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日本産学フォーラム リベラルアーツ企業研修会（第 6回） 

令和元年 12 月 10日(火) 於ベルサール東京日本橋 Room2 

 

小原：皆さん、こんばんは。事務局の小原です。12 月も始まりましてお忙しい中、どうも

ありがとうございます。正月休みもちょっと長いかなと思って、簡単な宿題を。A4、1枚な

のでご負担にはならないかと思いますけど、宿題の考案をいただいた東京大学の認知学の

先生の白水さんをご紹介します。彼からは宿題の目的、動機付けみたいのをここでお話しい

ただくということで、7時までよろしくお願いします。 

 

白水：お食事中、すいません。冬休みの宿題を解説せよという、憎まれ役なんじゃないかと

いう気はしますけど、簡単に宿題の心を内容と一緒にお話ししたいと思います。お手元の。 

 

小原：これから配ります。 

 

白水： 今から配られますので、それ、ご覧になっていただきながら宿題の話をしたいと思

います。ありがとうございます。簡単に宿題の背景と、最後にこの課題の心みたいなことを

説明します。私がもともと、子どもたちの対話をデザインしてみたいな仕事やってるもので

すので、対話を通して理解を深めてイノベーションの芽を見つけていくっていうことを、あ

と後半、6回ぐらいに向けて対話の契機とするような課題にできればと考えております。そ

の対話を引き起こすって考えたときに多分、三つぐらいの条件があって、皆さんの解きたい

課題って何だろうっていうのを一応、共有しておくっていうのはすごく大事なんじゃない

かと。きょうのホームワークで言いますと、1番の民主主義、市場原理、科学技術に関する

揺らぎっていうのが、どういうものかみたいなものっていうのがやっぱり、大きな課題かな

っていうのでこれを考えております。課題ができたらあと、視点を外に出して共有して吟味

していく。その向こうにそれぞれ、自分のこだわりみたいの見つけていっていただくという

のが、対話の中で大事かと思います。 

 というのも大体、年間 2000人ぐらいの子どもたち相手に授業やってみると見えてきてい

るのが、子どもたちの対話にパターンがありまして。最近、アクティブ・ラーニングっては

やりですね。気が付くと左側のしゃべり方みたいなのが、すごく子どもたちがうまくなって

きていて、私たちの中で結構、問題視しています。どういうことかっていうと、結構、きち

んとしゃべんなきゃいけないっていう。対話の場面でものすごくちゃんとまとめて話して

くれて、聞いているほうは黙ってメモを取るんだけど、その間、全然対話が起きてないので

出ても質問 2、3個って終わってしまうのに対して、私たちがやりたいのは右側の自分の言

葉で考えながら話して、気になったらすぐ聞いて言い直してくみたいな対話をしていきた

い。その先に結構、一番今、気になっているのがまとめ方ですね。物事のまとめ方っていっ

たときに、左側。子どもたちが結構、とかく、分かったことをまとめて発表する。放ってお
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くと、最近、教室って行かれたことありますかね？ 子どもたちがこういうグループ学習増

えていると、ホワイトボード渡されてマーカーで実に見事にそれっぽいもの書くんですけ

ど、わいわい話してる子どもたちの会話を聞いてると、5分ぐらいたったときに「で、きょ

うの課題って何だっけ？」って言いながら、でも、グループワークをしてしまうっていう。

この、いろんなものやり過ごす力っての育ててはしょうがない。それよりも、右側に書いて

いるような、分かったことを使って考えてほしいよね。結構、いろんな疑問とか呟きってい

うのがあったら、それを大切にしていって、やりたいのはグループとしての成果物よりも、

個人の理解っていうのを大切にしていきたい。 

 ここから皆さまの話に入ってくるんですけど、後ろのほうから、あるいは、先生がた、皆

さんの議論を横から見てると、こんな傾向が見えてくると。これは皆さんに対する批判とか

そういうのでは全然ないですし、いろんな制約の中で起きていることだと思うんですけど、

対話の仕方っていうのにある種、パターンがあるんじゃないか。結構、きょうの先生もそう

だったんですけど、ものすごくリッチな話に対してご自身のご存じのこと、あるいは、興味

関心に沿って分かるところから話し合って質疑を展開していってる可能性があるんじゃな

いか。この先にはせっかく、コアが、分かっているところっていうのが見えてくると、これ

を使って全体としてどういう課題を解決する場なんでしょうか。分かんなかったところと

か、違和感を感じたようなところ、話もたくさんあると思うし、スライドの中でもあそこ、

分からなかったっていうところから議論スタートするのもできると思うんですけど、そこ

が結構、落ちてしまっているかもしれないので、それに対してグループで仮の答えを出して

も、私はここに拘りたいってとこを見つけていくような、そんな行き来ができるといいんじ

ゃないか。 

 例えば、3 回目の瀧先生のときの質問を、事務局の根本さんが全部書き出してもらって、

これぐらいリッチでたくさんの量があるんですけど、これだけ皆さんがいろんな対話の中

で出てきて、質問をどのスライドについて話していくかっていうのだけで、大根をざっくり

輪切りで分類してみると、結構、スライドが偏っていってる。じゃあ、どんなスライドかっ

ていうの、久しぶりです。第 3回、出られていましたよね。これぐらい瀧先生の話、いろい

ろあって全部で 18 枚ぐらい、1 時間半ぐらいゆっくり講演されていたんですけど、皆さま

の質問、結構、8、13、18 ってものすごく限定されていてですね。じゃあ、そのスライド、

どんなんだったかっていうふうに今、お聞きしますけど、多分、覚えておられると思うんで

す。プラトン哲学の対比、あるいは、ヘレニズムとヘブライズムかな。そこの対比っていう

ところに結構、集中してたかなと。 

 そうやってみると、このスライド見ただけで恐らく、それぞれの中でこういうところの話

だったなって思い出せて、ここが自分のコアになるっていう面があると思うんですけど、そ

れ以外にいろんなスライドがあって。例えば、瀧先生がすごく大事そうなポイントなんです

けど、ちょっと言い抜けるような形でさらっと言って終わりになさった、こんなスライドも

あったんですけど、こんなの覚えてます？ この円錐を使って何かを説明してた。でも、こ
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れから 2、3カ月経つと人間って忘れちゃうんですよね。これって一体何だったかっていう、

いろんなディテールがこぼれ落ちているところを、冬休みの間に少し思い出していただき

ながら考え直していくと、どんなヒントがあったかっていうのをもう一回、何が使えるかを

見てみようって先ほどのスライドに戻りますけど、ここですね。課題解決として分かったこ

とを使って考えてみたいし、内容に関するいろんな疑問、いろんな気付き、そして、自分の

考えにこだわっていきたいというふうに、ホームワークにようやく戻りますけど、今回、こ

の三つのお題を用意しました。 

 まず、1番から行きますと最初、藤山先生のイントロがありましたけど、本研修会におい

て民主主義、市場原理、科学技術という三つの規範っていうのはどこから生まれて、どうし

て揺らぐようになってきてるかっていうご説明があったと思います。1番については、先ほ

どの話ですね。分かったことを皆さんが使って考えるための共通課題として、これだってい

う価値があるものですし、そのために集まっていただいたというふうに端から見て思いま

すので、これを共通課題にして 1回、答えを出してみる。そのときに 2点目なんですけど各

先生、最初の藤山先生、吉川先生、黒田先生の話だけじゃなくて、いろんな先生がここに関

わる説明をなさっていました。この 1番をまとめるときには、その説明に対して是か非か、

私はこう思うって一切入れずに、先生がたはどう説明したかに 1回まとめてみる。ちょっと

教科書的なんですけど、まとめてみるとそれが対話の共通既知、ベースになってくるんじゃ

ないかと。 

 その上で、2番ですね。あなたは揺らぎを問題だと捉えるかどうか。問題だと捉える場合

ってのは、リベラルアーツがその解決にどう貢献すると考えるか。問題だと捉えない場合は、

なぜ、問題ではないかというのを考えるかっていうのに行ってみると先ほどの、今度はご自

身の解釈ですね。説明に対する解釈ですとか、スタンスとか、ご自身のソリューションって

いうのを存分に出していただいて、それを後半、うまく集める機会があればそれぞれの違い

ですとか、逆に共通性。面白いのはこういうのをやってみると、子どもたちの場合は同じチ

ョイスが二つあるので、こことここを選んだ人の間に違いがあるかと思いきや、同じチョイ

スを選んだ人同士でけんかをし出したりとか。あるいは、違うチョイスを選んだはずなんだ

けど、言ってる論点って結構、共通してるよねって。その交錯する共通点と相違点っていう

のを見極めながら、じゃあ、その上で最後、ご自身としてはどういうアイデアっていうのを、

ここから持つことができたかというのを、きょうなんかも考えている方々、そこら辺は押さ

えてもらいつつ、具体的なアイデアっていうのを出していただく。そのときにご自身の思考

ですとか、職務の文脈があると思いますので、そこに思い付いたものを編み直していただい

て、この研修に来る前よりも、この後にこんなこと思い付けたっていうのを中間段階で出し

ていただいて、後半にどういう機会を用意してもらうかですけど、レポート A4、1枚ぐらい

で用意していただく。それを材料に、また次の話をうまく組み込んでいくって、そんなたた

き台になればいいかなというふうに考えております。こんなんでよろしいでしょうか。 

 それじゃあ、なんか質問がもし、あればお答えして。A4 でとても 1 番なんか延々と書く
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と書けなさそうとかありそうなんですけれども。皆さん、もう話は触れていると思いますの

で、端折る所は端折って簡潔に大事なところっていうのを、肝をつかむような書き方をして

いただければ A4、1枚に収まるんじゃないかというふうに思います。小原さん、これ、フォ

ント、何フォント以上とかそんなのですよね？ 

 

小原：10.5 で。 

 

白水：10.5 らしいです。よろしいでしょうかね。 

 

小原：白水先生、どうもありがとうございました。A4、1 枚なので図を入れたら 1000 文字

ぐらいだし、図を入れなくても多分、1400字か 1500 字ぐらいなので、逆に足りないんじゃ

ないかというふうに危惧していますけど、今のご自身を書き留めていただきたいというふ

うに思っております。それと、さっきの瀧先生の話じゃないですけど、忘れちゃったという。

もちろん、パワポだけ見て思い出せるかというと、さっきの円すい形のやつはほとんど瀧先

生は説明されなかったので、一応、事務局でビデオを撮っています。一つの講座当たり、全

部で質疑応答も含めて 5分から 10分ぐらいの間にスライスしてるので、この先生の所を見

たいというふうに伊東に言っていただければ、YouTubeのアドレスを連絡しますので、その

中から 10分ぐらいずつ切ってあるので、ご自身の持っているパワーポイントで見たい所を

見ていただくということができるんじゃないかと思います。もちろん、パワーポイントが見

当たらないというのも事務局のほうにお知らせいただければ、パワーポイントも改めてお

送りしますということになります。私のほうからは以上です。じゃ、藤山さんにお願いしま

す。 

 

藤山：皆さん、こんばんは。お疲れさまでございます、どうも。まだ食事されている方もい

らっしゃいますが、そのままお続けください。きょうは 6回目になります。まず、プログラ

ムのほうを、どんなところからやってきたかっていうのをおさらいなんですけど、一番最初

に３規範の話を私と吉川先生と黒田先生とでさせていただいて、それから、リベラルアーツ

の話ですね。隠岐さんにしていただいて、瀧先生に西洋のものの考え方っていうのを開眼し

ていただいて、それから、古川先生に科学技術史をやっていただいて、前回は一番新しいと

ころに飛んでデジタル・ゲリマンダーと。要するに、民主主義を破壊するかもしれない AI

の世界、あるいは、SNSの世界についてやったわけなんで、きょうは初めて市場原理のほう

に移っていきます。本日はアダム・スミスの経済学を中心に、経済学がどういうふうに生ま

れてきたのかとか、現在に至るまで現実の経済と経済学との関係がどんなことになってい

るのかっていうのを思い起こしながら、堂目先生のお話を聞きたいと思います。 

 堂目先生のご紹介をいたします。堂目先生、皆さん、ご存じの方も多いと思いますが、現

在、大阪大学大学院の経済学研究科の教授でいらっしゃいます。慶應義塾大学を卒業されて、
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京都大学の大学院で博士号を取られて、立命館大学、大阪大学助教授を経て、大坂大学大学

