有の国際化をしており、世界の 4つのエンジン

と言われるほどここ 20~30年調子が良いです。ミラノの町工場とリヨンの町工場が組ん

で、向こう 10 年間東京のティーンエージャーに売りまくるグッチを作ろうと連携して

います。私たちはこれを買わされているのです。要するにニッチ産業です。また、バル

セロナシュトゥットガルトが組んで向こう 10 年間ロンドンへ高級婦人服を徹底的に売

り込もうとやっています。こうして色々なニッチ産業を作って展開しており、地域固有

の国際化が広まっています。 

また、これは福祉というテーマでも可能です。例えば、私も少しお手伝いした「フィ

リピン・盛岡福祉見本市」というものがあります。どういうことかと言いますと、盛岡

で身体障害者のお子さんを我々がお世話し、親御さんへ自由な時間を差し上げようとい

うものです。重度から軽度の方まで毎週日曜日に体育館に集まっていただき、別途盛岡

の小中学生が廃品回収をしたものを、障害者の子どもたちに繕ってもらいます。みんな

嬉々として作業するんですね。そして、作ったものはデパートにコーナーを設けて売り

だしました。10 年以上続け、売り上げで廃屋になった牧場を購入し、「イキイキ牧場」

を作りました。これは今でも盛岡にあります。 

しかし、売れないものもあり、保管する倉庫代だけでも馬鹿になりません。そこで、

フィリピンのストリートチルドレンに使ってもらおうと協会を通じて送りました。する

と相手は、金持ち日本がこんな汚いものを使えと送ってきたと怒りました。しかし、経

緯を説明し、そうではなく善意でやっているのでよかったら使ってほしいと説明すると

感激してくれました。そして今度は、そのやり方を自分たちにも教えてくれということ

になりお教えしたところ、同じ結果になりました。 

そこで彼らを日本へ招待し、売れ残ったものをもってきてもらい福祉見本市を行いま

した。その際にストリートチルドレンの写真を会場と盛岡の街に貼って、「あなた方のお

子さんと同じ子どもが 1 万円あれば 1 年間学校に通えます。どうかあしながおじさん、

おばさんになっていただけませんか」と訴えました。その結果、本当に大勢の盛岡市民

がフィリピンの子どもたちのあしながおじさん、おばさんになってくださっています。
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これは外務省を通す必要もなく、地域固有の国際化です。私はこれからの国際化はこう

いう形で進むべきだと思います。 

ここまでグローバル化について話してきましたが、簡単にまとめます。まず、ヒト・

モノ・カネ・サービスのすべてがグローバル化していきますが、中でも環境問題を改善

するグローバル化が一番重要です。そして、同時にローカル化もどんどん進めなくては

なりませんし、情報化や「地域固有の国際化」も非常に重要であるということです。 

 

