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スマイル会 2021 年 4 月、Zoom Meeting その３ 

2021 年 4 月 1 日 

梅 津 寿 一 

 

 

グレタ・トゥンベリさんへの 1 つの解答 （その３） 

 

はじめに 

＊ 2019 年末から 2020 年にかけて始まり、地球全土を襲い、収束の気配すら見えないこの

コロナ禍はいつまで続くのだろうか？ 

フランスの哲学者・ブルーノ・ラトゥールは、こう言っている～「コロナ危機は、人類

を待ち受けている地球温暖化や新たな感染症といった将来の課題に向けてのリハーサ

ルだ」。 

    注：ブルーノ・ラトゥール（Bruno Latour） 

      1947 年、フランス・ボーヌ生。哲学者、人類学者、社会学者。専門は科学社

会学、科学人類学。 

 

＊ 政治、経済、社会構造を変えていかなければならない。2018 年、ポーランド、カトウィ

ツェ（Katowice）で開催された COP24 で、グレタが「子どもの未来、奪わないで！」

と世界の大人たちに呼びかけた言葉は現実になりつつあるのだから・・・。 

2005、 2008 年のローマクラブ・報告書に、人類は３つの理由で危機を迎える～ 

① 再生不可能なまで資源を消費することによって 

② 環境汚染によって 

③ 食糧危機によって 

と、警告していたのに、その後の期間を無駄に過ごしてしまった。 

＊ 気候変動の予測モデルについては、40 年以上の研究蓄積があり、各国政府は今後生態

系の危機により、100 年近くの間に数十万人の命が奪われることを知っている。しかし、

このコロナ禍により、276 万 7862 人（2021.03.27.現在）の命が既に失われている。 

 

世界を破壊しつつある資本主義を温存したままで解決することはできない。気候変動の原 

因である資本主義に代わる新しい政治、経済、社会構造を人類の知恵で作り出していかなく 

てはならないだろう。 
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資本主義に代わる経済理論（資料 5） 

＊ 昨年（2020 年）の 9 月に出版されてから版を重ね、経済書でありながら週刊ベストセ

ラーに何回も登場している、斎藤幸平「人新世の資本論」を、時宜を得た参考書として

取り上げた。マルクスの資本論を、現在「MEGA」という国際プロジェクトで刊行が進

められ、マルクスの新資料が洗いだされ、従来のエンゲルスが編集した「資本論」には

収められなかった重要な論点が発見されている。国際編集委員会のメンバーでもある斎

藤氏が、それらの資料を駆使して新しい「資本論」の読解書として書いたのが、この本

である。 

 

１． 外部化と生態学的帝国主義（p4） 

外部化～どこか遠くの人々や自然環境に負荷を転嫁して、真実を直視することを止め

る―――「知らない」から「知りたくない」に・・・。 

生態学的帝国主義～周辺部からの略奪に依存し、同時にその矛盾を周辺部へと移転す

る。その行為によって、原住民の暮らしや生態系に大きな打撃を与え,矛盾を深めてい

く。  例：南米チリにおけるアボカド栽培、ブラジル・アマゾンにおける大豆栽培 

 

２．4 つの未来の選択肢（p10） 

  気候ファシズム 

  野蛮状態 

  気候毛沢東主義 

  脱成長コミュニズム 

 

  備考１：コモンーー社会的に人々に共有され、管理されるべき富（wealth）のことを指

す。20 世紀最後の年に、アントニオ・ネグリとマイケル・ハートという二人のマルクス

主義者が、共著「帝国・・・」の中で提起して有名になった概念である。 

 アメリカ型新自由主義とソ連型国有化の両方に対峙する「第三の道」を切り開くカギと言

ってよい。市場原理主義のように、あらゆるものを商品化するのでもなく、かといって、

ソ連型社会主義のようにあらゆるものを、国有化を目指すのでもない。第三の道としての

コモンは、水や電力、住居、医療、教育といったものを公共財として、自分たちで民主主

義的に管理することを目指す。 

 20 年前に、宇沢弘文が「社会的共通資本」で提示した考え方と、コモンの発想はほぼ同

じである。ただ、コモンの場合は、専門家任せではなく、市民が民主的・水平的に共同管

理に参加することを重視する。（p6） 

 