院の経済学研究科の教授でいらっしゃいます。現在は社会ソリューションイニシアティブ、

SSI というところのトップを務めております。今年、こんなにお若くして文化功労者をお受

けになられまして。 

 

堂目：紫綬褒章。 

 

藤山：ごめんなさい。紫綬褒章をお受けになられまして、これも『アダム・スミス』が大き

な評判を呼んだことだというふうに考えております。失礼しました。それで、きょうの著書

ですね。『アダム・スミス『道徳感情論』と『国富論』の世界』。これ、非常に定評の高い本

で、今回の皆さまの中からも今までの本の中で一番分かりやすくて、すっと頭に入ってきた

っていうお声を複数の方から聞きました。難しい本もいいと思いますけど、すっと入ってく

るっていうのもやっぱり、素晴らしいなというふうに感じました。 

 今回、第 1回目にお話をちょっといただいた黒田先生がお見えになっていまして、黒田先

生もアダム・スミスが非常にお好きな先生でらっしゃいますので、黒田先生にも途中でコメ

ントを差し挟んでいただこうかなと思います。あと、堂目先生のお話の前にお一人だけ紹介

したいのが、元の内閣府の事務次官の松元さんがきょう、おいでになっていらっしゃいます。

松元さん、次回、1月にこの経済部分のところ、資本主義、市場原理のところの一番先端の

ところ、貨幣論だとか、フィンテックとか、その辺のところを日銀の副島フィンテック室長

とともにお話しをしていただきます。ちょっとご挨拶だけ、お願いできますか。マイクな

い？ 

 

小原：あります。マイク持っていって。 

 

松元：話は来年ですね。次回、させていただきます。今、振り返りましたけど、内閣府で事

務次官やっていましたけど、その前に社会システム統括官ということで、いろいろ経済政策

とかそんなことをやっていました。藤山さんとはアスペンとかいうところで哲学とか、そん

なことをやったりしてますけど。私はやった中では、アリストテレスとか好きでしたけど。

ただ、日本の古典でもいろいろ面白いのがあって、『奥の細道』とか、そういうのがいろい

ろ面白いかなと思いました。フィンテックの話とは直接関係はありませんけれども。ただ、

貨幣論っていうか、江戸時代の日本の貨幣制度っていうのは大変進んでいたという、そんな

ことで別に貨幣論って、学問的に言うと何だか西洋観かなって思われる方がいらっしゃる

かもしれませんけど、やっぱり、人間が営む上でどうしても、そういうの必要なんですよと

いう、そんなことでもお話しできればいいのかなと。新しい話は、日銀のフィンテック室長

にお任せをしようかなと思っています。そんなことで次回、よろしくお願いいたします。 
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藤山：ありがとうございました。それでは、早速ではございますけど、堂目先生のお話に移

らせていただきたいと思います。『市場原理と共感－経済学が辿ってきた道』ということで、

70分から 80分ということでお願いをいたしております。先生、ご自由にお話しいただいて。 

 

堂目：堂目です。よろしくお願いいたします。 

 

藤山：どうぞ、よろしくお願いいたします。 

 

堂目：よろしくお願いします。私の専門は経済学の歴史、特に 18世紀のイギリスの経済学

です。主に 19世紀ですね。産業革命と呼ばれるものをきっかけに近代化が進んだと言われ

ているわけですけど、それは当時の人々はどう受け止めていたか。特に知識人がどう受け止

めていたかと。きょうも話題になるかもしれませんが、AI によっていろいろなものが変わ

ってくと、これが非常にいいことが起こると受け止めている側では、とんでもないことにな

ると。同じように機械化、産業化が起こってくる 18 世紀、それをどう受け止めていたか。

これを研究し、その中から近代の経済学というのが形づくられたと。その歴史をこの間、30

年ぐらい研究してきました。 

 2008 年の 3月にご紹介いただきました『アダム・スミス』を今回、お読みいただいた本、

11 年前の出版いたしました。この本の中で私は、市場経済というのは共感に基づいた道徳

的な抑制がなければ持続できないということを、経済学の祖と言われるアダム・スミスが既

に、18 世紀に述べていたということを示しました。皆さん、覚えておられるでしょうか、

2008 年。その年の 9 月にリーマン・ショックが起こりまして、私の本は行き過ぎた金融資

本主義に対して警鐘を鳴らす本として話題になりました。実際に私はリーマン・ショックの

ような金融破綻が起こるだろうと予測して、それに合わせて『アダム・スミス』を書いたわ

けではありません。ただ、当時、思い出していただければ 2008年前後、リバタリアン的な

風潮といいますか、自由至上主義的な風潮というのがあったと思うんですけど、これがどう

も目指すべき社会の方向性とやはり、違うんではないかなというのは私、違和感は持ってお

りました。リバタリアン的な風潮に対して、アダム・スミス。それから、もう一人はフリー

ドリヒ・ハイエクという経済学者の名前が、よく一緒になって使われていました。ハイエク

はともかく、アダム・スミスの名前がリバタリアン、全部自由にしとけばいいんだ、全部民

営化すればいいんだと、こういうところがアダム・スミスがそう言っているんだと。これは

アダム・スミスがもしも生きていたら、極めて不本意だろうと思いまして筆を取ったという

次第です。 

 その後、11 年ぐらい経っているわけですけど、この 10年のあまり、いろんなことが日本

でも世界でも起こっております。日本も政権交代、何回かありましたし、アメリカの大統領

もオバマになって、また変わったと。それから、その間、アラブの春もある。日本では東日

本大震災も起こっています。この 11年間、世界も日本も大きく揺れ動いてきたというふう
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に思います。きょうは『市場原理と共感。経済学が辿ってきた道』というテーマで今後、ど

のような社会を私たちは目指していったらよいかということを、皆さまとともに考えてい

きたいと思います。 

 まず、アダム・スミスをはじめとした経済学者が、どのような社会を構想してきたかとい

うことをこの後、しばらくお話ししたいなと思いますが、その前にそもそも、経済というの

は何か。経済という言葉は何を意味するかということを、確認しておきたいと思います。既

に、レジュメにもあるので答えが出てしまっておりますけど、見ないであれすると、経済っ

て変な言葉ですよね。経済って言ってるんだけど、なんで『経』なの、なんで『済』なのっ

てよく分からない。英語の場合、エコノミーなんですね。どういう意味かっていうと、エコ

ノミーっていうのはエコっていうのと、ノミーという音節に分けられます。英語ですね。そ

れはそもそも、どういう意味かっていうとエコはギリシャ語で、ギリシャ語の語源はオイコ

スですね。それから、ノミーはノモスですね。オイコスっていうのは、家という意味です。

あるいは、生活する場所、生活圏ですね。それから、ノモスというのは法という意味があり

ます。ノームなんかも、ノモスですね。ですから、オイコス・ノモスというのは、古代ギリ

シャにおいては同じ家。あるいは、生活圏に住む人々の命を維持するために、限られた資源

をどう配分したらいいかということを決める、配分するルール。あるいは、ルールを決めて

いく。あるいは、配分すると。こういったことをエコノミーと、あるいは、オイコス・ノモ

スというふうに呼んでいました。ですから、一緒に生活する人の間で資源をどう分けていく

か、分かち合う活動ですね。これがオイコス・ノモスです。 

 この言葉が、エコノミーが明治の時代に日本に入ってきました。福沢諭吉とか、西周とか、

当時の軍人、知識人たちがこれに限らず、いろいろな言葉を日本語に訳していきます。エコ

ノミーをどう訳すかということをいろんな人が考えているんですけど、もちろん、語源を調

べていくわけですね。そして、やがて、いろんな言葉が、理財とかいう言葉もあったんです

けど、結局、福沢たちは中国語の経世という言葉と済民という言葉を組み合わせて、オイコ

ス・ノモスは経世済民だと。経世済民ってどういう意味かというと、一番下に書いてあるよ

うに後ろのほうですね。民を救うと。救済すると。何からかっていうと、貧困の苦しみから

救って経世と。経世の『経』は経線の『経』で、仕切るという意味ですね。ですから、世を

治めるという意味があります。この経世済民の 1 文字ずつを取って、経済ということにな

る。ですから、経済活動というのは、民を貧困の苦しみから救って世を治めるということで

す。 

 ですから、エコノミーにしても経済にしても、自分だけが生きていこうとする活動では決

してありません。そうではなくて、みんなが生きていくための活動を意味します。そして、

そのような活動のあり方、みんなが生きていくためにどうしたらいいかということを考え

るのが経済学です。これは私、経済学部長のときに必ず入学生へ、「なんで、経済学部に来

たんですか」って言うと、どっか企業に就職がいいかなとか、そういう答えが多い。いや、

そういったものではありませんと。自分がもうけて、それはきょうの話の中核で悪いことで
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はないんだけど、経済活動そのものはそれを意味しませんということを言っています。以下

では、スミスを起点としてジョン・スチュアート・ミル、そして、アマルティア・センが経

済学者としてどのような社会を構想したかということを、お話ししたいと思います。 

 まず、アダム・スミスなんです。これ、皆さん、お読みいただいてきてると思うので、あ

まり詳しく説明する必要はないと思うんですけど、スミスは二つの書物を世に出しました。

1759年の『道徳感情論』と、1776年の『国富論』です。『道徳感情論』は今で言う倫理学の

本であり、『国富論』は経済学の本だといわれています。これら二つの著作によって、スミ

スは当時としても『道徳感情論』が出たすぐ後、もう既に有名になりました。しかし、後世

までスミスの名前を残すことに貢献したのは、やはり、『国富論』、『ウェルス・オブ・ネイ

ションズ』のほうだったと言えます。そして、『国富論』の中でも最も有名な言葉はなんで

すかというふうに聞いたら、皆さん、なんて答えるんでしょうか。 

 

藤山： 見えざる手。 

 

堂目：見えざる手と答えられるのではないでしょうか。『神の』っていうのは付いておりま

せん。『神の』っていう言葉は。インビジブル・ハンドでしかありません。それが『国富論』

の中で 1回。それから、『道徳感情論』の中で 1回。なぜ、『神の』が付いたかってやや謎な

んですが、『天文学史』という論文をスミスは、天文学の歴史についての論文があります。

その中でユピテルの見えざる手。ジュピターのインビジブル・ハンドって。ジュピターって

いうのは、ギリシャの神ですよね。スミスはストア派の影響を受けておりましたので、ジュ

ピターズのインビジブル・ハンドと。そこかなというふうに思いますが、少なくとも、キリ

スト教の神ではそうなると、ちょっと違うんですね。スミスの中にもちろん、キリスト教的

な影響はありますけど、彼が非常によく勉強して取り入れてたのはストア派の哲学なので、

その辺の影響してるかなというふうに思います。 

 では、その見えざる手といったらなんですかと尋ねると、それは利己心に基づいた、今、

そこにあります、個人の利益追及行動を社会の秩序を伴った繁栄というものにつなげるよ

うな、競争的な市場の働きだと、こう答えるのではないでしょうか。このような解釈によっ

て、スミスは人間を利己的な存在と捉えた経済学者として、また、競争を重視する経済学者

として評価され、また、非難される場合もそのように捉えられてきました。 

 しかし、スミスは個人の利己心に基づいた行動が、市場を通じて社会の繁栄を無条件に促

進すると考えていたわけではありません。共感を原点とした道徳的抑制があって、初めて見

えざる手は機能するのだというふうに考えました。共感っていうのは何かっていうと、これ

は本の中でも書いてたかと思うんですが、他人の感情を自分の心の中に写し取り、同じ感情

を引き起こそうとする心の働き。本の中ではまだやや古い同感って言葉を使っていました

が、きょうは共感という、より一般的な言葉を使っております。いずれもシンパシーの訳で

す。共感に基づいて社会の秩序、そして、繁栄がいかに可能になるかはスミスのもう一つの
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著作である『道徳感情論』で論じられました。 