日本を取り巻く高齢化問題と打開策 
次に日本が一番進んでいる高齢化社会の問題です。進み方も早く、このままだとどう

にもなりません。日本の国土の 54%が限界過疎地、つまり住民の半分以上が 65 歳以上

です。およそ 10,000集落あって 2900集落が消滅の危機にあります。なお、なぜ消滅し

ていないかと言うと郵便局のおかげです。郵便局は大きな役割を果たしているので、私

は郵政民営化は絶対ダメだと反対しました。 

ここまで高齢化社会が進むと、いくら介護保険だなんだと言ってもとても間に合いま

せん。また、これからは一人っ子同士の結婚が多くなるので 1組の夫婦で 4人の老後を

世話しなければなりません。そこで、介護保険だけでなく徹底した介護ボランティアが

必要になると思います。そのためには現在の労働時間を半分にする必要があります。自

分の両親がまだ介護の必要がないときには介護ボランティアでしっかりと練習しておく

のです。 

そしてもう１つ、「介護ボランティア預金」があります。例えば、時間のあるときに私

が東京で 2時間の介護ボランティアをすると、松本で誰かが私の母を 2時間介護ボラン

ティアしてくれる。もしくは、私の母は亡くなっているので、2 時間分を預金しておく

と、将来私自身の介護が必要となったときに誰かが 2時間やってくれるといった制度で

す。この制度は初めに松下の労働組合で導入され、松下の中では行なわれています。し

かし、これは全国組織で行なわれるべきであり、郵便局のネットワークを使えばできる

はずなのです。それだけでも郵便局というのは減らしてはいけないのですが、郵政民営

化をすると、イギリスやドイツでもそうであったように郵便局は 3分の 1になります。  

それはともかく、要するに少子高齢化社会における市民生活とコミュニティ再生のた

めには、労働時間を半分にして介護ボランティアができるようにしなければなりません。

大変かと思われるかもしれませんが、そんなことはありません。逆に、高齢化社会によ

り人生 3段階の素晴らしい可能性が全国民に開かれたのです。30歳までは一生懸命勉強

をする。60歳までは社会や家庭のために働く。そして、90歳までの残り 30年間は自分

の好き勝手に思うように生きれば良いのです。自由に。 

しかし、そのためには条件があります。それは、定年までにシャキッとしたボディと

シャキッとした頭を作っておくことです。逆にボケっとしたまま定年を迎えてしまうと、

70～75歳でヨレヨレになってしまいます。すると 10年以上寝たきり老人になってしま

しますので、本人も子どもたちも大変です。こうならないためには、85歳まで自分で生

活できる現役でいることが大切です。85歳まで現役でいれば、倒れても 1週間程度でお



37 
 

迎えが来てくれるのです。「ピンピンポックリ（ＰＰＰ）」です。これが一番の目的です。

日本の政治も労働運動も最終目的はこの「ＰＰＰ」に焦点が絞られてなくてはなりませ

ん。そのためには、労働時間を半分にする必要があります。労働時間を半分にしても我々

の生活水準は全く落ちませんし、むしろ良くなります。 

 

日本経済のデフレの現状とその原因 
こうした中で、今の日本経済はどうなのかを簡単にみていきます。今回のアベノミク

スは何が良かったかというと、タイミングです。それは、アメリカはシェールガスでど

うやら景気を持ち直しているようだ。ユーロもギリシャやスペインについて言われてい

るが、大丈夫そうだと思い始めた。それゆえ円一辺倒になっていた世界の投機筋が、リ

スク分散のためにドルやユーロを買い始めた。このタイミングに上手くアベノミクスが

重なりました。このときには、彼はまだ何もしていませんでした。それでも一気に円安

となり株価が上がりました。問題は、このまま上手く続くのかということです。色々と

問題はあります。 

経常利益をみると、確かに増加しているものはありますが、減少しているものもあり

ます。海外の運賃、原材料やサービス料の輸入価格の上昇で製造業でも食料や化学は減

少しています。また、穀物等の飼料が値上がりしており、その影響で食品全般が値上が

り、飲食業の利益が圧迫されます。海外から原材料を買っている下請け中小企業、原燃

料関連の企業は、円安による原材料価格の高騰の煽りを受けます。運輸業も同様に、ガ

ソリンの値上がりで利益が圧迫されます。そして、実はこれは我々の生活も圧迫してき

ているという問題があります。 

また、日本総研の 1ドル 86円から 100円になった場合の収益試算では、化学・鉄鋼

で 1.6 兆円減少、製造業全体で 0.9 兆円減少、自動車・電機等で 1.4 兆円増加となって

います。このことからも、今はアベノミクスで良い良いと言われていますが、少し長期

的にみればマイナスが大きいことが分かります。これに関連して輸入インフレの可能性

があります。いま世界中が金融緩和を実施しており、アメリカもユーロも中国も日本も

お金がいっぱいある状況です。これは当然、世界の相場を上げます。2005 年を 100 と

した指数で世界の商品市況をみても、ロイター指数、金、原油とあがっています（表 1）。 

 

表１ 世界の商品市況（05年=100の指数）    【出典：田村氏当日資料】 

 07 年 09 年 10 年 12 年 12 年７～12 月 13 年１～３月 

ロイター指数 

ＮＹ金（先物） 

ＣＲＢ先物指数 

 原油（ＷＴＩ先物） 

１４３ 

１５７ 

１０４ 

１２８ 

１２４ 

２１８ 

 ８０ 

１１０ 

１８２ 

２７５ 

 ９１ 

１４０ 

１７９ 

３５２ 

１０８ 

１６８ 

１８４ 

３７７ 

 ９７ 

１５９ 

１７７ 

３６５ 

 ９６ 

１６６ 

 

