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スマイル会 2021.02.25. 資料 5 

人新世の資本論 

   2020 年 9 月 22 日発行     斎藤幸平 1987 年生、大阪市立大学経済学准教授 

           フンボルト大学哲学科博士課程了（博士・哲学） 

           2018 年ドイッチャー記念賞を最年少で受賞 

MEGA(Marx-Engels-Gesamtausgabe)の国際編集委員会メンバー 

 

第 1 章 気候変動と帝国的生活様式 

 

パリ協定（2016 年発効） 2100 年までに気温上昇 2 度未満（可能であれば 1.5℃）に抑え

込む 

 

＊実際には各国がパリ協定を守ったとしても、気温は 3.3℃上昇するという―― 

 Nina Chestney, “Climate policies put world on track for 3.3℃ warming: study,” Reuters 

  (last access on 2020.5.15.) 

 ノロノロとした気候変動対策が正当化され、各国政府は経済成長を最優先にして問題を

先送りにしてしまっている。 

＊100 年に一度と呼ばれた類の異常気象が毎年、世界各地で起きるようになっている。例え

ば、2020 年 6 月にシベリアで気温が 38℃に達した。これは北極圏で史上最高気温であっ

た可能性がある。永久凍土が融解すれば、大量のメタンが放出され、気候変動はさらに進

行する。そのうえ水銀が流出したり、炭疽菌のような細菌やウイルスが解き放たれたりす

るリスクもある。ホッキョクグマは行き場を失う。 

＊すでに 1℃の上昇が生じているなかで、1.5℃未満に抑え込むためには、今すぐ行動しな

ければならない。具体的には、2030 年までに二酸化炭素排出量をほぼ半減させ、2050 年

までには純排出量をゼロにしなければならないのである。 

 その一方で、もし現在の排出ペースを続けるならば、2030 年には気温上昇 1.5℃を超えて

しまい、2100 年には 4℃以上の気温上昇が起こることが危惧されている。 

 

日本の被害予測 

＊2℃の上昇であっても、サンゴは死滅し、漁業にも大きな被害が出る。夏の熱波で、農作

物の収穫にも大きな影響が出るだろう。さらに、夏の台風の巨大化が一層進むだろう。 

 2018 年の西日本豪雨による被害総額は 1 兆 2000 億円にものぼるが、この規模の豪雨は

毎年起きるようになっている。 

 南極などの氷床の融解によって起きる海面上昇は、日本にも深刻な危機をもたらす。 

 世界規模でみれば、億単位の人々が現在の居住地からの移住を余儀なくされることにな
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る。そして、人類が必要とする食料供給は不可能になる。経済的損失も甚大で、年間 27

兆ドルになるという試算もある。 

 

グローバル・サウスで繰り返される人災 

＊グローバル・サウスとは、グローバル化によって被害を受ける領域ならびにその住民を指

す。近年の大きな事件に絞ってみても、イギリス BP 社が引き起こしたメキシコ湾原油流

出事故、多国籍アグリビジネスが乱開発を進めるアマゾン熱帯雨林での火災、商船三井が

運航する貨物船のモーリシャス沖重油流出事故など枚挙にいとまがない。 

帝国的生活様式 

＊グローバル・サウスからの労働力の搾取と自然資源の収奪なしに我々の豊かな生活は不

可能だ。 

このようなグローバル・サウスからの資源やエネルギーの収奪に基づいた先進国のライ

フスタイルを、ドイツの社会学者ウルリッヒ・ブラントとマルクス・ヴィッセンは「帝国

的生活様式」（imperiale Lebensweise）と呼んでいる。 

帝国的生活様式とは、グローバル・ノースにおける大量生産・大量消費型の社会のことで、

先進国に暮らす我々にとっては豊な生活を実現してくれる。その裏ではグローバル・サウ

スの地域や社会集団から収奪し、我々の豊な生活の代償を押し付けている構造が存在す

るのである。このような収奪や代償の転嫁なしには、帝国的生活様式は維持できないとい

うことだ。グローバル・サウスの人々の生活条件の悪化は、資本主義の前提条件であり、

南北の支配従属関係は例外的事態ではなく、平常運転なのである。（Ulrich Brand and 

Markus Wissen, Imperiale Lebensweise: Zur Ausbeutung von Mensch und Natur im 

Globalen Kapitalismus, Munich: oekom. 2017） 

 

  注： 2013 年、バングラデシュ、縫製工場「ラナ・プラザ」崩壊、1000 人以上犠牲 

     2019 年、ブラジル、ブルマジーニョ尾鉱ダム決壊事故、250 人以上死亡 

 

犠牲を不可視化する外部化社会 

＊これらの出来事がすぐ忘れ去られるのは、日常においては不可視化されているからで、ミ

ュンヘン大学の社会学者シュテファン・レーセニッヒ(Stephan Lessenich)は、このように

して代償を遠くに転嫁して、不可視化してしまうことが、先進国社会の「豊かさ」には不

可欠だと指摘している。これを「外部化社会」と呼び、批判している。 

 

資本主義のグローバル化が地球の隅々にまで及んだため、新たに収奪の対象となる「フロ

ンティア」が消滅してしまった。そうした利潤獲得のプロセスが限界に達し、利潤率が低

下した結果、資本蓄積や経済成長が困難になり、「資本主義の終焉」が言われるまでにな

っている。いままでは資本主義の搾取対象は人間の労働力だったのが、地球環境へと向け
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られるようになった。 