 これも復習になってしまうので、もう良いかと思うんですが、スミスの共感の仕組みを、

本の中にあった話ですね。それは、ある他人が何かを原因に感情や行為を引き起こしている。

私はそれを見る人であると。別に利害関係がなくても人間は誰かが泣いていたり、怒ってい

たり、喜んでたりすると、なんでだろうと思ってしまうと。他人の感情表現や行為に関心を

持ってしまう。これが出発点なんですね。なんでだろうと思って情報を得ると。そうすると、

その立場に自分を置いて見てしまうと。関心を持って他人の立場に自分を置いて、自分だっ

たらどんな感情や行為を引き起こすかということを、想像によって考える。想像してみる。

今度は想像された感情と、その他人が表している感情や行為を比較して、比較的一致してい

れば私でもそうすると。そう感じるということで、その感情や行為を是認すると。ところが、

食い違ってれば、それが大きく違ってれば、私だったらそんな感情は持たない。あるいは、

そんな表現はしない。そんな行為には至らないということで否認します。是認が相手に伝わ

ると、相手は自分の感情や行為が他人から認められたということで快適である。認めること

ができた私も満足で快適だと。否認が相手に伝わると、非常に相手は不快な気持ちになる。

私も認められなかったことを、何らか不快に思うって形で。 

 例があったと思いますが、お葬式行ってお父さん、お母さんとどちらか亡くしたと。で、

泣いていると。私は単に参列者ですけど、なぜかそれは分かるわけですね。自分だったらど

うだろうと想像をする。あるいは、既に自分がそういう経験してれば、それを思い出してみ

る。やはり、悲しいということで泣くのは当然であると。大いに泣いてても全然普通である

と、こう思う。自分でもそうだと。思うだけでなくて、一緒に感情が起こってきますから、

自分の悲しみを何十パーセントかを共有して、自分も涙が出てくるわけですね。それは皆さ

ん、悲しいときに一緒に泣いてくれると、いかにうれしいというか、助かるか分かると思い

ますが、他人が泣いてくれたということで苦しみ、悲しみの流れがあって、快という言葉は

あれですが、救われるような気持ちになる。私は悲しみや苦しみを共有すること自体は苦な

んですけど、しかし、それを認められることができたということに関しては、ある種の快適

な気持ちになると。 

 否認の場合は、学生には、これは例えですけど、就職活動をして良い所に決まったと。う

れしいと喜ぶ。喜んで「決まった」って言って笑うとしましょう。それを私が見ると。私だ

ったらどうかって、確かにうれしいんだけど、もう少し控え目に喜ぶと。あるいは、それを

そう大した喜びとは思わない。あるいは、もう少し他の人のことを考えて抑えるだろうと。

ちょっと喜び過ぎだと。そうすると、否認になるんですね。否認になると、どうも喜んでる

のに友達だったりしても本当に一緒に喜べない。それがもしも、伝わると、この人は本当に

は一緒に喜んでくれてない。これを感じ取ってしまうわけですね。と、非常に不愉快な気持

ちになる。自分も認められなかったことが気持ちいいかっていうと、決して気持ちよくなく

て、認められなかったなというのが心に不快感が残ると。これがスミスの言っている共感の、

あるいは、同感の基本形です。 
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共感のしくみ（２）はもしも、私がそのように他人を観察するのであれば、私は他人から同

じようにして観察されるだろうと。自分が表している感情、表現、行為というものは観察者

がいて、自分がその立場に立ったらどうだっていう想像をされて、一致するかどうかという

ことに是認や否認を他人から受けることになります。私は当然、是認が欲しい。私もそうす

ると、こう思われたい。社会学で言う承認というやつですけど、スミスはこれが人間は一生

で一番大事なものと。常に追い求めてるのは、こういった是認であると。是認の獲得が人生

の目的の大部分を占めるんだというほど、他者からの是認っていうのは私たちが生きてい

く上で重要な意味を持ってるとスミスは考えます。 

 ところが、他人というのは、たくさんいろいろな他人がいるわけですね。バックグラウン

ドが違う。価値観が違う。それから、利害関係がある。親きょうだいから、自分の同僚から、

取引相手から、敵対者。そもそも、自分のことが嫌いだ。過去に何かあった。いろんな他人

がいるわけですけど、誰の是認が一番確からしいか。親やきょうだい、あるいは、友達は何

をどんなことをしても好意的に見てくれる。ところが、自分の敵対者、あるいは、自分と何

か過去にすれ違いがあった人は、自分が何をしてもどんな気持ちになってもそれを認めよ

うとしない。そのどちらでもない中立的な、利害関係もないし、感情的な関係も、親しくも、

反感も持つような関係でもない中立的な観察者が、今のあなたの持っている感情、あるいは、

行為というのは自分たちでもそうしますよというのであれば、その社会において自分は無

事に生きていけるというふうに考えるだろうということで、これが非常に重要な概念です

けど、それが公平な観察者と呼ばれるものです。公平な観察者たちが、今の自分の行為をそ

んなに大きな問題があるとは思わない。大丈夫だと。あるいは、素晴らしいと言ってくれれ

ば、自分の行為は適切であるというふうに判断できるわけです。 

 それを心の中に、ここが大事で、そういう一般的な世間、中立的な観察者たち、実在の観

察者たちがどう評価しているかということを、経験によって学び取っていくことによって、

私たちの心の中に胸中の公平な観察者、実在のものが今度は胸中に入ってくると。良心にな

って入ってくる。これが胸中の公平な観察者と呼ばれるものです。これができてしまうって

わけですね。これがスミスのイギリスでの経験主義的な発想で、大陸的なデカルトの理性の

中にそもそも、して良いことと悪いことが書き込まれているという立場はスミスはとりま

せん。ジョン・ロック以来、タブラ・ブランカといって、真っ白な状態で私たちは生まれて

きて、道徳的なコードは何も書き込まれていなくて、全て後から後天的に刷り込まれていく

と。こう見るのがイギリスのジョン・ロック以来の経験主義的な倫理学です。 

 大陸のほうはカントに至る政権論的な倫理学といいますか、哲学は、いや、そうじゃなく

て、理性の中に大事な基本的なことは全部書かれている。それを私たちは大人になると同時

に、理性の中にあるものを引き出してくんだと。モラルコードは書き込まれているのか、書

き込まれていないのか。これは脳科学で最近、いろいろ実験されていて、どうも少しは書き

込まれて、赤ん坊でも正義っていうのをちゃんと判断できるとか、赤ん坊の研究とか脳の研

究でやっぱ、先験的なものもあるんじゃないかということらしいですが、伝統的にはもう経
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験で刷り込むだけだと。先験的に全部といいますか、主要なものは入ってると。それは分か

りません。スミスの場合は経験的に刷り込まれていくと。 

 これは胸中の公平な観察者です。これから是認、否認を、生身の自分は感情や行為を激情、

あるいは、激しい欲望、これによって感情が起こる。あるいは、その行為をすると。ところ

が、胸中の公平な観察者というもう一人の自分がいて、ちょっとまずいよそれはと。なんか

行為に及ぼうとすると、それは冷静な公平な観察者の立場に立ったもう一人の自分ですか

ら、やめといたほうがいいと。あるいは、もしも行為をしてしまったら、これはえらいこと

をしたんじゃないかという後悔の念を起こさせるような心の声が、こちらから来るわけで

すね。是認であれば大丈夫であると。否認であれば、それはまずいという、これが内部の声

と。良心の声と呼ばれるものです。 

 そうなると、私たちは二つの方向からの声に、常にさらされていることになります。一つ

は実在の観察者からの声ですね。これは世間と言ってもいいかもしれません。自分の行って

いる行為、あるいは、表してる感情を是認したり、否認したりする世間の実際の声が、評価

が。もう一つは、自分の中から自分を評価する声があると。是認、否認があると。この二つ

はもちろん、ほとんどの場合、一致するんですけど、食い違う場合があります。是認と否認

が右と左で違う。実在の観察者の評価と、内部の観察者の評価が違う場合があると。なぜ、

違うんでしょうか。なぜ、違うかというと、こちらは他人ですから私を外から見てるんです

ね。外から評価するとなぜ、私がそんな感情を表してるのかと。なぜ、そんな行為をしてる

のかという動機とか、プロセスは本当のところよく分からないです。ところが、内部の観察

者はもう一人の自分、私自身ですので、どうしてそんな行為をしてるのか。動機とここに至

るまでのプロセスは外部の人間よりはよく覚えてるわけです。そうすると、外部の人は見え

るものに頼った評価をする。その人の肩書とか、評価とか、あるいは、実績とかですね。目

に見えるもので是認、否認しやすくなる。ところが、内部の胸中の公平な観察者は目に見え

ないものも含めて是認、否認をするという意味で、こちらのほうが確からしいですね。現実

に近いわけですね。 

 そうすると、私たちは二つの声のどちらを重視して生きていけばいいでしょうか。あるい

は、生きているでしょうか。皆さん、どっちが大事だというふうに思われますか。とにかく、

いろんな心の中が声がするんだけど、やっぱり、世間からなんて言われてるかってことが、

これが自分にとって一番大事で、自分がそれが本当に左右されてしまうんだという人は、ス

ミスはそういう人を弱い人、ウイーク・マンと呼んでいます。それは富や名声、肩書、地位

って、こういったものを求める人だっていうふうに言っています。そうじゃなくて、世間の

声も気になるっていや気になるんだけど、本当に大事なのは自分の中にある良心。公平な観

察者が自分の行為や感情を認めてくれているのかどうか。内部からは否定の声がないのか

どうか、これが重要である。これに従って生きていこうという人を、スミスは賢人と、ワイ

ズ・マンと、こう呼ぶわけですね。それは何を求めてるかというと、富や名声ではなくて心

の平静と。これがスミスの実は幸福。幸福はすなわち、心の平静で、先ほど言いました、こ
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れはストア派的な幸福論ですね。ストイックな幸福論ということになりますと。これを賢人