ところが、いままで日本は円高であったため相場の上がり方が緩和されていたのです。

これは輸入物価指数をみると分かります（表 2）。輸入物価指数の総平均は 2011年、2012
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年 7 月と円相場の上昇とともに下がっていましたが、2013 年 5 月では円相場が急落し

たことで跳ね上がりました。つまり、アベノミクスは景気が良くなってデフレ脱却にな

るのではなく、輸入インフレになる可能性が非常に強いということです。 

 

表２ 輸入物価指数（円ベース、10年=100）と対ドル円相場 

 総平均 食料・飼料 繊維 金属・同製品 木材・同製品 円相場 

07 年 

11 年 

12 年 7 月 

13 年 5 月 

１１５ 

１０８ 

１０４ 

１２６ 

１１６ 

１１１ 

１１２ 

１３３ 

１０４ 

１０３ 

１０２ 

１２１ 

１１７ 

１１１ 

９１ 

１１２ 

１２３ 

１０２ 

９６ 

１３２ 

１１８ 

 ８０ 

 ７９ 

 １０１ 

＊少数点以下四捨五入            【出典：田村氏当日資料】 

 

このほかの問題としては、貿易赤字の拡大です。円安になっても日本はあまり輸出が

伸びません。なぜかと言うと、すでに海外生産が進んでいるからです。例えば、自動車

では 52%、家電では 40%以上が海外生産となっています。日本の輸出先をみるとアジア

に対しての輸出額が圧倒的に多くなっています（表 3）。 

この中でも、中国、韓国、台湾への輸出が多いのですが、これらの国は TPPに参加し

ていません。そのため、日本の TPPへの参加などはっきり言って意味がありません。こ

ういったことを経済産業省はちゃんと計算していないのです。また、輸入額はどんどん

増加しています。2005 年を 100とした輸入の指数をみると、数量は 101と変わってい

ませんが、金額は増加しています。そのため、貿易赤字がどんどん増加しています。2013

年 1～3月の貿易・サービス収支を年率に直すと 12.1兆円の貿易赤字となります（表 4）。 

 

表３ 輸出額（単位 1千億円）とその指数（カッコ内 05年＝100、12、13年は年換算） 

 総額 電気機器 自動車 対米 対アジア 

08 年度 

11 年 

12 年４～９ 

12 年 10～12 

13 年１～３ 

７１１(１１１) 

６５３(９６) 

６４３(９５) 

６１７（９１） 

６５４（９６） 

１６４(１０９) 

１１５（７７） 

１１６（７８） 

１１３（７６） 

１０８（７３） 

１２８（１２２） 

８５（８１） 

９２（８８） 

８９（８５） 

９４（９０） 

１７１（１１０） 

１０３（ ６７） 

１０３（ ６７） 

１１４（ ７４） 

１１８（ ７６） 

３６８（１１２） 

３６１（１１０） 

３５５（１０８） 

３３９（１０３） 

３４８（１０６） 

＊通関ベース ＊金額は１千万円未満、指数は小数点以下を四捨五入 【出典：田村氏当日資料】 

 

現在は所得収支が 15.5兆円の黒字であり、この黒字で貿易赤字を穴埋めしているので、

経常収支はかろうじて 2.9 兆円の黒字となっています。この経常収支が赤字となると国

債が暴落して大変なこととなります。所得収支というのは、海外で投資してそのあがり

として入ってきたものです。または、海外に銀行が貸し付けてその利子として入ってき

たものなどです。所得収支で穴埋めできているけれども、これは日本における産業の空

洞化、雇用機会の減少を意味しています。2012年 12月の製造業の従業員数は 998万人
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と 1961年 6月以来、半世紀ぶりに 1000万人を切りました。 

表４ 貿易・サービス収支・所得収支・経常収支の推移（IMF方式の国際収支） 

 05 年度 07 年度 10 年度 11 年度 12 年度（対前年度比％） 13 年１～３月 

貿易・サービス収支 

所得収支 

経常収支 

7.4 

12.6 

19.1 

  9.1 

16.8 

24.5 

5.2 

12.1 

16.1 

△ 5.3 

14.0 

7.6 

△ 9.5（-79％） 

  14.7（５％） 

    4.3（-44％） 

△ 12.1 

15.5 

2.9 

＊単位：兆円、１００億円以下四捨五入  【出典：田村氏当日資料】 

 