  備考 2：コミュニズムーーマルクスにとっての「コミュニズム」とは、ソ連のような一

党独裁と国営化の体制を指すものではなかった。「コミュニズム」とは、生産者たちが生
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産手段を（コモン common）として、共同で管理・運営する社会のことだった。 

 そのうえに、人々が生産手段だけでなく地球をも（コモン）として管理する社会を、コミ

ュニズム（communism）として構想していたのである。コミュニズムは、無限の価値増

殖を求めて地球を荒廃させる資本を打倒し、地球全体を（コモン）として、みんなで管理

しようというのである。（p6） 

 コモンを取り戻すのがコミュニズムである。 

 

あのピケティも「資本とイデオロギー」のなかで次のように言っている――「現存の資 

本主義的システムを超克できるし、21 世紀型の新しい参加型社会主義（socialisme 

participatif）の輪郭を描くことも出来ると私は確信している。つまり、新しい社会的所有、

教育、知と権力の共有に依拠した新しい普遍主義的で、平等主義的な未来像を描くことが

できるのだ。」 Thomas Piketty, Capital et Ideologie (Paris Seuil, 2019) 

 

社会民主主義政党が労働者階級を見捨てて、インテリの富裕層重視になっていったこと

を「バラモン左翼」と痛烈に皮肉り、リベラル左翼の姿勢を、右派ポピュリズムの台頭を

許しているとして厳しく批判するようになった。ピケティのいう「参加型社会主義」では、

労働者による企業の「社会的所有」と経営参加を求める。少人数の大株主が配当の最大化

を求めて経営の意思決定を行う企業内での独裁をピケティは批判する。労働者たちが自

分たちで生産を「自治管理」（autogestion）・「共同管理」（cogestion)することの重要性を

訴えているのである。要するに、気候危機に直面したピケティの結論は、資本主義では民

主主義を守ることはできないというもので、民主主義を守るためには単なる再配分にと

どまらない、「社会主義」が必要だというものだ。生産の場における労働者の自治が不可

欠になってくる。 

彼が用いている「自治管理」や「共同管理」こそが、（コモン）にとってのキーワードな

のである。 

「参加型社会主義」は、ソ連型社会主義とはまったく異なるものである。官僚や専門家が

意思決定や情報を独占していたがゆえに、ソ連における民主主義的な「参加型社会主義」

は不可能であった。独裁的なソ連に対して、「参加型社会主義」は市民の自治と相互扶助

の力を草の根から養うことで、持続可能な社会へと転換しようと試みるのだ。今、ピケテ

ィと晩期マルクスの立場はかってないほどに近づいているのである。 

 

３．マルクス・脱成長コミュニズムの構想   (p12) 

① 脱成長コミュニズムの柱――使用価値経済への転換 

使用価値に重きを置いた経済に転換して、大量生産・大量消費から脱却する。 

 

② 脱成長コミュニズムの柱――労働時間の短縮 
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労働時間を削減して、生活の質を向上させる。 

   注：エネルギー収支比――1 単位のエネルギーを使って何単位のエネルギーが得られ

るかという指標 

     原油――1 対 100 単位（1930 年代）、昨今は採掘に金がかかるので、1 対 10 単

位程度まで下がっている 

     太陽光――1 対 2.5～4.3 単位 

     エタノール（トウモロコシ）――1 対１単位 

 