というふうに呼んでますと。 

 スミスと人間観は実は人間は両方あって、この間で揺れ動いているのが現実のほとんど

の人間がそうだと。あるときには非常に賢人のごとく不動の精神を持って外の声、左右され

ないで自分の良心に従って行動を続けることができる。同じ人が別の場面では、世間の評価

を気にして浮き足立ってしまう。そういう人のそれぞれ。もちろん、こちら寄りの人とか、

こちら寄りの人っているんですけど、完全に弱い人もいないし、完全に賢明な人もいなくて、

賢明さと弱さの両方を兼ね備えて、そこで右往左往してるというのが現実の人間であると。

これがスミスの人間観です。 

 そうなってくると、そこに私たちは胸中の公平な観察者に従って生きていこうとするん

ですけど、やはり、必ずしもそうはならないということで、次のような一般的な原則を心の

中に置くと。これも本の中で出てきたと思います。胸中の公平な観察者が処罰、あるいは、

非難に値すると判断する全ての行為は回避されなければならない。これは私たちは一般的

な原則として持ってるだろう。もう一つは胸中の公平な観察者が報償、または称賛に値する

と判断する全ての行為をするための、あらゆる機会が求められなければならないと。やはり、

これを私たちは持ってる。前者が正義。この場合の正義は他人の生命、身体、財産、評判、

ないし、名誉を傷付けないと。これがスミスが定義する正義です。他人の生命、身体、財産、

名誉を傷付けない。そうすれば胸中の公平な観察者は必ず非難するでしょうということで、

こうした規則は正義っていうのを私たちに守らせる。これがやがて、その共同体において正

確な法になっていく。この正義に対しての私たちの感覚と、それから、法によって社会秩序

ができます。 

 それから、2番目はこれは慈恵ですね。他人の利益、あるいは、幸福につながるようなこ

とをしようと。そうすることによって胸中の公平な観察者が称賛してくれると。それを求め

て生きていくこと。これは法にはならないですね。正義は法によって厳密に規定されますが、

慈恵を法にすると大変つまらない話になりますよね。誕生日にはいくらぐらいのプレゼン

トをすべきだとか、お歳暮はいくらまでにするとか、こんなことが法になってたら非常に慈

恵の価値が、値打ちがなくなってしまいますから、あれはいろんな社会で慈恵はルールって

ことはほぼないと。正義はどこの社会でも必ず厳密なルールと。それほど第 1の一般的規則

のほうが、社会の存立にとっては重要なんだということをスミスが述べております。 

 以上の議論をまとめますと、他人に関心を持つというところから、他人の立場に目を置く。

他人も自分に関心を持つことを知る。胸中に公平な観察者を設定する。今言った、一般的諸

規則を設定すると。正義感覚と法を私たちは持って、社会的には法ができると。そうすれば、

社会秩序というものができるでしょうと。こういうことです。よろしいでしょうか。 

 ちょっと急ぎますけど、本当は繁栄の話も恐らく、いろいろ皆さん、読んでこられて質問

なんかもあったんですが、その辺は省略しまして。このことを前提としまして、スミスは結

局、どんな経済社会を、あるいは、社会を構想したかというと、これは本にはなかった図で
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すけど、フェアな競争をしていく。フェアな競争っていうのは、独占、結託、偽装、あるい

は、権力との癒着というものがない、自分自身の創意と工夫、そして、資本を使ってより良

いものをより安価に提供していくという競争。これは事業主の資本家たちの競争が主にな

るわけですけど、これをしていくと。そうすることによってどうなるかっていうと、ここは

労働者なんですね。スミスの描いた社会では、労働者はこういった競争プロセスの中には入

れません。これが当初、90％から 95％、人口のイギリスの 90％以上が労働者です。労働者

は農地においても工場においても、ただ仕事が来るのを待つだけ。賃金もそれはいろいろ差

はありますけど、生きていくのにぎりぎりの賃金というものが人口の 90％、95％に当たる。

フェアな競争といっても、ここの中の話ですね。5％から 10％の資本を持って、事業を拡大

していく中産階級、あるいは、資本家たちがフェアな競争をすることによって、最もよく資

本が効率的に使われて経済成長も起こって、その結果、雇用が生まれて競争に生まれながら

にして入れなかった人たちに仕事が行きますと。こういうトリクルダウン的な社会を目指

しました。スミスの構想というのは、当時の東インド会社やギルドなど、国王や議会から排

他的特権を与えられた株式会社とか、あるいは、組合が経済を独占する中で非常にラディカ

ルな斬新なものだったと言えます。これでも当時、ラディカルだったと言えます。 

 しかし、後世の歴史から見れば、スミスが残した課題というのもあります。それは競争に

参加できなかった人々を包摂するということと、それから、これは質問にいろいろ書かれて

おりましたけど、国や民族、文化や宗教の違いを乗り越えて、開かれた公平な観察者を形成

していくことでした。もう一度この図を見ますと、やはり、階層があるわけですね。入れる

人と、この辺は地主で、この辺が資本家で、外に出て競争には全く。大体、字も読めたり書

けたりしないわけですから、そもそも、競争のプロセスには乗れない人。三つの階級に分か

れてしまって、どこで生まれたかによって一生そこなんですね。だから、この辺でもちろん、

資本家が富を稼いでいくことはできますが、地主にはなれないと。労働者が入ることもなか

なか難しいという階層社会、階級社会のスミスは前提としていましたし、それを崩していく

べきだという議論を積極的にはアダム・スミスは行っておりません。この辺りがスミスの一

つの限界。 

 もう一つは国際関係の話なんですけど、これは一つの国です。公平な観察者によって正義

感覚と法というものが成り立って、秩序が成り立っている一つの国ですが、この中では秩序

が保たれるんだけど、じゃあ、この国と国との間の秩序はどうやってつくったらいいのかと。

これはスミスは実は論じているんですけど、最終的な解決法を示してはいません。論じてる

のはどこかと。これは私の解釈ですけど、それは自由な貿易によって国と国との関係が有効

的になる。自由な貿易ですと関税のない、保護主義的でない、国策に乗っていない自由な商

人たちによる交流によって経済が、物が、商品が行ったり来たりすると。信用が、異なった

国の間で結ばれる。コマースという言葉は商業という言葉ですけど、辞書を引くと交際って

いう訳語が出てきます。コマースっていうのは商業ですけど、商業は交際なんですね。人と

付き合うっていうことです。だから、付き合うためには共感し合わないと付き合えないので、
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コマースっていうのは共感を広めていくと。国の国境を超えてコマースを広めていくこと

によって、国と国との関係がそうでなかった場合よりも友好的になるだろうと。戦争あるか

もしれないけど、戦争されたら一番困るのは商人たちなので、戦争がある程度の期間で終わ

れば、いつまでも続くということがないだろう。だから、自由な交易っていうのは平和にと

って非常に重要だと。これはモンテスキューも『法の精神』の中でそう述べておりますし、

スミスもそのようなつもりで『ウェルス・オブ・ネイションズ』と複数形にしたんじゃない

かと。要するに、ウェルス・オブ・ザ・ブリティッシュ・ネイションって言わないで、ウェ

ルス・オブ・ネイションズというのは諸国民をつなぐ富という意味で、それが自由貿易です。 

 それは当時、保護貿易だったわけですが、保護貿易は相手国を敵対する国というふうにみ

なしていますから、相手は貧しくさせて自分が豊かになること。殺すにはどうしたらいいか

っていうことを考えるのが保護貿易であり、重商主義であり、重慶主義であり、植民地経営

だったわけですから、それに真っ向から反対するわけですね。これはスミスの国と国との関

係を良好にするために、せめて、貿易だけでも自由にしましょうと。だけど、それ以上どう

したらいいかってことは彼は踏み込んでは論じていません。これが限界だったんじゃない

かというふうに思います。 

 従って、スミスが残した課題というのは、きょう、これ以後、スミス以外の経済学者の話

を少ししますけど、それはいかにして共感の範囲を広げていくのかと。一つの階級の中、資

本家は資本家の間だけ、地主は地主の間だけ、労働者は労働者の間。階級によって区切られ

てしまっているというんじゃない、あるいは、一つの国だけというのではない、宗教も文化

も違うようなところに共感、そういう人たちの感情を自分のものとして感じて、一緒に泣い

たり笑ったりできるような関係をどこまで広げていけるのかと。これがスミスが残した課

題だというふうに思います。経済学の歴史を、その課題に答えていこうとする人たちの歩み

として描くことも可能だというふうに私は思ってますので、今、整理しているんですけど、

以下、そういうようなつもりでミルとセンを取り上げたいと思います。 

 ミルの時代っていうのは 19世紀なんですけど、スミスの残した課題をミルは引き受けま

した。スミスに変わる経済学の書物の、これは 1848年、『経済学原理』として出す。『国富

論』に変わるような新しい社会哲学に基づいた経済学を自分は打ち立てるんだといって、こ

ういう本を出したわけですね。ミルの時代はイギリスは絶頂期を迎える。今度、インドを中

心に自由貿易を御旗に第 2帝国を建設していく、こういった時代です。名実ともに世界の工

場、最先進国になっていく時代です。 

 1851 年にロンドンのハイド・パークで、世界で初めての万国博覧会が開催されます。こ

れは水晶宮といいまして、鉄骨をアーチ形に組んでガラスをはめ込んでいくと。今だったら

別に当たり前の建物ですけど、当時、こういう建物が造れるのはイギリスだけだった。建物

の中に入っても暗くないと。光があらゆる所から差し込んでくる。水晶の中にいるような建

物だというので、訪れた人が非常に驚いたと。日本では江戸幕府も、ここに出品しておりま

す。 
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 ところが、同じ時期のロンドンの裏側に行くと、こちら汚物ですよね。排せつ物であった

り、ごみが山のようになっていて、そこで人々が汚物にまみれながら生活していると。当然、

伝染病がはやる。コレラがはやるということで、これは『パンチ』という雑誌なんですけど、

これをキング・コレラの王宮と。コレラ王の王宮が裏にありましたと。表には水晶宮と。裏

にはコレラの王宮というのがあるという、こういう格差が目立ってくる時代でした。 

 この中でミルが求めたものは何だったかというと、それは個人は質の高い快楽を求める

べきである。快楽っていう言葉はちょっときついかもしれませんが、幸福というふうに言っ

てもいいかもしれません。個人は質の高い幸福、ないし、快楽を求めるべきだ。ミルは功利

主義と呼ばれる哲学といいますか、倫理学を信奉していました。功利主義はご存じですか

ね？ どうですか。功利主義っていうのは、政策の目標は最大多数の最大幸福に置くべきで

あると。善というのは、良いってことはどういうことかっていうと、それは心地よいという

ことであると。善とは快楽のことであると。これはベンサムという哲学者が創設したもので

す。近代においては打ち立てたものですけど、善を快楽というふうに考えて人々の快楽を足

し合わせた、その集計された快楽、ないし、幸福が最大になるような政策というのを、統治

者は選んでいくべきだ。社会は選んでいくべきだという考え方です。 

 ところが、ミルはそれを一歩進めまして、快楽と呼ぶんだけど、それは質の高い快楽でな

いと駄目ですと、こう言うわけですね。質の高い快楽とはなんなのかというと、これは例を

取ると、もしも、当時のミルの生きてた時代に人口の大多数を占める、特に男性の労働者に、

あなたは何をしているときが一番幸せですかというアンケートを採ったとしましょう。今

でもそのアンケートは、幸福度調査ってあるんですが、何をしてるときが一番幸せですかと

19 世紀の人々に聞いたら、マジョリティーはなんと答えるか。特に男性はなんと答えるか

というと、恐らく、スピリッツを飲んでるときだと。ジンを飲んでるときだと。強い酒を飲

んでるときだと答えるでしょうといいますか、答えたとしましょう。それは、そう外れてな

いと思うんですね。やはり、当時は中産階級はビールを飲むんですけど、最下層はスピリッ

ツというか、ジンを飲むんですね。子どものときから飲んでるんですね。だから、炭鉱とか

工場とかいろいろな所で働いたら、楽しみは何かっていうとジンを飲む。だから、酒税など

を使って、それをなるべく飲まないようにしようという禁酒法とか、やるわけですね。 

 もしも、それでもやっぱり、お酒を飲んでるときが一番幸せだと答えたら、じゃあ、最大

多数の最大幸福を実現するためにはどうしたらいいですかっていったら、ジンを量産すれ

ばいいわけですね。強い酒をたくさん造ればいい。だけど、これは間違ってるわけですね。

どこが間違ってるかというと、それはどうしてそういう人たちが強い酒を飲むことが、自分

にとって一番幸せだと答えてしまうかというと、それ以外の快楽の求め方を知らないから

です。学校に行ってない、字を覚えてない、音学やらない、スポーツやらない、ボランティ

アもやらない、友達とまともに付き合うこともない、人との会話をゆっくり楽しむってこと

もできない。なんの経験もしてないときに、単にお酒を飲む経験しかしてない人に幸せいつ

ですかって言ったら、お酒飲んでるときです。これはやはり、質の高い快楽とは言えないん
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だと。質の高いというのはありとあらゆる、できるだけ、多数の快楽を追及を経験してみて、