このことを端的に示しているのが大田区の工場数です。大田区には 4年程前までは約

9000の工場がありましたが、現在は 4000以下になっています。そのため、所得収支の

黒字が貿易収支の赤字を補っているから良いとは簡単には言えません。他方で企業の儲

けを示す現預金残高は 266兆円と、過去最高となっています。つまり企業はため込んで

おり、企業利益が従業員の生活に還元されず、雇用につながっていません。これが大問

題です。こういった形で日本だけがデフレ経済を抱えているわけです。 

このことは表 5の 2011年の GDP・賃金・消費者物価の指数の国際比較をみるとお分

かりいただけます。1997年を 100としたのは日本のGDPの過去最高値だからです。2011

年の日本の GDP は 10%減少、賃金は 12%、消費者物価は 3%減少しています。一方、

ほかの国はすべて上がっています。世界の商品相場があがっているので消費者物価は

20~40%上がっていますが、賃金はそれ以上の 30~60%も上昇しています。日本だけが

すべて落ち込んでいて、デフレなのです。 

 

表５ 11年の GDP・賃金・消費者物価の指数（97年=100）の国際比較 

 日本 アメリカ ドイツ イギリス フランス イタリア 

ＧＤＰ 

賃金 

消費者物価 

 ９０ 

 ８８ 

９７ 

１８１ 

１５６ 

１４０ 

１３６ 

１２９ 

１２３ 

１８２ 

１４６ 

１３３ 

１５８ 

１５１ 

１２４ 

１５０ 

１６０ 

１３５ 

【出典：田村氏当日資料】 

 

ではなぜ日本だけがデフレなのでしょうか。そこが問題なのですが、原因としては 4

つあります。1 つは株主主義です。2000 年頃から企業は株主主義の経営に入りました。

つまり、企業は儲けても賃金に回さず株主配当に回しているということです。表 6の全

産業の純利益、人件費総額、株式配当総額の指数の 06 年度みると端的にお分かりいた

だけると思います。2000年度を 100としているのは、2000年迄では、バブル期を除い

て企業の最高利益は 2000年度であり、2000年度の利益があれば企業はやっていけるか

らです。06年度の純利益は 335と 3倍にもなっていますが、従業員人件費は 100のま

まです。かたや配当金は 325となっています。その他のすべて年度をみても従業員人件

費は 100以下となっており、これだと内需が拡大しないのは当たり前です。 

2 つ目は、正社員を非正社員に置き換えるリストラです。もちろん非正社員は賃金が
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低く、結局これにより賃金、税金を抑えているわけです。サラリーマンの平均賃金をみ