資本主義による収奪の対象は周辺部の労働力だけでなく、地球環境全体へと向けられた。

資源、エネルギー、食糧も先進国との「不等価交換」によってグローバル・サウスから奪

われていくのである。人間を資本蓄積のための道具として扱う資本主義は、自然もまた単

なる略奪の対象とみなす。このような社会システムが、無限の経済成長を目指せば、地球

環境が危機的状況に陥るのは、いわば当然の帰結なのである。 

 

加害者意識の否認と先延ばし 

＊ 帝国的生活様式は日々再生産されているが、一方で不可視化され続けてきた。遠くの土

地での人間や自然への暴力には無関心になり、真実を知るのを恐れるようになる。「知

らない」から「知りたくない」へと変わっていくのだ。自分たちがうまくいっているの

は、誰かがうまくいっていないのだと気づいていながら、見ないようにしてしまう。我々

が不公正を引き起こしている原因だと知っていながら、現状維持を暗に欲している。こ

うして危機対応は未来へと先延ばしされ、我々一人一人がこの不公正に加担することで、

ついにその報いが気候危機として表れてきているのだ。 

 

外部を使いつくした「人新世」 

＊資本主義がどれだけうまく回っているように見えても、究極的には、地球は有限である。

外部を使いつくすと、今までのやり方ではうまくいかなくなる。危機の始まりである。 

 

・2018 年 COP24（ポーランド・カトウィッツ）におけるグレタ・トゥンベリ（15）の演説 

  「今のシステムでは解決策がない。だからシステムそのものを変えるべきだ！」 

 

 注：1988 年、NASS・ジェームズ・ハンセン、気候変動を米国議会に警告 

   1988 年、気候変動に関する政府間パネル（IPCC）が UNEP（国連環境計画）と WMO

（世界気象機関）によって設立 

 ――この直後にベルリンの壁が崩壊し、新自由主義が世界を席巻。人類が使用した化石燃

料の約半分が、冷戦終結した 1989 年以降のものだ。 

 

＊グレタの批判「あなたたちが科学に耳を傾けないのは、これまでの暮らし方を続けられる

解決策しか興味がないからです。そんな答えはもうありません。あなたたち大人が、まだ

間に合うときに行動しなかったからです」（2019 年 4 月 23 日、英国議会での講演から） 

ここまできたら、今のシステムのうちには解決策がない。だからシステムそのものを変え

るべきだ、とも言っている。 
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マルクスによる環境危機の預言 

＊ 資本主義の歴史を振り返れば、国家や大企業が十分な規模の気候変動対策を打ち出す見

込みは薄い。解決策の代わりに資本主義が提供してきたのは、収奪と負荷の外部化・転

嫁ばかりなのだ。矛盾をどこか遠いところへと転嫁し、問題解決の先送りを繰り返して

きたのである。 

この転嫁による外部性の創出とその問題点を、分析していたのが、かのカール・マルク

スであった。 

「資本主義は自らの矛盾を別のところへ転嫁し、不可視化する。だが、その転嫁によっ

て、さらに矛盾が深まっていく泥沼化の惨状が必然的に起きるだろう」と・・・。 

しかし、資本による転嫁の試みは破綻する。技術的、空間的、時間的という三種類の転

嫁について、マルクスの考えを参照にしながら整理してみよう・・・。 

 

・技術的転嫁――生態系の攪乱 

  環境危機を技術的発展によって乗り越えようとする方法である。 

  マルクスが扱っているのは、農業による土壌疲弊の問題である。同時代化学者・ユスト

ゥス・フォン・リービッヒの「掠奪農業」批判だった。 

  20 世紀初頭に開発された「ハーバー・ボッシュ法」というアンモニアの工業的製法に

よって、廉価な化学肥料の大量生産が可能――リービッヒが警告したような土壌疲弊

による文明の危機は生じなかった。 

  しかし、化学肥料の使用による農業の発展は、窒素化合物の環境流出により、地下水の

汚染や富栄養化による漁業などにも影響を与えることになり、土地の疲弊には収まら

ない大規模な環境問題を引き起こすようになっていった――生態系の攪乱。 

・空間的転嫁――外部化と生態学的帝国主義 

  マルクス時代に注目されたのが代替肥料―グアノ（ペルー沖の海鳥の糞の化石化した

もの）であった。土壌疲弊に対する救世主として有名になり、欧米に掠奪的に輸出され

るようになった。グアノ資源の急速な枯渇により、グアノ戦争（1864—66）、硝石戦争

（1879—84）が勃発している。このように、矛盾を中核部にとってのみ有利な形で解

消する転嫁の試みは、「生態学的帝国主義」（ecological imperialism）という形をとる。 

  生態学的帝国主義は周辺部からの略奪に依存し、同時に矛盾を周辺部へと移転するが、

まさにその行為によって、原住民の暮らしや、生態系に大きな打撃を与えつつ、矛盾を

深めていく 

・時間的転嫁――大洪水よ、わが亡き後に来たれ！ 

  マルクスが扱っているのは森林の過剰伐採だが、現代においては時間的転嫁がはっき

りと現れているのは、気候変動である。 

  資本主義は現在の株主や経営者の意見を反映させるが、将来の世代の声を無視するこ

とで、負担を未来へと転嫁し、外部性を作り出す。将来を犠牲にすることで、現在の世
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代は繁栄できる。 