＊ 脱炭素社会に移行していく場合、エネルギー収支比の高い化石燃料は手放し、再生可能

エネルギーに切り替えていくしかない。そうなれば、エネルギー収支比の低下によって、

経済成長は困難になる。二酸化炭素排出量削減によっておこる生産力の低下は、「排出

の罠（emissions trap）」と呼ばれている。 Peter A. Victor, Managing without Growth, 

2008 

＊二酸化炭素排出量を削減するための生産の減速を、我々は受け入れるしかない。そして、

「排出の罠」で生産力が落ちるからこそ、「使用価値」を生まない意味のない仕事を削減

し、ほかの必要な部分に労働力を割り当てることが、ますます重要になる。だからこそ、

労働の中身を、充実した、魅力的なものに、変えていくことが重要だというマルクスの主

張が、再評価されないといけない。この認識から、次の構想が出てくる。 

 

③ 脱成長コミュニズムの柱――画一的な分業の廃止 

画一的な労働をもたらす分業を廃止し、労働の創造性を回復させる。 

＊ マルクスは、労働を忌避すべきものとは全く考えていなかった。むしろ、「労働が魅力

的な労働、言い換えれば個人の自己実現であるための主体的および客体的諸条件」を獲

得し、創造性や自己実現の契機になることを、目指していたのである。 

（資本論草稿集２） 

マルクスは生涯にわたる平等な職業教育を重視していた。この視点からも、ワーカーズ・

コープや協同組合が職業訓練に力をいれていることには、大きな意義がある。 

④ 脱成長コミュニズムの柱――生産過程の民主化 

生産のプロセスの民主化を進めて、経済を減速させる。 

 

⑤ 脱成長コミュニズムの柱ーーエッセンシャル・ワークの重視 

使用価値経済に転換し、労働集約型のエッセンシャル・ワークの重視を 

＊ 脱成長コミュニズムは労働集約型産業を重視する社会に転換する。その転換によっても

経済は減速していくのだ。 

  例えば、ケア労働の部門でオートメーション化を進めるのはかなり難しい。求められる

作業は複雑で多岐にわたるため、ロボットや AI では対応しきれない。ケア労働が「使
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用価値」を重視した生産であることの証である。また、ケア労働は「感情労働」とも呼

ばれている。ベルトコンベアーでの作業とは違って、感情労働は相手の感情を無視した

ら、台無しになってしまう。ケアやコミュニケーションは、時間をかける必要がある。

もちろん、介護や看護の過程をパターン化し、効率を上げることはできる。だが、儲け

（価値）のために労働生産性を過度に追求するなら、最終的にサービスの質（使用価値）

そのものが低下してしまう。 

 

  注：感情労働－－カリフォルニア・バークレー校のフェミニスト社会学者・アーリー・

R・ホックシールド（Arlie Russell Hockschild）が提唱。 

    彼女は過去 30 年間にわたり、ジェンダー、家庭生活、ケア労働をめぐる諸問題に

光を当て、多くの研究者に影響を与えてきた。早くから感情の社会性に着目し、

1983 年「感情労働」という概念を提唱、感情社会学という新しい研究領域を開い

た。（管理する心―感情が商品になるとき、1983 年：邦訳・世界思想社、2000 年） 

    2016 年 9 月「壁の向こうの住人たち（Strangers In Their Own Land）」刊行：2018 

年 9 月和訳出版、岩波書店の著者紹介文による。 

 

ブルシットジョブ vs エッセンシャル・ワーク （p14） 

 

４．気候正義にかなう経済モデルへ～改革例 

① スペイン・バルセロナの気候非常事態宣言（2020 年 1 月発表）(p15) 

② 国境を超える自治体主義（Municipalism）（p17） 

 フィアレス・シティ（fearless cities） バルセロナの呼びかけでアフリカ、南米、アジ

アまで広がり、77 拠点が参加。国境を越えて連帯する、革新自治体のネットワーク。 

 ヴィア・カンペシーナ（La Via Campesina） 81 か国、182 組織、参加人口 2 億人＋ 

③ 食料主権を取り戻す（p17） 

2015 年、「南アフリカ食料主権運動」（South African Food Sovereignty Campaign）と

いう運動を開始した。参加者は小規模農業経営者や農業労働者、NGO や社会運動の

担い手たちである。 

 