ると、97年度には 467万円でしたが 12年度には 408万円と約 60万円落ち込んでいま

す。そして、平均賃金は 412 万円ですが年収 400 万円以下の人の割合は 55%を占めて

います。これが何を意味するかというと、平均年収よりも低い人がうんと多く、かなり

高い人が若干いるということです。 

3 つ目は、深刻な若年者の失業と非正社員処遇です。最近失業者が少し減ったと言わ

れていますが、私の計算では失業率 12.2%と非常に厳しい状況です。なぜこのような値

になるかと言いますと、厚生労働省が出している完全失業者数は 300 万人程度ですが、

それ以外に就職があまりに困難なため諦めて「求職届け」を出していない人が 470万人

います。すると実質の失業者は 770万人で失業率は 12.2%（770/(5511+770)）となりま

す。内閣府調査では、10 年の春に大学もしくは専門学校を卒業した若者の 52%が就職

できなかったか、あるいは就職した企業を退職している。これが高校卒業の若者では、

3人に 2人の割合というひどい状況が報告されています。 

しかし、本当は雇用機会はあります。医療や介護・福祉の仕事はいつでも人が足りて

いません。また、中小企業でも人手不足のところがあります。ただ、あまりにも処遇が

悪すぎて人が定着しないのです。例えばここに 1兆円のお金をつぎ込めば、200~300万

人の雇用はすぐに増えます。しかし、やらないのでミスマッチが生じているのです。 

4 つ目が縦割り行政の弊害です。このような雇用状況ですから厚生労働省は何とか雇

用を増やそうと努力しています。しかし、経済産業省の中小企業庁は中小企業を倒産さ

せないことが使命ですから、「中小企業海外展開支援事業費補助金」など中小企業の海外

進出に手を貸す政策を行っています。これで海外に進出できる企業は生き残れますが、

そうでない企業はどんどん倒産していきます。ですから先ほどのように 9000 工場が

4000工場以下に減っているのです。中小企業庁はこれ以外にできることがあるはずです。 

そして、一番の弊害は公正取引委員会による中小企業の過当競争の煽りです。中小企

業は原材料価格が 3割も上がっているのに、元受けの大企業からは円高だから搬入価格

を 3割落とせと言われる。それでは中小企業は儲けも何もないので話し合って「それは

ないよね」とすると、公正取引委員会が談合だと叩いてくる。もう中小企業は泣き寝入

りするか抜け駆けして日銭を稼ぐしかなく、だんだんと苦しくなっていきます。日本は

全企業の 99.7%を中小企業が占めており、サラリーマンの 70%以上が中小企業に雇われ

ているので、中小企業いじめが賃金を下げ、日本のデフレを深刻化させているのです。 

 

表６ 全産業の純利益、人件費総額、株式配当総額の指数（00年度=100） 

年度 05 06 07 08 09 10 11 

純利益 

従業員人件費 

全配当金 

２７５ 

 ９７ 

２７５ 

３３５ 

１００ 

３２５ 

３０１ 

９８

２６６ 

 ８８ 

９８

２００

１１０ 

 ９７ 

２４４

２２２ 

９７ 

１９１ 

２４６ 

９９ 

２２６ 

【出典：田村氏当日資料】 
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ここまでデフレの原因として 4つを見てきましたが、具体的には「川上インフレ、川

下デフレ」という構造です。これはつまり、川上の下請け中小企業は原材料価格高騰で

インフレの状況にあるが、川下の大手輸出企業がもっと搬入価格を抑えろといってデフ

レにしているという構造であり、①、②のような連鎖です。 

① 輸出プッシュ→製造コストの削減→下請け企業の搬入価格抑制→企業物価の抑制→

中小企業の利益圧迫→賃金の全般的低下→消費不況→デフレ経済 

② 大手販売店の過当競争→低価格競争→製造コストの削減→下請け企業の搬入価格抑

制→企業物価の抑制→中小企業の利益圧迫→賃金の全般的低下→消費不況→大手販

売店の経営難 

スーパーや家電量販店が価格競争をしており、実際にコジマのような大手販売店が店

じまいしています。自分で自分の首を絞めるようなことをずっとしているのです。この

悪連鎖がずっと続いているのです。これを後押ししているのが公正取引委員会であり、

非常にまずい状況です。 

 

アベノミクスの代償 
では、今の話も踏まえて最後にアベノミクスがこれからどうなるかお話ししたいと思

います。 

一言で言うと代償が大き過ぎます。まずは物価が上がります。消費者物価を毎年 2%ず

つ引き上げるインフレ策がありますが、消費税率 5%から 8%に引き上げで消費者物価は

2%上昇し、消費税率 8%から 10%に引き上げで消費者物価は 1.3%上昇します。これに

円安による輸入物価上昇が加わると 4年後に現在より 10数%の物価上昇となります。こ

んなことを日本人は望んでいますか。あるいはこれだけの給料をアップさせる体制がと

れるでしょうか。できないですよ。マスコミはこのことをしっかりと国民に訴えるべき

です。 

それから国債価格の下落でかえって金利が上がり景気が悪化します。このことも政

府・日本銀行が勉強していれば、初めからこうなることは分かっていたのです。2010

年にアメリカが金融緩和をしたときに同じ状況になりました。当時アメリカは量的緩和

策で新規発行国債の 60%を買うと言ったゆえ、金融機関等が国債を大量に売りだし、国

債価格が下がり、金利が上昇しました。いま日銀は 71%を買うとしているので金利上昇

は必至です。もし金利が 1%上昇すると、銀行などが持っている国債や債券価格は下落

ということですから、それだけで銀行は 6.6兆円の損失です。3%金利が上昇する場合は、

銀行の損失は 16.6兆円です。これは取り付けまで行きませんが大変なことになります。

ですからこのような政策は馬鹿げています。 

先ほども申しましたが、円安で貿易赤字が増大し、これにより経常収支が赤字になれ

ば、国債は暴落の恐れがあります。また、企業収益は実は長期的にみれば円安の影響で

減少してしまいます。 

そして、財政は崖に落ちます。200 兆円の「国土強靭化投資」がありますが、これで

140 兆円の財政赤字になります。1 兆円の国債発行による公共投資では 1.4 兆円の追加
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所得しか生まれず、その税収は 0.3 兆円弱です。このため公共投資は 0.7 兆円の赤字を