  将来世代は、自らが排出していない二酸化炭素の影響に苦しむことになる――こうし

た資本家の態度をマルクスは「大洪水よ、わが亡き後に来たれ！」と皮肉ったのだ。 

 

＊ 経済に悪影響が出るよりは経済成長を続けて技術開発を続けた方が、危機に対処するた

めの技術開発が時間を稼いでくれるので賢明だという人々がいるが、たとえ新技術が開

発されたとしても、その技術が社会全体に普及するには長い時間がかかり、そのために

貴重な時間を失ってしまう。その間に、危機をさらに加速・悪化させる作用「正のフィ

ードバック効果」が強まり、環境悪化はさらに深刻化するだろう。「正のフィードバッ

ク効果」が大きければ、当然経済活動にも甚大な負の影響が出る。環境悪化の速度に新

技術が追い付かなければ、人類にはもはやなすすべがない。未来の世代はお手上げだ。 

つまり、将来世代は極めて過酷な環境で生きることを余儀なくされるだけでなく、経済

的にも苦しい状況に陥るだろう。 

これこそ最悪の結果で、技術任せの対処療法ではなく、根本原因を探って、そこから気

候変動を止めなくてはならない理由がある。 

 

    備考： 南米チリにおけるアボカド栽培 

     多量の水と土壌の養分を食い尽くすため、一度アボカドを生産するとほかの 

種類の果物などの栽培は困難になる。チリは欧米人の「ヘルシーな食生活」のた 

め、すなわち帝国的生活様式のためにアボカドを生産・輸出し、自分たちの生活 

用水や食糧生産を犠牲にしてきたのである。そのチリを「メガドラウト」と呼ば 

れる過去 60 年で最悪の干ばつが襲い、深刻な水不足を招いている。 

（世界、2020 年 6 月号・森さやか） 

 

資本主義よりも前に地球がなくなる 

＊ 自然条件悪化の影響は、転嫁のおかげで資本主義が崩壊するほどの致命傷を今すぐ負う

ことはない。裏を返せば、先進国の人々が大きな問題に直面するころには、この惑星の

少なからぬ部分が生態学的には手遅れの状態になっているだろう。資本主義が崩壊する

よりも前に、地球が人類の住めない場所になっているというわけだ。 

 

気候危機が人類に突き付けているのは、採取主義と外部化に依拠した帝国的生活様式を 

抜本的に見直さなければならないという厳しい現実にほかならない。 

 

 

第 2 章～第 5 章  省略 

 



6 

 

第 6 章 欠乏の資本主義、潤沢なコミュニズム 

 

＊ 豊かさをもたらすのは資本主義なのか、コミュニズムなのか？ 

 欠乏をもたらしているのは、資本主義なのではないか。資本主義が生み出している欠乏の

典型例が土地である。不動産が居住目的ではなく投機の対象として売買されている。ニュ

ーヨークやロンドンの中心地で、個人が店を開いたり事業を行ったりするのは至難の業

だ。多くの人々にとって、これは欠乏だ。資本主義は、絶えず欠乏を生み出すシステムな

のである。 

 一方、コミュニズムは、ある種の潤沢さを整えていく。例えば、投資目的の土地売買が禁

止され、土地の価格が下がったとしても、価格は人工的につけられたもので、その土地の

「使用価値」（有用性）は全く変化しない。人々はその土地に住むために、これまでのよ

うな過酷な長時間労働をしなくてすむ。その分だけ人々にとって「潤沢さ」が回復するの

である。 

 

  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。 

 

  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

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（communizm）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。 

本源的蓄積が人工的希少性を増大させる 

＊ 本源的蓄積が潤沢なコモンズを解体し、希少性を人工的に生み出していく。 
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  注：本源的蓄積――16 世紀と 18 世紀にイングランドで行われた「囲い込み（enclosure）」

のことを指す。利益率の高い羊の放牧に農地を転用したり、より資本集約度の高い大

土地所有の農業経営に切り替えたりするために囲い込みが実施され、共同管理がな

されていた農地などから農民を強制的に締め出した。 

 

＊ マルクスは、コモンズの解体による人工的希少性の創造こそが、「本源的蓄積」の真髄

であるとしている。資本主義の発展を通じて継続し、拡張する、本質的過程として「本

源的蓄積」を見ているのだ。資本主義が続く限り「本源的蓄積」は続き、そして、希少

性を維持・増大することで、資本は利潤を上げていく。そのことは 99％の我々にとって

は、欠乏の永続化を意味しているのだ。 

 