その中に決然と自分はこれをしてるときが一番幸せなんだと答えたものが、質の高い。それ

でも、お酒だという人はそれで構わないわけですけど、こうあるべきだと。ですから、社会

は個人が性格に応じて自由に快楽を追求できるよう多様性を容認し、あらゆる人に諸活動

の機会を開くべきだと。ここからミルの自由の原理というのが出てきます。 

 では、社会は労働者だから学校行っちゃ駄目だと。女性だから政治なんかに口出すなと。

こういうようなことを社会はしては駄目だと。労働者であれ、女性であれ、ありとあらゆる

機会が開かれていくべきだ。さらに消極的に機会が開かれているだけじゃなくて、ある種、

積極的にそういう人たちを多様な経験をさせるように、社会がむしろ、押し出していかなけ

ればならない。これはちょっと考えてみれば分かるように、公立の小学校をつくりました。

あとは、行っても行かなくても、それは親たちの判断ですよと。これやると、親たちは子ど

もを送らないわけですね。学校送るくらいだったら、自分の所で働きなさいと。なので、や

がて、義務教育になるんですね。親は絶対に子どもたちを学校に送らなければならないとい

う、義務教育になっていく。ですから、これは自由の原理と反するじゃないかと、こうなる

んですが、自由を達成するためには、自由をちょっとサスペンドしないといけない部分が、

積極的に社会が入り込まないといけない部分があると。こういうことも、ミルは実は述べて

おります。 

 具体的な提案としましては、労働者のための普通教育の普及。それから、女性の政治参加。

それから、相続税を用いた財産とスタートラインを平等化すると。お金持ちの家に生まれた

人は、最初からスタートラインが前にある。貧乏な家に生まれた人は後ろにあると。これを

少しでも是正するためには、相続税というものを導入しなきゃいけない。こういうことをミ

ルは主張しました。それから、社会主義的実験の奨励と。当時は海を渡った向こうにカール・

マルクスがおりまして、これを 1848 年に向けて革命を起こそうとしてるわけですね。自由

論に基づいた新しい経済学ですね。別の経済学でヨーロッパは社会主義化しようとしてい

る。共産主義革命を起こそうとしてる。ミルは決してマルクスには同調しませんでしたが、

やがて、社会主義ということが起こってくる。100年先、200年先には試みられるかもしれ

ない。そういうときに備えて、実験的にどういうときに労働者たちは経営に失敗し、どうい

うときに成功するのかということを経験させておこうというので生産共同組合などを、労

働者たちの経営ということを国が奨励すべきだということを述べております。 

 ミルの社会というのはスミスと比べるなら、先ほど、外に出されていた人たちですね。競

争のプロセスの中に入れなかった人たちを、インクルージョンといいますか、包摂して機会

均等化をして最低限のプロジェクトというのを与えて、ここからなるべく、スタートライン

をそろえてみんなで競争していくと。もちろん、フェアな競争をしていくという。これがス

ミスから一歩進んで、機会均等化で全体を包括していくような社会というのを、ミルは 19

世紀のこういった時代の文脈の中で提案してきましたと。これがミルです。 

 次に 20 世紀、21 世紀の経済学者のアマルティア・セン。ノーベル賞を 1998 年に取った
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インドのいわゆる、経済学者なんですけどご存じですかね？ センはなかなか聞き慣れな

い言葉がいくつか出てくると思うんですが、人生というのはケーパビリティを最大にする

ために与えられた時間だというふうに考えます。ケーパビリティ。これは選択の幅とか、潜

在能力とか、いろんな訳語が与えられています。それはどういうものかというと、選択して

もしなくても、選択しようと思えばできなくもない、そういう選択肢の幅です。皆さんはビ

ジネスをやってたり、公務員されてたと思いますけど、経済学者になろうと思えばなれなく

もなかったですよね。なりたくなかったからならなかっただけで、学者になろうと思ったら

なれなくもなかった。あるいは、音楽家になろうと思ったら、成功するかどうかは別ですけ

ど、音楽の道を行こうと思えばできなくもない。あるいは、スポーツ選手になろうと思った

らできなくもない。そうじゃないですか。だけど、そんなのを捨てて、選択の幅はあるんだ

けど、そういうものを捨てて何か一つのものを選ぶということをされてきたはずです。ケー

パビリティっていうのはそうです。使わなくてもいいんだけど、やろうと思えば、その道で

大成功するかどうかは分からないですけど、選ぼうと思えばその道を選べるだろうという

ような幅、これがケーパビリティと呼ばれるものです。選択の幅。これを最大にしていく。

これが人生の意味だというふうにセンは考えるわけです。 

 これは最大になるよう、エージェントとして行動すべきだと。エージェントっていうのは

どういう意味かっていうと、積極的主体という意味です。代理人という意味ではありません。

センが使ってるのは積極的主体。反対の言葉は何かっていうと、ペイシェントですね。ペイ

シェントは何かっていうと、患者という意味ですね。患者はドクターや看護師さんが来て、

治してくれるのをベットで寝て待つという受け身の状態をペイシェントといいます。今の

患者さんは決して受け身ではないと、リハビリをちゃんと自分でやりますから受け身では

ありませんが、そういった受け身ではなくて、自分から積極的に自分の選択の幅を広げて行

動すべきだと。これがセンの個人に対する考え方。 

 そうなると、社会は個人がエージェントとして行動できるよう、以下のことを手段として

の自由として整備すべきだと考えますと。何かっていうと、経済的便宜ですね。これは物質

的な豊かさをちゃんと。これは 1人当たり、GDPで測りますと。それから、政治的自由。政

治への平等な参加と。それから、社会的機会。これは開かれた教育や医療サービス。それか

ら、透明性の保障。情報への自由なアクセス。それから、保護の保障。危機管理の整備。こ

ういったことがしっかりとできている国であるかどうかということを、代表的な変数をイ

ンデックス付けをして、人間開発指数と。HDI、ヒューマン・デベロップ・インデックスと

いうのを、国連の開発計画は 1990年からランキングを出しています。日本は昨年、19位ぐ

らいだったと思います。 

 考え方としては、五つの手段としての自由はステージになっていて、ここが大事です。水

平を保ったまま、ずっと上がっていく。経済的な便宜だけはあるんだけど、政治的な自由が

ありません。あるいは、危機管理ができていませんという国は、社会はステージが傾いてる。

水平じゃないですね。傾いてしまう。と、そこに乗ってる人は安定した状態にないと。落ち
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てしまうので、ケーパビリティを伸ばしていくことができない。だから、経済だけ良くても

駄目なんですね、センの場合は。ちゃんと医療や教育が整備されていて、情報がアクセスさ

れていて、みんなが政治的なものが言えてですね。こういったことが相違存関係にあるわけ

ですけど、経済中心の開発、エコノミック・デベロップメントから人間中心の開発、ヒュー

マン・デベロップメントに変えるってことは、ここだけが大事じゃないんだと。人間のケー

パビリティの拡大にとって、ここだけが大事、経済的にとかになりさえすればいいんだと考

え、もうやめようという考え方がセンの中にはあります。 

 従いまして、センの場合は先ほどのピラミッドの図を使うと、こういうことになります。

個人、特に不利な境遇にある個人。障害を持ってるとか、女性であるとか、民族が違うとか、

宗教が違うというようなマイノリティーの状態にあるような人のケーパビリティを広げる

ことを、全体としての物質的な豊かさよりも優先する社会。これをセンは言ってると。どう

いうことかというと、この辺はケーパビリティの高い人で、この辺が低い人だとします。や

ろうと思ってもできることが全然、学校行ってないとか、体が栄養失調になっちゃってると

か、あるいは、女性でいろんなダメージを既に受けてるとかですね。インド、クリスタン、

いるわけですね。それよりもちゃんと大学に出てるこういう人たちに、これまでの開発はこ

ういう優秀な人たちに社会的な資源を集中させようと。そこでイノベーションを起こそう

と。そうすると、経済成長がよく起こるだろうと。上の三角形があるわけですね。それを使

って、自動的に保護を下層のケーパビリティの低い人たちに分け与えていけばいいだろう

と。まずは、経済成長してから医療のサービス。まずは、経済成長してから危機管理。まず

は、経済成長してから、やっと、最後のぜいたく品として政治的な参加と。こういう順番で

いいだろうと。だから、経済を中心、経済成長を中心と。 

 だけど、センはそういうことはもうやめよう。何年待っても、それが来ないと。結局、来

ないと。それだったら、最初からある種の再分配政策を使って、そういう人たちに資源を再

分配しても経済成長にはつながらない。障害を持ってる人がちょっと歩けるようになった

とか、病気だった人がちょっと普通の生活ができるようになったからといって、その国が経

済成長をするとはまずは考えられない。であるとしても、ケーパビリティの一番低い人たち

の所に資源を振り向けるような社会をつくっていきましょう。これが人間開発のあり方だ

と考えるわけですが、かなり社会主義とまでは言いませんけど、平等主義的な考え方だとい

うふうに言えると思います。以上がセンなんですね。 

 ちょっと時間があれですね。ここまで経済学者の話を 3人をピックアップしてミル、スミ

ス、センの話をしてきました。ミルやセンは特に社会的弱者、社会から疎外されている人々

に注目し、社会的な強者、社会の中心者が彼らや彼女らを積極的に助けるべきだと論じます。

そこにはヒューマニティーに溢れたまなざしがあります。人間というものは与えられた能

力を自らの力で伸ばし、開発しなくてはならないという信念があります。個人にとって能力

の開発こそ目指すべき目的であり、そうしないのは、能力を伸ばせるのに伸ばさないのは、

人生を無駄に過ごしているということになるわけです。 
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 しかし、本当にそうか。どうでしょう？ 人間は能力を伸ばさなければ、生きる意味はな