生むのです。この数値は、仮に予備収入が 10 万円あったとしても使う額は大体 3 万円

であることから計算されたものです。また、現在 15万本の道路に係る橋梁の 8%が建設

後 50年経ち限界を迎えています。そして、20年後には橋梁の半分以上が限界を迎える

とともに、上下水道の 40%が、下水道の 19%が限界となります。これらの補修費用だけ

でも財政は大変であり、さらに「国土強靭化インフラ」の追加などとんでもない話です。 

また、インフレになったときには金融の引き締めが必要なのですが、引き締めが不可

能になります。なぜかと言うと、政府・日銀が大量に国債・債券を買い取り保有してい

るからです。インフレを抑える、金融を引き締めるということは日銀の国債を銀行に売

りつけ銀行からお金を吸い上げるということです。ところが、相対的に日銀が大量の国

債を持っているため売ると国債・債券の価格が暴落します。暴落すると長期金利が跳ね

上がるので金融引き締め政策はできないのです。これらがアベノミクスの代償です。 

 

無利子 100年国債で財政赤字の解消 
では、財政赤字はどうしたらよいのかということですが、私の考えは無利子 100年国

債です。新しく発行する国債と今までの国債は無利子 100年国債で借り換えてしまうの

です。高所得者は現在 835 兆円程の現預金を持っているので、「無利子でも 100 年経っ

たら曾孫にすべて返します」といって買ってもらうのです。普通は誰も買わないでしょ

うが、買うような仕組みを作るのです。そのために、贈与税・相続税はかからず、10年

持っていれば転売可能とするのです。高所得者はたくさんいるので、10年経てば無利子

100年国債の市場ができます。今の超低金利で銀行預金するより、無利子 100年国債を

買い相続税を免除するほうがはるかに良いのです。ある意味では高所得者の優遇策です

が、これしか方策はないと思います。現在、長期国債が約 700兆円ですから、100年後

に 700兆円返済できればよいのです。 

したがってこの場合では、毎年 7～8 兆円ずつ積んでおけば 100 年後にきちんと返済

できます。金利もないので財政赤字など関係ありません。毎年の国債費は 7～8 兆円で

済みます。今の国債費は毎年 22～23兆円ですから、15兆円は優に余ります。これによ

り社会保障は十分できるので消費税はいらなくて結構です。そんなに無利子 100年国債

を買わないという声もありますが、結局は行き詰って無利子 100年国債になると思いま

す。これには先例もあります。イギリスは「返すか返さないか分からないけど買ってく

れ」といって永久国債を発行し、財政赤字を処理しました。それから、フランスは 1950

年代に無利子国債を発行しています。私はこの 2つを合わせて無利子 100年国債としま

した。これもきちんと勉強している人がいれば分かるのですが、残念ながらいません。 

 

※統計は、すべて、財務省『主要経済指標、外国主要経済指標』および財務省『財政金融統計月

報』の各号から算出し作成したものです。 
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質疑応答 
Q1：日本は個人資産が 1500 兆円で国の負債が 1000 兆円と言われていますが、それで

も日本国債が暴落していないのは個人資産が担保しているからだとある金融関係者が言

っているのを以前聞きました。今日のお話を聞いてこうした議論の背景には無利子 100

年国債のような考えがあるのかと思いましたがいかがでしょうか。 

 

A1：そういう人たちはほとんど分かっていないと思います。なぜ国債価格が落ちないか

を簡単にまとめたものが下図になります。 

 

企業利潤企業利潤企業利潤企業利潤        銀行預金銀行預金銀行預金銀行預金     銀行の国債買い銀行の国債買い銀行の国債買い銀行の国債買い    

           納税納税納税納税        国債費の下支え国債費の下支え国債費の下支え国債費の下支え    

        

雇用と賃金の削減雇用と賃金の削減雇用と賃金の削減雇用と賃金の削減    （（（（復興資金の円---日銀の 201 兆円の買いオペ、銀行ビッグ３最高利益）    

 

【出典：田村氏当日資料】 

 