コモンズは万人にとって「使用価値」である。万人にとって有用で、必要だからこそ、共同 

体はコモンズの独占的所有を禁止し、協同的な富として管理してきた。商品化もされず、価 

格をつけることも出来なかった。 

土地でも水でも、本源的蓄積の前と後とを比べてみれば分かるように、「使用価値」（有用性）

は変わらない。コモンズから私的所有になって変わるのは、希少性なのだ。希少性の増大が

商品としての「価値」を増やすのである。その結果、人々は生活に必要な財を利用する機会

を失い、困窮していく。貨幣で計測される「価値」は増えるが、人々はむしろ貧しくなる。

いや、「価値」を増やすために、生活の質を意図的に犠牲にするのである。破壊や浪費とい

った行為さえも、それが希少性を生む限り、資本主義にとってはチャンスだからだ。破壊や

浪費が潤沢なものを、ますます希少にすることで、そこに資本の価値増殖の機会が生まれる

のである。 

気候変動がビジネスチャンスになるのもそのためだ。気候変動は水、耕作地、住居などの希 

少性を生み出す。希少性が増えれば需要が供給を上回り、資本にとっては利潤を上げる機会 

を提供することになる。これが、惨事のショックに便乗して利を得る「気候変動ショック・ 

ドクトリン」である。 

同じく惨事便乗型資本主義の類型である「コロナショック・ドクトリン」に際して、米国の 

超富裕層が、2020 年春に資産を 62 兆円も増大させたことを見ればよい。 

 

コモンを取り戻すのがコミュニズム 

＊ 潤沢さを回復するための方法が（コモン）の再建である。資本主義を乗り越えて、ラデ

ィカルな潤沢さ。を 21 世紀に実現するのが（コモン）の再生なのだ 

＊ 例えば電力は（コモン）であるべきである。水と同様に電力は人権として保障されなけ

ればならない。市場に任せてしまうわけにはいかない。国有化すればいいわけではない。

（コモン）は、電力の管理を市民が取り戻すことを目指す。市民が参加しやすく、持続

可能なエネルギーの管理方法を生み出す実践が（コモン）なのである。その一例が市民
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電力やエネルギー協同組合による再生可能エネルギーの普及である。市民の手による 

「（市民）営化」である。 

太陽光のように無限で分散化していては、資本にとっては希少性を作り出せない。市場

経済の下で再生可能エネルギーへの企業の参加が、遅々として進まない原因がここにあ

る。「資本の希少性」と「コモンの潤沢さ」の対立である。だからこそ、再生エネルギー

の普及には、営利目的でない小規模の民主的な管理に適した電力ネットワークを構築す

るチャンスなのである。 

このような「市民営化」の試みは、デンマークやドイツで進められてきた。近年では日

本でも非営利型の市民電力が広がりを見せている。（福島県）――耕作放棄地に太陽光

パネルを設置するなど、地産地消型の発電を行う事例が増えている。 

 

ワーカーズ・コープーー生産手段を（コモン）に 

＊ 「協同組合運動が、階級対立に基礎を置く現在の社会を改造する諸力の一つである」と

マルクスはワーカーズ・コープの試みを高く評価していた。 

 

＊ （コモン）を通じて人々は、市場にも、国家にも依存しない形で、社会における生産活

動の水平的管理を広げていくことができる。その結果、これまで貨幣によって利用機会

が制限されていた希少な財やサービスを、潤沢なものに転嫁していく。要するに（コモ

ン）が目指すのは、人工的希少性の領域を減らし、消費主義・物質主義から決別した「ラ

ディカルな潤沢さ」を増やすことなのである。 

「ラディカルな潤沢さ」が回復されるほど、商品化された領域が減っていく。そのため

GDP は減少していくだろう。脱成長である。 

 

    脱成長コミュニズムが作る豊潤な経済 

 

＊ 「ラディカルな潤沢さ」を掲げる経済人類学者ジェイソン・ヒッケルも次のように述べ

ている「緊縮は成長を生み出すために希少性を求める一方で、脱成長は成長を不要にす

るために潤沢さを求める」 Jason Hickel, “Degrowth: a theory of radical abundance,” 

Real-World Economics Review, no.87 (2019) 

 

＊ そろそろ、新自由主義には、終止符を打つべきだ。必要なのは、「反緊縮」である。だが、

単に貨幣をばら撒くだけでは、新自由主義に対抗できても、資本主義に終止符を打つこ

とはできない。 

資本主義の人工的希少性に対する対抗策が、（コモン）の復権による「ラディカルな潤

沢さ」の再建である。これこそ、脱成長コミュニズムが目指す「反緊縮」なのだ。 
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必然の国と自由の国 

＊ マルクスは「必然の国」と「自由の国」を分けていた。「必然の国」は、生きていくのに

必要とされる様々な生産・消費活動の領域である。それに対して、「自由の国」とは、生

存のために絶対的に必要ではなくとも、人間らしい活動を行うために求められる領域で

ある。例えば、芸術、文化、友情や愛情、そしてスポーツなどである。 

マルクスは、この「自由の国」を拡大することを求めていた。この領域に広がっている

のが、「良い」自由である。 

マルクスの掲げる「自由の国」は、物質的欲求から自由になるところで始まるのである。

集団的で、文化的な稼働の領域にこそ、人間的自由の本質があると、マルクスは考えて

いたのだ。だから、「自由の国」を拡張するためには、無限の成長だけを追い求め、人々

を長時間労働と際限のない消費に駆り立てるシステムを解体しなくてはならない。たと

え、総量としてはこれまでよりも少なくしか生産されなくとも、全体としては幸福で、

公正で、持続可能な社会に向けての「自己抑制」を、自発的に行うべきなのである。 

 