いのでしょうか。じゃあ、どんな支援を受けても能力を伸ばすことができない人は、生きて

いても仕方がないのでしょうか。あるいは、能力がだんだんと例えば、高齢によって衰えて

いくというのは、それだけ生きる意味がなくなることなのでしょうか。こういう問い掛けを

して、新たな議論を試みるのがジャン・バニエという人の、聞いたことないと思いますし、

私も 3 年ぐらい前に知った思想家であり、実践家です。日本ではほとんど知られていませ

ん。 

 バニエはどんな人だったというと、もともと、1928 年生まれのカナダ人です。お父さん

の仕事の関係でヨーロッパにいたんですけど、戦争中、1942 年にイギリスの海軍兵学校に

入りまして、そのまま戦艦に乗ります。最初は、力こそ平和を実現するものだと。立派な軍

人になりたかった。ところが、戦争が終わってからどうも違うなと思って、海軍を辞めます。

パリで今度は哲学だというんで、哲学の勉強と神学を自習をします。大学には行っていませ

ん。大学に行かないで論文『幸福、アリストテレス倫理学の原理と目的』というのを書いて、

それをパリのカソリック大学に提出します。大学行かないで。それは大変いい論文で、それ

で博士号を取ります。博士号を取っただけではなくて、それを今度は母国の一番いい大学で

あるトロント大学に提出して、哲学の講師の口を見付けます。バニエがそのままにしてれば

恐らく、トロント大学の哲学の教授になってたと。 

 ところが、1963 年、せっかく、トロントに職を得て喜んでたんですけど、パリの友達の

新居が知的障害者の施設をつくったんだけど、人手が足りないので「ジャン、手伝いに来て

くれ」と言ったわけですね。カナダから行くのは面倒だったし、知的障害者に接したことが

ないので迷ったんだけど、とにかく行ったと。行ったら知的障害者が自分に友情を求めてき

たんですね。近づいてきて、ハグしたんですね。そのときに、バニエは受け入れられなかっ

たと。本当に気持ちを込めてハグし返すことができなかった。押し返しちゃった。どんって

やったわけじゃないんですけど、心の中では押し返したっていうんですね。受け入れられな

かった。硬直して、フリーズしてしまって、どうしていいか分からなかったと。それで、驚

くわけです。彼は何に驚くかっていうと、自分は軍人で哲学者でオールマイティーだと思っ

てたのに、自分の中にこんなディスアビリティーが、能力が自分の中にあるのかと。初めて

知ったというふうに告白しています。 

 それで、そのままカナダに帰って、トロント大学を辞めてしまうんですね。トロント大学

を辞職して、知的障害の施設を回って、パリの郊外に古い家を借りて、非常に重い知的障害

を持つ 2人の男性と共同生活を始めて、その施設をラルシュと、箱舟と名付けます。何をす

るかっていうと、ただ生活するだけだそうで。食事を作ってお風呂に入れて。だけど、その

障害者の人たちは何も感謝しないし、暴れるし、暴力を振るうと。その中で何度も殺してや

りたいと思ったと。もう、やめよう。もう、殺そうと。この人たち生きててもしょうがない

と思って、殺そうと思ったんです。そのときに、殺そう思う気持ちが自分のどっから出てく

るのかということを、ずっと見据えてその生活を続けた。 
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 これがだんだんと評判になって、フランスで同じようなことをする人たちが広まって、こ

れが世界中に広まって今、150 以上の施設が 37 カ国にあります。彼はカソリック信者だっ

たので、カソリックのキリスト教的なあれだろうと言われてたんですが、世界に広がってヒ

ンズー教徒の間でもイスラム教徒の間でも、あるいは、宗教のない人たちの間でも広まって

います。バングラデシュではイスラム教徒で、それから、キリスト教徒が一緒にラルシュに

住んでるということも起こっているようです。宗教分野のノーベル賞と言われる、テンプル

トン賞を取っておりますし、カナダ勲章も取っておりますし、何度かノーベル平和賞の候補

にもなりましたが、今年の 5月に亡くなっています。 

 バニエの考え方をまとめると、次のようなことになるんですね。これは障害を持たない人

が持つ人を一方的に助けるというのではなくて、障害を持たない人が持つ人とともに生活

し、彼ら、彼女らの心の傷や友情の求めに向き合い、心を開くことによって自分自身の心の

壁を取り払うべきだ。人間は誰もが過去に受けた心の傷や恐れを封じ込めるための壁を心

につくって自分を守るとともに、傷や恐れを思い起こさせるような人、それは目に見えちゃ

ってる人、これを嫌って遠ざけ、排除しようとしていると。人類が差別や暴力のない平和な

社会に向かって進むためには、世の中から排除された人々に目を向け、接し、ともに生き、

友情を取り結んでいかなければならない。ですから、心の壁を取り払わなくてはならないの

は、排除されている人々よりも、むしろ、排除する人々である。そうなると、知的障害者を

はじめとする、世の中から排除されている人たちこそ人間を解放し、社会の未来に貢献する

命の輝きを持っている。センの言うように、かわいそうで、ケーパビリティを少しでも広げ

てあげないと、助けてあげなきゃいけない人たちではないということになります。 

 日本にもラルシュが一つありまして、これは静岡市の「かなの家」という所です。私、行

ってきました。ある賞の審査の中で、京都のほうにある、ある賞の審査なんですけど、それ

でバニエっていう名前が出てきて。私、知らなかったんですけど、いろいろ調べて、これは

なかなか面白い。自分のこれまでの勉強してきた経済学者たちの考え方と、全然違う。これ、

なんとか賞を取れないかなと思ってですね。そうすると、賞の審査していく中でこういった

施設もあるので、見学しに行きました。泊まってやはり、わあっとみんな歓迎してくれるん

ですけど、これも知的障害者の施設ですけど、彼らを訓練して障害者雇用をなんとかしても

らおうという施設ではありません。ここの中に健常者が一緒に住んで、一緒に生活して、自

分の中の心の壁というものを見付けて、それを超えていこうという健常者のための知的障

害者の施設ですね。訪れる人たくさんいますし、近年ではエーザイの執行役員の高山さんっ

ていう人がいるんですが、ご紹介したら彼が行ってびっくりして、それ以来、エーザイは毎

年 20人ずつ社員研修をここでやってる。こういった施設です。よろしいでしょうか。 

 バニエによる発想の転換なんですけど、きょう、3人の非常に素晴らしい経済学者の考え

方を紹介しました。スミスもそうですが。しかし、やはり、どれも結局、強い人、優れた人、

これは生産の手段を、命を維持していくための生産の視点から見たときに強い、優れている

という人が社会の真ん中にいて、その視点から見たときに、それに対してあまり貢献できな
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いような弱者ですね。子どもであったり、障害を持っていたり、病気になっていたり、ある

いは、最後、高齢化していくみたいな。こういう人たちが外にあって、ここでつくったもの

をどれくらい寛容に分け与えていくかと。つくった人が全部取るのか、少し機会を均等化す

るのか、あるいは、積極的に外の人に分け与えていくのかって違いはあるんですけど、やは

り、中心には強い人、優れた人がいて頑張っている。こういう考え方。これはやっぱり、生

産を中心にした見方。生産って何かって、命の手段を中心にした見方です。 

 バニエは全く逆で、むしろ、そういう人たちが社会の真ん中にいて、弱者と呼ばれる人が

真ん中にいて、強い人、優れた人ってこちら側では言われている人が、実は外の周辺を取り

囲んだほうがいいんじゃないか。自分の中に実はある心の壁、弱者になりたくないとか、そ

ういう人を受け入れたくないというような、そういったところを接して積極的に自分から

入っていく。分け与えるんじゃなくて、自分から真ん中のほうに入ってくことによって自分

を発見して、自分を解放していく。そもそも弱者として人間は生まれるわけですよね。無力

な存在として生まれて、最終的には死っていうのは無力化して死んでいくわけですから、そ

れが常に真ん中から来て、また真ん中に帰ると。これが本当の共生というふうに言えるだろ

うというふうに、バニエは考えます。これは命そのものを中心にした見方であるというふう

に言えると思います。 

 私が構想する目指すべき社会というのは、『アダム・スミス』を 11年前に書いて、いろい

ろこういったことを経験したり、研究したりしてきたんですけど、今、どう思ってるかって

いうと、まず、バニエ的な弱者と呼ばれる人を中心に置いて、強い人、優れた人と呼ばれる

人々がそういった弱者と向き合って共感し、自身の中にある弱さ、心の壁を認め、それから

解放される社会というのを目指したらどうだろうか。あるいは、弱者、強い人、優れた人が

生産を中心にした見方の区別が意味を成さないという、命を中心にした社会っていうのを

目指すべきではないか。同時にそれだけでは持続可能ではないので、なおかつ、市場原理を

活用した自由な生産、交換、消費によって命の手段、すなわち、財とサービスが人々に行き

渡る社会。これを両立させるにはどうしたらいいかと。こういうことを今、考えております。 

 その構想の場としてちょっとだけ、10 分ぐらいですかね。私の組織の紹介になってしま

いますけど、社会ソリューションイニシアティブという所で、こういった考え方を基にしな

がら大阪大学で昨年の 1月、新しい組織を立ち上げました。これが SSI、社会ソリューショ

ンイニシアティブというものです。この SSIは理念を持っておりまして、命を大切にし、一

人一人が輝く社会ということを基本的な理念として掲げております。そして、二次的な範疇

といいますか、カテゴリーとして命を守る、育む、つなぐという三つのカテゴリーを持って、

そこに社会課題を置いてみようという、こういう社会課題に向き合っていこうと。これは特

に人文社会科学系の研究者というのが中心になって、阪大でこういった社会課題に命とい

うことを切り口に、向き合っていくという組織です。 

 何年か前に「理科系は社会に貢献してるけど、人文社会系は貢献が見えないんだけど」と

かって言われて、社会実装とか割合。じゃあ、こういうものをつくろうっていうんで、私が
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当時、経済学部長、経済学研究課長だったので文系の企画部長とか集めてですけど、どうせ

やるんだったらちゃんともっと大きいことを、本当に世間の人が人文学、社会科学に求めて

るのはもちろん、いろんな細かな社会実装も大事なんだけど、やっぱ、これからどんな社会

になりますかとか、どんな社会を私たち目指したらいいんですかと。これに答えられないと

やっぱり、さすが人文学、社会科学は大事だなって言ってもらえないんじゃないですかと。

だから、「もっと大きく出ましょう」というふうに言ってですね。私、こんな研究をしてき

ましたから、命ってことをキーワードにこういう人文学、社会科学で研究者が学才的に、な

おかつ、世間の一般の人と接し合いながら、あらゆる課題に解決できてもできなくても、向

き合っていくってことが大事だと思いませんかということでつくりました。それをまた総

長の所に持っていって、「つくらしてください」と言ってつくってきたものです。組織とし

ては右側に文科系の組織があって、もちろん、理工系とか医歯薬系とも連携してですね。あ

とは、社会のいろんなステークホルダーの人と一緒になって、課題ごとにプロジェクトをつ

くっていく。その中でも大学院生、学生も入れていくというような組織です。 

 取り組みの仕方ですけど、最終的に提案したいのは持続可能な共生社会を実現する社会

システムといったこと。命を大切にして一人一人が輝くとか、私の中ではバニエ的な経済学

者が考えついたものをうまく合わせたような、持続可能でなおかつ、本当の意味で共生でき

るような社会っていうのは、どんな社会ですか。それをシステムにしたらどうなりますか。

制度にしたらどうなりますかっていうことを、最終的には出したい。だけど、すぐには出て

こないので、そういう理想を描いて理想の下で社会課題を抽出してくると。 

 社会課題は既に、多く名前が付いてしまっています。超高齢社会とか、子どもの貧困とか。

名前付いてるんですけど、理想に照らし合わせたときに名前の付いてる課題の本当のとこ

ろ、何が課題なのか。超高齢社会の何が本当のところ、課題なのか。認知症の何が課題なの

か。認知症は本当に問題なのか。薬を使って治しましょうという話なのか、それとも、その

背後による家族関係の問題なのか、地域の問題なのか。いろいろ洗い出してくるべき、本当

の本質があるはずだと。これを洗い出して、その洗い出された課題ごとに今、言った 10人

から 15 人ぐらいのメンバーを外からも呼んでつくって、3 年ぐらいプロジェクトを走らせ

て、世の中に対して分かりやすい言葉で提言していく。間違ってたら間違ってるって言われ

てもいいので、とにかく、声を上げる。そのプロセスの中でプロジェクトを回しながら、約

30年後を考えてる。2050年ぐらいを考えてるんですけど、持続可能な共生社会、未来社会

ってどうなるでしょうってことを、またマクロ的なことを考えていくという、これを繰り返

しております。 

 あとは、ステップワンのサロン、こういった 9 回行っています。1 回ごと 6 時から大学、

皆さんも夜終わってから来られてますが、6時から大学が始まって、外からも来て食事をし

ながら、ちょっと飲み物も飲みながら 9 時に終わりますが、大体、9 時半とか 10 時ぐらい

までやります。こういったバニエのこともやりましたし、アフリカのこともやっていますね。 

 それから、プロジェクトも今、八つぐらい。大体、10人から 15人。それから、企業の人
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や、地方自治体の人や、NPO 法人の人も加わったような形でプロジェクトが走っております。