５．経済、政治、環境の三位一体の刷新を！（p19） 

＊ 国家の力を前提にしながら、（コモン）の領域を広げていくことによって、民主主義を

議会の外に広げ、生産の次元へと拡張していく必要がある。協同組合、社会的所有や 

「市民営化」がその一例である。 

  議会民主主義も大きく変容しなければならない。地方自治体のレベルでは、ミュニシパ

リズムが、そのような試みである。国家のレベルでは、「市民議会」がもう一つのモデ

ルとなる。 
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  生産の（コモン）化、ミュニシパリズム、市民議会。市民が主体的に参画する民主主義

が拡張すれば、どのような社会に住みたいかをめぐって、根本的な議論を開始できるよ

うになるだろう。つまり、働くことの意味、生きることの意味、自由や平等の意味をめ

ぐって、オープンな形で議論できるようになるはずだ。意味を根本から問い直し、今常

識とみなされているものを転覆していく。この瞬間にこそ、既存の枠組みを超えていく

ような、真に「政治的なもの」が潜在化する。それこそが「資本主義の超克」、「民主主

義の刷新」、「社会の脱炭素化」という、三位一体のプロジェクトだ。 

 

＊ そして、このプロジェクトの基礎となるのが、信頼と相互扶助である。なぜなら、信頼

と相互扶助の無い社会では、非民主的トップダウン型の解決策しか出てこないからだ。

ところが、我々は今、新自由主義によって相互扶助や他者への信頼が徹底的に解体され

た後の時代にいる。だとしたら、結局は顔の見える関係であるコミュニティや地方自治

体をベースにして信来関係を回復していくしか道はない。 

コミュニティや社会運動がどんどん動けば、政治家もより大きな変化に向け動くことを

恐れなくなる。バルセロナの市政やフランスの市民議会の例が象徴的である。そうすれ

ば、社会運動と政治の相互作用は促進されていく。 

ここまでくれば、無限の経済成長という虚妄とは決別し、持続可能で公正な社会に向け

た跳躍が実現するだろう。この大きな跳躍の着地点は、相互扶助と自治に基づいた脱成

長コミュニズムである。 

 

おわりに 

 資本主義が引き起こしている問題を、資本主義という根本原因を温存したままで解決す

ることは出来ない。解決の道を切り開くには、気候変動の原因である資本主義そのものを

徹底的に批判する必要がある。 

 ここに「3.5％」という数字がある。ハーヴァード大学、政治学者エリカ・チェノウェス

らの研究によると、「3.5％」の人々が非暴力的な方法で、本気で立ち上がると、社会が大

きく変わるというのである。（Erica Chenoweth and Maria J. Stephan, Why Civil Resistance 

Works: The Strategic Logic of Nonviolent Conflict(New York: Colombia Univ. Press,2012) 

 

 その例として、フィリピンのマルコス独裁を倒した「ピープルパワー革命」1986 年、大

統領のシュワルナゼを辞任に追い込んだグルジアの「バラ革命」2003 年などが挙げられ

る。「3.5％」の非暴力的な市民不服従がもたらした社会変革の例である。 

 

 ニューヨークのウォール街占拠運動もバルセロナの座り込みも最初は少人数で始まった。

グレタ・トゥンベリの学校ストライキも「たったひとり」だ。それでも、こうした大胆な

抗議活動は社会に大きなインパクトを与える。これぞ変革の道なのである。資本主義と気
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候変動の問題に本気で関心を持ち、熱心に参加してくれる人々を、3.5％集めることは出

来るのではないか？ 

 我々が無関心だったせいで、1％の富裕層・エリート層が好き勝手にルールを変えて、自

分たちの価値観に合わせて、社会の仕組みや利害を作り上げてしまった。けれども、そろ

そろ、はっきりと NO を突き付けるときだ。3.5％が、今この瞬間から動き出すのだ。そ

の動きが大きなうねりとなれば、資本の力は制限され、民主主義は刷新され、脱炭素社会

も実現されるに違いない。 （了） 

 

(2021.03.29.) 梅津寿一記 
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