気候変動は不可逆的である 

＊ どのような世界に住みたいのか、どのような世界にするのか、我々自身が慎重に決めな

くてはいけない問題である。科学者にも、経済学者にも、ＡＩにも任せられない民主主

義の問題なのである。将来世代の声も可能な限り反映させながら、民主的に熟慮や論争

を通じて決定されなくてはならない。一つの方法に失敗したら別の方法でやり直そう、

というわけにはいかないのが気候変動対応である。最悪の事態を避けるためには、余計

な介入はしない、という選択も必要になる。「自己抑制」がますます重要になるのだ。 

＊ 無限の経済成長を断念し、万人の繁栄と持続可能性に重きを置くという自己抑制こそが、

「自由の国」を拡張し、脱成長コミュニズムという未来を作り出すのである。 

 

第 7 章 脱成長コミュニズムが世界を救う 

 現在の 100 年に一度と言われる新型コロナウイルスの「パンデミック」は、経済的・社会

的な打撃も歴史に残る規模となるだろう。だが、気候変動がもたらす世界規模の被害は、

コロナ禍とは比較にならないほど甚大なものになる可能性がある。コロナ禍は一過性で 

ささやかなものだったと、気候変動に苦しむ後世の人々は振り返るかもしれない。 

 気候変動もコロナ禍も、「人新世」の矛盾の顕在化という意味で、どちらも資本主義の産

物なのである。 

 資本主義が気候変動を起こしているのは、経済成長を優先した地球規模での開発と破壊

がその原因だ。 

 感染症のパンデミックも構図は似ている。先進国において増え続ける需要にこたえるた

め、資本は自然の深くまで入り込み、森林を破壊し大規模農場経営を行う。自然の奥深く

まで入ってゆけば、未知のウイルスとの接触機会が増えるだけではない。自然の複雑な生
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態系と異なり、人の手で切り開かれた空間はウイルスを抑え込むことができない。そして、

ウイルスは変異してゆき、グローバル化した人と物の流れに乗って瞬間的に世界中に広

がっていく。 

 

4 つの未来の選択肢 

① 気候ファシズム 

現状維持を望み、このまま何もせず資本主義と経済成長にしがみつけば、気候変動によ

る被害は甚大なものになる。遠くない将来に、多くの人々がまともな生活を営むことが

不可能になる。住む場所を失い環境難民になる人も大勢出てくるだろう。ただし、一部

の富裕層は別である。惨事便乗型資本主義は、環境危機を商機に変えて今以上の富を彼

らにもたらす。 

② 野蛮状態 

気候変動が進行すれば、環境難民が増え、食糧生産もままならなくなる。飢餓や貧困に

苦しむ人々は、反乱を起こす。大衆の反逆によって強権的な統治体制は崩壊し、世界は

混沌に陥る。統治機構への信頼が失われ、人々は自分の生存だけを考えて行動する「万

人の万人に対する闘争」というホッブスの「自然状態」に戻り、これが「野蛮状態」で

ある。 

③ 気候毛沢東主義 

そこで、社会が「野蛮状態」という最悪の事態を避けるための統治形態が求められる。

貧富の格差という対立を緩和しながら、トップダウン型の気候変動対策をすることにな

るだろう。そこでは、自由市場や自由民主主義の理念を捨てて、中央集権的な独裁国家

が成立し「効率の良い」「平等主義的な」気候変動対策を進める可能性がある。これを気

候毛沢東主義と呼ぼう。 

④ 脱成長コミュニズム 

商品としての価値ではなく、「使用価値」（有用性）を重視する社会に移行しなければな

らない。 

平時からコミュニティーの自治と相互扶助の能力を高め、来るべき危機に備えておかな

ければならない。政府に頼ろうとしても助けてくれないことを、今回のコロナ禍で学ん

だはずだ。 

 

大規模な財政出動を行って、政府が重要産業に資本を注入するといった「気候ケインズ

主義」では、二酸化炭素排出量は減らすことができず、気候危機は止まらない。（第 2 章）

また、北欧型福祉国家に持続可能性を足した「脱成長資本主義」でも不相応なのだ。（第

3 章）中途半端な解決策は、長期的にはもはや機能しない。 

右派ポピュリズムの台頭に既存の自由民主主義勢力は、対抗できていない。「コミュニ

ズムか野蛮か」選択肢は二つで単純だ。ここで選ぶべきは「コミュニズム」である。国
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家や専門家に依存する気持ちを抑えて、自治管理や相互扶助の道を模索すべきなのであ

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。 

 

労働は人間と自然の媒介活動である（マルクス物質代謝論） 

＊ 人間と自然は労働でつながっているのだ。だからこそ、労働のあり方を変えることが、

自然環境を救うために決定的に重要なのである。マルクスにとって、分配や消費のあり

方を変革したり、政治制度や大衆の価値観を変容させたりすることは、二次的なもので

しかない。一般に共産主義と言えば、私的所有の廃止と国有化のことだという誤解がは

びこっているが、所有のあり方さえも根本問題ではない。肝心なのは、労働と生産の変

革なのである。マルクスの言う労働変革論を再評価すべきであるといえる。 

 

   デトロイトにおける    都市農業による都市再生の試み 

   コペンハーゲンにおける  2019 年、「公共の果樹」を市内に植える（誰もが無料で
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食べてよい）現代版入会地。コモンズの復権である。 

 