一つずつ説明すると時間がかかってしまうので。 

 こうなってくるとやはり、SDGs ってことが関係あります。SDGsは 2030年です。私たちが

目指してるのは 2050 年。なぜ、2050 年かと、30年先なのかというと、それは一つにはいろ

んな問題が深刻化するのが 2050 年。地球人口が今、70億ですけど、2050年には 90億にな

ると。日本は逆に人口が減って、高齢化がさらに進むということ。それから、もう一つには

市民に語り掛けるときにお子さんがおられる親御さんに対しては、あなたのお子さんがあ

なたの年になったときに、どんな社会にしたいですかと聞くと、他人事ではなくて自分事と

して未来を考えることができる。あるいは、中学生や高校生に対しては、あなたたちがお父

さんやお母さんのような年代になったときに、どんな社会になってたらいいと思いますか。

親子関係のギャップが大体、年齢が 30 ぐらいあるんじゃないかなと思って 30 年にしてい

ます。あと、SDGs に関してはいろいろな関西 SDGsプラットフォームであるとか、JICAとか

が協力してきまして、去年なんかは大阪万博の誘致。東京のほうは今、オリンピックですけ

ど、大阪のほうは 6年後の大阪万博がどうするんだっていうことになってますが、命輝く未

来社会のデザインというのがテーマですので、そういったことも SSI は関わっていくこと

になると思います。 

 あとは、これは子どもたちに描いてもらった 30年後の社会。それから、シンポジウムを

3月に行いましたし、それから、アニュアルレポートですね。きょう、7部ほど持ってきて

おりますんで、1年間の歩みのものがありますので、関心のある方はあとでお申し出いただ

ければ、何冊か持ってきておりますのでご覧ください。 

 あとは、今年に入ってからもいろいろ行っています。その中で特にピックアップしたいの

は、学生のつどいもやっておりますが、SSI車座の会っていうのがあって、これは企業者の

集まりです。企業の人たちに、それは私がトップの人にちゃんと会って、自分の会社をどう

変えたいのか。あるいは、自分の業界をどう変えたいのか。そのためには何をすべきなのか。

それはこれという人を送ってもらって、それはサステナビリティ担当だったり、CSR担当だ

ったり、CSV担当の人に来てもらって、忌憚なく悩みを紹介し合って、その中で将来の企業

のあり方みたいなものをアウトプットとして出していきましょうということで、コクヨと

か Google とか JT さんとか大阪ガスとか、ちゃんとしたってあれですけど、会社の中心に

なる人に会って、派遣してもらって勉強してもらって、意見交換してもらって持ち帰って、

それをまた会社の中で生かしてもらうと。これは車座の会として始めました。9 社 11 名が

初回参加しましたが、今や 20社の参加になって東京からの参加もあります。これは非常に

大きな取り組みだと思っております。 

 あとは、これから新規プロジェクトと、あと、文科省からですね。文科省の方、来られて

ると思いますが、地域課題に対応するコミュニケーションの推進事業ということで、社会ソ

リューションコミュニケーターと。人の先頭に立って俺についてこいっていうリーダーで

はないんだけど、ちゃんと後ろからいろんなハブになって、いろんな人をつないで、そして、
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何をすべきかってことがちゃんと分かっていて、それを防災なら防災で、そういう人が実際

に出てきておりますので。熊本でも千曲川でも目立たないんだけど、名前は出てないんだけ

ど、その人に言えばいろんなことが全部、災害が起こったときにその地域のその人に言えば

全部そろうというような、だけど、あまり表には出てこない。案外、そういう人たち、若い

世代の人たちっていう人たちがいますので、そういう人たちに応援を頼みながら、そういう

人たちをどうやって後継者を大学で育成していけるかっていうプログラムをつくって、文

部科学省から資金をいただいております。 

 それから、第 2回のシンポジウムが命への責任、新しい企業像を求めてということで、こ

れは来年の 3月 11日、3.11 のときに行います。基調講演が野中郁次郎先生ですね。一橋大

学の名誉教授と、黒田彰裕氏、コクヨの会長に来ていただいて、どういう企業をこれから目

指していくというか。目指していくべきなのは誰なのかというと、企業だけなのかという。

企業の社会的責任は企業だけが負うべきものなのかということを、ここで徹底的に。私はそ

うじゃないと思います。企業の社会的責任は企業がやるべきでしょって。私たち、見てるだ

けですから。投資家はどうするんですかって。ESG投資でどういう所に資金を回していくか

って言う責任があるし、最終的には一番責任負わなきゃいけないのは消費者ですよね。どこ

の企業のものを、最終消費に限りますけど買うのか。安ければ、どこのものでも買うんです

か。こういったエシカル・コンサンプション、倫理的消費っていうんですが、これが本当に

日本社会であれ、グローバル社会で樹立できるかどうかが、本当に持続的に社会的責任を取

っていけるかどうかのキーになるだろうと、こういう話。そんなら、どうしたらいい。何や

ったらいいんだっていうことを楽天にも来てもらって、そういうインターネットの楽天は、

ちょっと、新しい、消費者の履歴でその人がどういうものを買っているかってことを、消費

者の履歴が残りますから、ちゃんと環境に配慮したような消費をしてくれた人に利用度っ

ていうか、あなた素晴らしい消費者ですよ、みたいなことをフィードバックできるようなシ

ステムを考えようとしているということで、こういった消費者もどう変わっていくべきか

っていうことを、来年の 3月に話し合いたいと思っております。 

 これが SSI のメッセージですけど、最後の結論ですね。すいません、ちょっと長くなって

しまいました。私はいろいろ研究してきて、スミスから始まってバニエへと進みたいと思っ

て、目指すべき社会はこうじゃないかというのを置いておりますが、皆さん、それぞれいろ

いろ考えておられることあると思いますが、まずは、目指すべき社会をやはり、構想すべき

だ。一人一人違っていていいと思いますし、どんな社会が望ましいのかということを描いて

みる。その中でそれに照らし合わせてみて、日本社会やグローバル社会において何が課題な

のかと。あるいは、課題とされているものの本当の課題はなんなのかということを、その課

題の解決のためには何しなければならないのか。あるいは、何ができるのかと。何だったら

できるのかということを考えていく必要があると思います。 

 考えてるだけじゃなくて、それぞれ与えられた場があるわけですから。職場もありますし、

地域もありますし、それから、家庭もあると思いますが、与えられた場において 1人でやる
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と、私も 1 人で SSI を立ち上げるってことはできません。仲間をちゃんとつくらないとで

きませんので、仲間をつくって実験していいと。失敗してもいいわけですね。とにかく、や

ってみると。失敗すると失敗したなっていうのを見てた人が、また別の実験をどこかでやっ

てくれればいいので、失敗を恐れないで実験をして、行動に移していくということが重要だ

というふうに思います。以上で、きょうの話が皆さんに何か示唆を与えられれば幸いです。

ありがとうございました。 

 

藤山：どうもありがとうございました。皆さん、拍手をお願いします。アダム・スミスの共

感の原理のところ、価値感の円環みたいなのを含めて、一番最新のところでは物差し自体を

変えるっていうところまで来てるのかなと。包摂性の問題、それから、持続可能性の問題、

強靱性の問題、こういったものを優先していくときに、尺度を変えてかなきゃいけないって

いうお話までも入ってるのかなと思います。この講座での最初の目的っていうのは、市場原

理っていうものを規範としてきていたものが、その目的に対して市場原理が有効に機能す

るかどうかっていうところで関わりを非常に持つと思うんですけど、一番最初は市場原理

の導入部分にも共感があったということを、きちっとわれわれに納得するように教えてい

ただいたっていうところが、一番素晴らしかったと思います。 

 それで、話がずっと拡散してしまうといけないので、二つに分けてですね。まず、最初は

きょうの場合には堂目先生の質問のまとめって、これをありましたですね。これで各グルー

プの方のうちの 1 人が、自分のグループで話し合われたことについてちょっと発表してい

ただいて、それで堂目先生にお話しをしていただくと。それを 4グループやった後に、今度

は今のミル以降っていうか、20 世紀以降の今の先生の SSI の取り組みも含めて、ご質問を

受け付けたいというふうに思います。最初はアダム・スミスの本を読んで得た質問のところ

から行きたいと思うんですけど、チームで行くと今、Cチームがここに座っていただいてる

んですよね。4人いらっしゃるので、どなたか代表して Cチームの議論をご紹介いただいて、

先生にお答えをいただけたらなっていうふうに思います。よろしくお願いします。どなたが

やっていただけますか。ということは、他のグループもどなたかしゃべるってことですので、

よろしくお願いします。 

 

竹吉：すいません、チーム Cなんですけど、議論をして、方向性として二つございまして、

上のほうに 1 と 2 ということでまとめさせていただいております。アダム・スミスが当時

は植民地下にあったアメリカが伸びていく、潜在的にここの国は必ず本国であるイギリス

を超えるであろうと、そもそも気付けていたのかどうかっていうところですね。一つ教えて

いただきたいのと、あと、アダム・スミスが考えた『国富論』の中にあった考え方からする

と、現在の国際関係ですとか、社会秩序っていうのは今、どう映っているのかっていうので、

少しいろんなコメントがあった所まとめて、この二つをご紹介させていただいて、時間が余

れば、更Ｑというところで三つご用意させていただいたので、ご教示いただけたらと思いま
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す。よろしくお願いします。 

 

堂目：読ませていただきました。 

 

藤山：ありがとうございます。 

 

堂目：4人で行われた議論の別添も読ませていただいて、大変、植民地のアメリカ独立戦争

に対するアダム・スミスのお答えが非常に興味深いということだったようですね。それで、

最終的な『国富論』の結論は、自発的な分離独立を認めるっていう本です。独立戦争勃発し

て、『国富論』が 76 年に出てますから。『国富論』、本当はもっと早く出るはずだったんです

けど、延ばしたのはこの戦争が起こったからですね。これをどうするかっていうのを、結論

をどうしても書きたかったので、議会に何度も傍聴に行くんですね。それで、最初は統合案

と。正式にイギリス帝国、ああやって放置してあるので、駄目なので、スコットランドがイ

ギリスに合邦されたように、アメリカ全体をイギリスに合邦すると。こういうアイデアはど

うかっていうことをスミスは考えます。 

 しかし、そうなると、アメリカのほうが土地も広くて、自由で、自由競争ができるわけで

すね。そうすると、必ずそれは彼の経済原理からすれば、経済発展はアメリカのほうが早い

だろうと。いつか、それは追い越されると。そうすると、財政への貢献はアメリカのほうが

大きくなる。そうなれば、イギリスはイギリス帝国と言いながら実はアメリカ帝国になって、

イギリスが一つの州になると。極端でもないんですね。実際、そういう感じになっていくん

ですけども。それは恐らく、イギリスの政治家には受け入れられないでしょと。一緒になる

ならいいんだけど、そういう場合に自分たちが帝都にあるんじゃなくて、帝都はアメリカの

ほうに行きますよと。それを受け入れられるほどの同胞感情を、同じイギリスですよね、ほ

とんど。彼らが持てるんだったら一緒になりましょうと。持てないんだったら、それは困る

と。あんな連中が中心になったら困るんだというのであれば、これは積極的に分離するしか

ないでしょうと。こういう議論をして、これが当時はやはり、非常に危ない発言でした。イ

ギリスは怒ってるわけですね。アメリカに出てったイギリス人たちが、勝手に独立したって

いうので怒って、武力制圧論がほとんど。それで、圧倒的にイギリス海軍のほうが強いわけ

ですから、まさか、フランクリンがフランス軍を引っ張ってくるとは思わなかったわけです。

ルイ 16世がカソリックの絶対王政の絶対君主が、フランクリンに言われてフランス海軍を

送るわけです。あれがなければ、アメリカの独立はなかったと言われています。それが財政

負担になって、フランス革命が起こるわけですね。マリー・アントワネットが贅沢したから

じゃないんです。アメリカ独立戦争にフランス軍がものすごい軍隊を送って、それで国債を

発行して、利払いを税金でやらなきゃいけないから三部会を招集するわけです。それほど大

きな影響をフランスにも与えました。 

 だけど、まさかフランス軍がピューリタンのプロテスタントの共和国の独立に、カソリッ
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クの絶対君主の国が応援するとはやっぱり、思わないですよね。だけど、フランクリンはそ