まず企業は雇用と賃金の削減をしています。そして、企業は過去最高の利潤をあげて

います。だけれども、国内投資はしないで海外に投資するか銀行に預金します。銀行も

貸出先がないので海外に持っていくか国債を買っています。そしてこの国債には利子が

ついています。この利子は我々の納税で支払われており、こうした構造で今のところ日

本の国債価格は何とか維持されてきましたが、そう長くは続きません。雇用と賃金は減

っており、納税額も減っていくわけです。しかも、銀行は日本の国債だけでなくリスク

ヘッジで海外の国債を買い始めています。また、海外も日本国債は調子が良いというこ

とでリスクヘッジとして買いに来ています。けれども国債価格が下がれば、日本の資金

も海外資金も逃げます。そのため、そう簡単ではなく、安心できません。 

 

Q2：私は団塊世代の次の世代であり、団塊ジュニア世代とのあいだに挟まれ大躍進の恩

恵もさほど受けていません。今後、日本の状況はさらに悪化していきそうですが、私た

ちの世代にとって何か明るい材料はありませんか。 

 

A2：先ほども少し申しましたが、経済成長や経済といったものさしから頭を切り替えな

ければいけません。スペインをみてください。サッカーが強いでしょ。国の財政はめち

ゃくちゃですが、みんな平気でサッカーをし、応援しています。能天気になれと言うわ

けではないですが、やはり人生はエンジョイするものです。例えば労働時間を現在の半

分にしても我々の生活水準は全く落ちません。それどころか、はるかに環境にやさしい

人間らしい暮らしになります。 

今日はお話しできませんでしたが、年次有給休暇付与日数と取得率の国際比較を紹介

したいと思います。日本では 6 年 6 か月以上勤務すると 20 日間の有給休暇が取得可能
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です。実際の各国の平均年次有給休暇付与日数をみると、最も多いフランスの 37.4日に

対し、日本は 16.6日とアメリカの 16.9日と並んで双璧で少ないです。そして、実際の

取得率をみると、日本は 52%ですので 8 日しか取っていないのです。フランスは 93%

の取得率であり、これが人間らしい生活だと思います。これでも生活水準は全く落ちま

せん。こういう風に頭を切り替えていかなければいけません。なお、社会経済生産性本

部では、日本で年次有給休暇が 100%近く取得された場合、追加国民所得が 15.6兆円増

加し、187.5 万人の雇用が生まれると試算しています。これだけでも随分と問題は解消

されます。経済、経済と言っているあいだは経済はダメで、経済を離れてはじめて経済

が分かるのです。 

 

Q3：TPPの問題は何でしょうか。特に悪いのは何か教えていただけますか。 

 

A3：まず TPP に参加すると何が起こるかと言いますと、医療の問題です。現在我々は

国民健康保険でほとんどの診療を受けることができます。日本は混合診療で自由診療と

国民健康保険の両方がありますが、自由診療は金歯を入れる場合など限られています。

ところが、アメリカは日本の混合診療は規制が強いので規制を取っ払えと言っています。

そうすると、病院もお医者さんも診察代が高い方が良いので国民健康保険をどんどん小

さくしていくでしょう。そして、アメリカと同じように国民健康保険で受けられる範囲

が非常に小さくなり、お金持ちしか診療を受けることができなくなります。 

そして医療ではもう一つジェネリックの問題があります。現在は厚生労働省が入り特

許期間を非常に短くしているので可能ですが、アメリカは延長しろと言っています。そ

うなるとジェネリックは無くなり、我々にとって高価なものとなります。 

さらに ISDS条項です。これは、投資した企業が投資先の国の規制等で、思ったほど

儲からなかった場合に、その国を「国際投資紛争仲裁センター」に提訴できるというも

のです。米韓 FTAにおいては、対韓国投資に関してアメリカは韓国政府を訴えることは

できますが、その逆はできない片務協定になっており、韓国はずいぶんとやられていま

す。TPPでは双務協定ですが、実質的に日本政府が負けることは目に見ています。なぜ

なら、子の仲裁センターは世銀のもと、つまりアメリカの支配下にあるからです。これ

までにカナダもメキシコも随分とやられました。参加すればどんどん訴えられ、我々の

税金で損失を賠償しなければなりません。そのほか農業問題をはじめ、TPP参加で良い

事はひとつもありません。 

 

（この記録は、事務局が作成し、田村氏に加筆・修正いただいたものです。） 