   自然と人間の間の亀裂を修復するには、自然の循環に合わせた生産が可能になるよ

う、労働を抜本的に変革していかなければならない。人間と自然は労働を媒介として

つながっている。だからこそ、労働の形を変えることが、環境危機を乗り越えるため

に決定的に重要なのである。 

 

   注：晩期マルクスの視点から「資本論」を読み解くことによって、脱成長コミュニズ

ムが「物質代謝の亀裂」を修復できるかを説明できる。 

 

マルクス・脱成長コミュニズムの構想 

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。 

＊ マルクスの言う、価値と使用価値という商品の属性の区別。今回のパンデミック時に、

日本ではマスクさえ十分に作ることができなかった。これは、コストカットを優先して

海外に工場を移していたからで、資本の価値増殖を優先して、「使用価値」を犠牲にし

た結果である。その結果が、危機を前にしたレジリエンスの喪失であった。 

＊ コミュニズムは生産の目的を転換する。生産の目的を商品としての「価値」の増大でな

く、「使用価値」にして、生産を社会的な計画の下に置くのだ。別の言葉で言えば、 

GDP の増大を目指すのではなく、人々の基本的ニーズを満たすことを重視するのであ

る。これこそが「脱成長」の基本的立場にほかならない。（第 3 章） 

生産力をいくらでも上げて、人々が欲するならいくらでも生産しようとする消費主義は

とらない。自己抑制することが、必要なコミュニズムなのである。 

② 脱成長コミュニズムの柱――労働時間の短縮 

労働時間を削減して、生活の質を向上させる。 

＊ 金儲けのためだけの意味のない仕事を減らし、社会の再生産にとって本当に必要な生産

に労働力を意識的に配分するようになる。 

例えば、マーケティング、広告、パッケージングなど、人々の欲望を不必要に喚起する

ことは禁止される。コンサルタントや投資銀行は不要である。深夜のコンビニやファミ

レスなどもすべて開けておく必要はない。年中無休も止めればよい。社会全体の総労働

時間は大幅に削減できる。 

＊ オートメーション化が全ていいわけではない。労働をなくしてしまうという極端な発想

は問題含みだ。労働からの解放を目指して、生産力を上げていくことは、地球環境に壊

滅的な影響を及ぼすことになるからだ。 

労働時間削減にはエネルギー問題も考えていかなければならない。新技術が導入されて

今まで 10 人で行っていた作業が 1 人で出来るようになったとする。生産力は 10 倍に
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上がっているが、労働者個人の能力が 10 倍になったわけではない。労働者 9 人分の仕

事を化石燃料のエネルギーによって置き換えているだけである。労働者という賃金奴隷

の代わりに、化石燃料という「エネルギー奴隷」が働いているのだ。 

 

  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。 

＊ 「使用価値」に重きを置きつつ、労働時間を短縮するためには、労働者たちが生産にお

ける意思決定権を握る必要がある。それが、ピケティも要求している「社会的所有」で

ある。「社会的所有」によって、生産手段を（コモン）として民主的に管理するのだ。 
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生産をする際に、どのような技術を使い、エネルギーや原料についても民主的に決定さ

れれば、様々な変化が生まれる。 

＊ 晩期マルクスの視点から大事なのは、生産過程の民主化も、経済の減速を伴うというこ

とだ。つまり、なにを、どれだけ、どうやって生産するかについて、民主的に意思決定

を行うことを目指す。それには時間がかかる。「社会的所有」がもたらす決定的な変化

は、意思決定の減速なのである。 

 

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

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 

＊ デヴィッド・グレーバー：ブルシットジョブは――マーケティング、広告、コンサルテ

ィング、金融業、保険業。重要そうに見えるものの、社会の再生産にはほとんど役に立

っていない。 

このような「使用価値」をほとんど生み出さないような労働が高給のため、人がそちら

に集まってしまう。一方、社会の再生産に必要な「エッセンシャル・ワーク（使用価値

が高いものを生み出す労働）」が低賃金で、恒常的な人手不足になっている。 
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だからこそ、「使用価値」を重視する社会への移行が必要となる。これは、地球環境にと

っても望ましい。ケア労働は社会的に有用なだけでなく、低酸素で、低資源使用なのだ。 

 

脱成長コミュニズムがケア労働に注目するのは、環境にやさしいだけでなく、今世界の

あちこちで資本主義の論理に対抗して立ち上がっているのが、ケア労働の従事者だから

だ。これがグレーバーの言う「ケア階級の反逆（revolt of the caring classes）」である。 

＊ エッセンシャル・ワーカーは、やりがいのある仕事をしているというだけで、低賃金・

長時間労働を強いられている。まさにやりがいの搾取だ。 

その結果、日本でも、保育士一斉退職、医療現場からの異議申し立て、教員スト、介護

ストが目立ってきている。それ以外にも、コンビニの 24 時間営業停止や高速道路のサ

ービスエリアでのストライキなども増えている。 

 

晩年のマルクスが提唱していたもの 

＊ 生産を「使用価値」重視のものに切り替えて、無駄な「価値」の創出につながる生産を

減らして、労働時間を短縮することであった。労働者の創造性を奪う分業も減らしてい

く。それと同時に進めるべきものなのが、生産過程の民主化だ。労働者は、生産にまつ

わる意思決定を民主的に行う。意思決定に時間がかかっても構わない。社会的に有用で

環境負荷の低いエッセンシャル・ワークの社会的評価を高めていくべきである。 

＊ その結果は、経済の減速である。資本主義の下での競争社会に染まっていると、減速な

どという事態は受け入れにくい発想だろう。 

しかし、利潤最大化と経済成長を無限に追い求める資本主義では、地球環境は守れない。

人間も自然も、どちらも資本主義は収奪の対象にしてしまう。そのうえ、人工的希少性

によって、資本主義は多くの人々を困窮させるだけである。 

それよりも、減速した経済社会をもたらす脱成長コミュニズムのほうが、人間の欲求を

満たしながら、環境問題に配慮する余地を拡大することができる。生産の民主化と減速

によって人間と自然の物質代謝の「亀裂」を修復していくのだ。もちろん、これは電力

や水の公営化、社会的所有の拡充、エッセンシャル・ワークの重視、農地改革などを含

む包括的なプロジェクトにならなくてはいけない。 

 

第 8 章 気候正義という梃子 

怖れ知らずの都市・バルセロナの気候非常事態宣言 

＊ 様々な都市の政党や市民団体が「フィアレス・シティ（怖れ知らずの都市）」という旗

印のネットワークに参加している。一つの自治体だけの試みでは、グローバル化した資

本主義を変えることは出来ない。だから、世界中の様々な都市や市民が連携し、知恵を

交換しながら、新しい社会を作り出そうとしているのだ。 

＊ 2020 年 1 月に発表された「気候非常事態宣言」を見てみよう。 
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  2050 年までに脱炭素化（二酸化炭素排出量０）という目標を掲げ、分析と行動計画を

掲げたマニュフェストである。行動計画には、包括的で具体的な項目が 240 以上も並

ぶ。例えば―――都市公共空間の緑化、   電力や食の地産地消 

          公共交通機関の拡充、   自動車や飛行機・船舶の制限 

          エネルギー貧困の解消、  ごみの削減・リサイクル、など 

  そして、その内容は、飛行機の近距離路線の廃止や市街地での自動車の速度制限（ 

時速 30 ㎞）など、経済成長ではなく、市民の生活と環境を守るという意思がはっきり

と読み取れるのである。 

 

＊ 晩期マルクスの脱成長社会のエッセンスである「価値」から「使用価値」への転換をこ

こに見出すことができるのである。以下のような宣言に、市民の中から生まれ支持を得

て、市政を動かすまでになっていることを見ると、未来への希望がある――「既存の経

済モデルは、恒常的な成長と利潤獲得のための終わりなき競争に基づくもので、自然資

源の消費は増え続けていく。こうして、地球の生態的バランスを危機に陥れているこの

経済システムは、同時に経済格差も著しく拡大させている。豊かな国の、とりわけ最富

裕層による過剰な消費に、グローバルな環境危機、特に気候危機のほとんどの原因があ

るのは、間違いない。」（This is not a Drill: Climate Emergency Declaration, 19.: 

https://www.barcelona.cat/emergenciaclimatica/sites/default/files/2020-01/ 

Climate Emergency Declaration.pdf(last access on 2020.5.22) 

 

＊ リーマンショック後の経済危機の影響を強く受けたのが、スペインであり、その中でも

バルセロナであった。バルセロナでは観光業の過剰発展、オーバーツーリズムが一般市

民の生活を圧迫した。家賃が急騰し、住まいを失う市民が数多く生まれた。物価も高騰

し、バルセロナは、新自由主義的グローバル化の矛盾が噴出した街だったのだ。 

この状況に対して、2011 年に若者たちが中心となって「15M 運動」と呼ばれる広場占

拠運動が生まれた。その運動が形を変えながら、バルサローナ・アン・クム―（英語名

Barcelona in Common）という地域密着型の市民プラットフォーム政党になった。 

2015 年には、この党の中心人物であったアダ・クラウ（女性）が市長に就任した。 

＊ バルセロナのもう一つの成功が、ワーカーズ・コープ（労働者協同組合）である。スペ

インは協同組合が盛んな土地柄で、とりわけ、バルセロナはワーカーズ・コープ以外に

も、生活協同組合、共済組合、有機農産物消費グループなど多数活動している。社会連

帯経済が、市内雇用の 8％にあたる 53000 人の雇用を生み出し、市内総生産の 7％を占

めている。 

 

気候正義にかなう経済モデルへ 

＊ 気候正義（climate justice）とは、気候変動を起こしたのは先進国の富裕層だが、その被

http://www.barcelona.cat/emergenciaclimatica/sites/default/files/2020-


17 

 

害を受けるのは化石燃料をあまり使ってこなかったグローバル・サウスの人々と将来世

代である。この不公正を解消し、気候変動を止めるべきだという認識をいう。 

気候正義にかなう経済システムに変化していくためには、被害を最も受けやすいグロー

バル・サウスの女性たちの声を汲み上げなければならないとして、宣言はいう―― 

「気候危機によって移住を迫られる 80％が女性である。彼女たちは重要なケアの提供

者だ。気候非常事態に挑もうとするなら、持続不可能で不公正な経済モデルを転換しな

ければならない。」 

そのうえで、先進国の大都市は、「協同的なケア労働」や、他者と自然との「友愛的関

係」を重視して、「誰も取り残されない」社会への移行を先導する責任があるとバルセ

ロナの宣言は表明している。その費用を担うのは「最も特権的な地位にある人々」であ

ると訴える。（Climate Emergency Declaration, op. cit., 5.） 

これこそ「ケア階級の反逆」である。 

 

国境を超える自治体主義―ミュニシパリズム（municipalism） 

  フィアレス・シティ（fearless cities）     77 拠点 

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

 

＊ このヴィア・カンペシーナ運動は、農産物の貿易自由化が加速した 1993 年に生まれ、

中南米の参加団体が最も多い。農業を自分たちの手に取り戻し自主管理するという、生

きるための当然な要求であり、「食料主権」と呼ばれる。中小規模農業従事者の多いヴ

ィア・カンペシーナが目指す伝統的農業やアグロ・エコロジーの方向性は当然環境負荷

も低い。この団体が発足した 1990 年代は、冷戦終結後、二酸化炭素排出量が激増した

時期であった。 

＊ 先進国の快適で豊かな生活は、環境負荷をグローバル・サウスに押し付け、先進国の我々

は不公正さに目をつぶり、地球で何が起こっているかも知ろうとせず、資本主義の夢を

見続けてきた。持続可能で公正な社会を目指すなら、「帝国的生活様式」や「生態学的帝

国主義」に挑み是正していかなければならない。先進国一国内での消費パターンの変化

程度では問題は解決しない、グローバルな大転換が求められているのだ。 

 

＊ 持続可能で公正な社会を目指す運動の核となるものが、「気候正義」と「食糧自給」の運

動なのだ。 

食料主権を取り戻す 

資本主義アグリビジネスは、収穫物を先進国に輸出してしまうため、農産物の純輸出国

であるにもかかわらず、国内では飢餓に苦しむ貧困層が多数存在する。これは、先進国

のための高価な輸出品が生産され、農民が生きていくための廉価な食糧が生産されな

いためだ。例えば、南アフリカでは、アパルトヘイトの負の遺産で、白人を中心とした
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20％の大規模農家が、南アフリカの農業生産の 80％を生み出し、アフリカ最大の輸出

国であるにもかかわらず、飢餓率が 26％にものぼるという。こうした状況に抗して、

2015 年に「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。 

多くの貧しい農民たちが、持続可能な農業のために必要な知識も資金も持っていない

状況の中で、どうしたらアグリビジネスに対抗できるのか。そのモデルは、自分たちの

手で協同組合を設立し、地域の NGO が必要な農具を貸し出し、有機栽培についての教

育を行う、いわゆる職業訓練を実施しているのだ。 

遺伝子組み換えや化学肥料に頼ることなく、持続可能な有機栽培を根付かせることで、 

（コモン）を取り戻す試みに他ならない。 

気候正義という梃子 

南アフリカの農業は気候変動により脅かされている――旱魃・水不足による 

  石炭・石油・天然ガスを扱うサソール社への抗議活動――国際的連帯―― 

 

 「息ができない！」（We Can’t Breathe!）のスローガンで、「サンライズ・ムーブメント 

や「未来のための金曜日」「ブラック・ライブズ・マター」といった社会運動に連帯 

を呼び掛けた。 

 

グローバル・サウスから学ぶ姿勢の欠如 

＊先進国は、これまでも経済発展と環境問題を両立させてきたし、これからも両立できよう

に見える。しかしそれは、様々な問題がグローバル・サウスに転嫁され、不可視化されて

きただけだった。だから、先進国と同じ方法で経済と環境の両立をグローバル・サウスで

やろうとしても、うまくいくはずがない。もはや転嫁するところがどこにもないからであ

る。現在の気候危機は、そのような外部化社会の究極的限界を示しているのである。 

 

反緊縮を訴えるだけでよいのか？ 

＊ 新自由主義の名のもとに「緊縮政策」は、社会保障費の削減、非正規雇用の増大による

賃金低下、民営化による公共サービスの解体などを推進し、我々の生活の質を低下させ

てきた。 

だからといって、反緊縮を掲げ、より多くの公共投資や再配分を行えばよいのだろうか。

経済の停滞は乗り越え、現状よりはましになるかもしれない。しかし、自然からの収奪

は止まらず、経済を回すだけでは「人新世」の危機は乗り越えられないのだ。 

＊ 反緊縮派の考えは、新自由主義の緊縮政策が希少性の原因だと考え、財政出動によって

より多くを生産し、さらなる蓄積を求め、経済成長することで潤沢さをもたらすことが

できるとする。しかし、この考えは資本主義に親和的な思考法で、「今までとおり」を維
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持する保守的な思想なのである。この程度の改革では足りない。新自由主義ではなく、

資本主義こそが希少原因だからだ。 

 

時間稼ぎの政治からの決別 

＊ 今の政治にできるのは、せいぜい問題解決の先送りに過ぎない。だが現在の地球環境に

おいては、この時間稼ぎが致命傷になる。見せかけだけの対策に安心して人々が危機に

ついて真剣に考えることを止めてしまうのが一番危険なのである。 

また、政治家や大企業にも期待できない。したがって、気候危機に立ち向かうためには、

民主主義そのものを刷新していかなければならない。 

 

経済、政治、環境の三位一体の刷新を！ 

＊ 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。 

  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社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。 
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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

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） 

 

 

 

 

(2020.12.11.)梅津寿一記 
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