れをやってしまうわけですね、向こうに行ってですね。フランスもやっぱり、それに乗るわ

けですよね。それは本当に助けてやろうと思ったのか、失地をアメリカ大陸に回復しようと

思ったのかは。恐らく、そうだと思うんですが、そういう国際的なやりとりの中でイギリス

は武力制圧をしようとするんですが、その中でスミスはそれはやめときましょうと。無駄な

戦争になるから、最小限のところで押しとどめて、平和的な分離独立を認めて、同盟国にな

って自由貿易協定を結びましょうと、非常に理にかなっているということを提案したわけ

ですね。それはやはり、アメリカの経済成長っていうのもやっぱり、見切っていたっていう

ふうには言えると思います。 

 あとは、公平な観察者に立ってみれば、イギリスがいつまでもそんな大きな帝国を海の向

こうに持っていられると思うことのほうが、公平な観察者から見ると出過ぎてるというふ

うに最後、そういう書き方をしています。公平な観察者とは書いてませんが、中庸というも

のに立って自分の国の行き先というものを考えるべきだという、そういう言葉で『国富論』

を結んでおります。 

 あとは、もう一つなんでしたっけね？ 当時も今も変わらないというふうにスミスは思

います。スミスは分離独立すべきだたって、自由貿易にすべきだって、国が経済や貿易に介

入すべきではないんだと。経済原理っていうのはウィン・ウィンなんですよね。交換ってい

うのは私も得をするけど、あなたも得をする。私の得よりもあなたの得のほうが多くあって

も、構わないわけですね。そうですよね。両方がウィン・ウィンってことは、私が 5得をし

てあなたが 10 時得したら、私は損をしたとは思わないわけです。私は 5 得したわけです。

取引することによってプラス 5です。あなたはプラス 10ですといったときに、プラス 5が

良ければそれでいいわけですよね。ゼロ、ゼロよりも 5、10でいいわけですね。これは経済

の原理です。そうですよね。だから、貿易するわけですよね。 

 ところが、国際政治の原理はそうではないんですね。私が 5得をして相手国が 10得する

と、それは私の国が不利になるので、これは避けねばならないわけですね。相対的な優位差

が国際政治においては問題になるので、両方が良くなるということだけでは駄目で、私の国

のほうが有利に立たなきゃいけない。そうするためにはどんな貿易政策をすべきかという

ことになるから、保護主義になるわけですね。だから、全然ゲームのルールが違うわけです。

経済は両方が良くなれば、良くなるなり方が違ってても構わないわけです。が、国際政治の

場合はそうじゃなくて、良くなるか悪くなるかより以上に、自分の国が有利に立つのか、相

対的な関係が問題になるので、そのルールを経済に持ち込むと、せっかくのウィン・ウィン

ができるはずの自由貿易が結局、ロスト・ロストになって。だけど、そのロスト・ロストの

ロストの大きいほうが負けるわけですから、そうなればいいわけですから全然ルールが違

うので、そういうことを国策として貿易をやるとそういうことになってしまうので、それは

国民の生活を上げていく上では全く意味がないというのが、スミスの『国富論』が言ってい

ることなので、それは今も変わらないだろうとは。全然変わってませんねと言うだろうとい
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うふうに思います。 

 

藤山：ありがとうございました。確かに、こう考えていくとスミスがストア派的な影響を受

けて理想みたいのをつくっていった過程と、それが現実に対してどれだけの影響力、洞察力

はあったけど、それを強制力としてどう考えてたのか。でも、それは現代に対しても同じよ

うなことが言えるのかもしれませんね。今のお話しのグループの中で、もう一方ぐらいどな

たか、この「更」の所を発言したい方いらっしゃいませんかね？ 

 

松井：いいですか。 

 

藤山：松井さん、お願いします。 

 

松井：この米中というようなところの話なんですけど、経済の発展っていうのは自由に、フ

ェアなときはそうやってくっていうところで発展していくっていうことで、これで 20世紀

後半の民主主義圏のほうは、西側諸国はそれで発展してったわけなんですけど、この今、む

ちゃくちゃお上の力でいろいろ統制してる中国が発展してきて、この発展の姿っていうの

はスミス的な見方からしてどういったことなのかなと。 

 

堂目：温家宝首相ってのがいましたよね。もう一つ前の胡錦濤政権のときの首相は。彼が私

の心のよりどころになる本が 2 冊あって、それが『国富論』と『道徳感情論』。中国語版、

僕も中国で留学生からもらったんですけど、『道徳感情論』の訳本の中国語訳の帯に、温家

宝首相が中国で、これは私の心のよりどころの本だっていう帯の所になってました。あの時

代は極めて経済路線で経済発展していくべきだって考えたんですが、温氏はそん中でやっ

ぱり、道徳っていうものが薄れていくってことを非常に恐れていて、『道徳感情論』を勧め

ていた。私の本も『アダム・スミス』が実は中国語訳で向こうで、売れてるのかどうか分か

りませんけど出ております。それぐらい、一時期、そういった道徳を伴った経済成長という

路線を中国がとっていました。 

 アダム・スミスが中国をどう見るかですけど、アダム・スミスは民主化を訴えてはいませ

ん。アメリカ独立戦争のときも、本当はそれぞれの州が、共和国が小さな国の民主主義をそ

れぞれ十いくつつくってしまう。これは絶対うまくいかない。そういう国ごとって、州ごと

は必ずやっぱり、嫉妬が支配して、イギリス帝国にいればそうならないのに、出ていってそ

れぞれが独立して弱い連邦をつくろうとしたら、必ず意見が食い違って嫉妬が起こって血

みどろの争いになるだろうと、この時点で書いています。これは要するに、アメリカの南北

戦争を予言しているわけですね。だから、民主主義が必ず平和をもたらすとか、民主主義が

人間のあるべき決定の仕方だとは彼は思っていなくて、スミス自身はこの当時の立憲君主

制で取りあえず、いいというふうに。それから、階級も残っていても思えないという極めて
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現実的な考えを持っていたので、中国を見たときに民主主義になってないじゃないかとか、

ジョン・スチュアート・ミルだったらそう言うと思います。19 世紀のジョン・スチュアー

ト・ミルだったら普通選挙を進めようとしていましたのでそう言いますが、スミスだったら

そう言わなくて、それぞれの公平な観察者で秩序というものが守られていれば、それぞれが

共感によってつながれていて秩序が守られていれば、それで心の平静が保たれれば良いと

いうふうに考えていただろうというふうに思います。 

 

藤山：ありがとうございました。中国の問題は非常にやっぱり、重要ですよね。今、おっし

ゃられたポイントって例えば、私が出張に行ったときにアフリカの某国の中銀の副総裁が、

民主主義と資本主義がセットだと、経済発展はセットだと思ってたけど、そうじゃないんだ

と中国を見てて思ったと。民主主義じゃないほうが、アフリカみたいな国に手っ取り早くて、

経済発展だけやったほうがいいんだよねって。だから、中国っていうのの歴史上の発見って

いうのは、そっちに習いたいんだよっていう発言を堂々としてきて、かなりギョッとした覚

えが私もあるんですが。 

 それから、中国の今、先生がおっしゃった温家宝さんも非常に鵺的なところを持ってる人

ですね。趙紫陽が天安門に出てって学生に働き掛けるときに、その横でスピーカーを抱えて

る人、あれが温家宝です。ですから、本当は趙紫陽弁公室のトップですから一緒にパージさ

れるはずなんですが、彼は生き残ってその後、首相までやって、経済の自由化に WTOのとき

の首相ですから、非常に複雑な政争の中で生きてきた、ある意味では第二の周恩来みたいな

人なんですけども。中国が折り合いをつけてる価値観っていうのは例えば、知的財産なんか

にしても、自分がそれを使って有利に立つようになったら、彼らは知的財産を 100パーセン

ト肯定する方向で動くと思います。今現在はちょっと意味がよく分かんないけど、世界のル

ールらしいからちょっと乗っとくけどねっていう態度なんですね。その辺のことっていう

のの規範の問題を考えるには非常に重要なので、いいご質問だなと思いました。 

 それじゃ、ちょっと時間もあれなので、次に行きたいと思います。Aチームの方はどうで

しょうかね？ 

 

城戸崎：キャノンの城戸崎です。Aチームで議論したところで、企業のグローバル化が進ん

で一国の生産性向上では収まらない、世の中を見ていかなきゃいけない時代になってきて

ると思ってます。その中で特にグローバル化が進んできたときにリーマン・ショックとかい

ろいろあって、特に市場経済の信頼性を確保する仕組みっていうのを、しっかりつくってい

かなきゃいけないとは思ってるんですけど、そう考えたときにルールや規制とか、政治が介

入するのではなくて、公平な観察者としてどういうふうになることによって、市場経済の信

頼性が確保できるような仕組みができるっていうふうに先生はお考えになるか、ちょっと

お聞かせください。 
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堂目：ありがとうございます。これはスミスに関しては少しお話ししました。それから、他

のところではどうでしたっけね。他の班も同じようなことが。アマルティア・セン、きょう、

お話ししませんでしたけど、センがスミスの公平な観察者をいかに開いていくかが鍵だと

いうことを言っています。それで、開かれた公平な観察者と。オープン・ジ・インパーシャ

ル・スペクテイターっていう言葉をセンは使っています。スミスがクローズドだっていうわ

けではないんですが、世界全体を包み込むような人間としての公平な観察者。それぞれの地

域にあるとか、国家の公平な観察者。どうしても、その国の伝統だとか、文化だとか、何が

正義で何が礼儀正しいのかというのは文化の影響を受けるわけですけど、そういういうも

のを超えた人間としての正義ですね。これはスミスが自然的正義と呼んだものです。今のそ

れぞれの各国の実定法っていうのは自然的正義を土台にしてるけど、自然的正義から外れ

てるかもしれないと。それが本当の自然的な人間っていったときに、みんなが立ち返ること

ができるような正義を見つけたときに、スミスの先駆者であるグロディウスの国際法とい

うものが本当にこのような場に実現するだろうと。これは『道徳感情論』で書いてるんです

ね。 

 だけど、それがなんなのかっていうと、彼は経験主義をとりますから、それが人間にとっ

て本当の自然な正義っていうのは何か分からない。姦通した女性を石打ちで殺すって、これ

は正義なのか、不正義なのか。われわれにとっては不正義に見えますが、それが正義だと言

う人もいるわけですよね。そういう法があったりするわけですね。これはゆがんでいるのか、

ゆがんでないのか。これはどうやって見つけるのかって、非常に難しい。スミスは本当は『道

徳感情論』の後には自然的正義に関する原理と、それから、各歴史において、その自然的正

義がいかにゆがめられてきたかということの本を書こうとしましたが、30 年たっても書け

なかったんですね。その代わりに『ウェルス・オブ・ネイションズ』が、経済の本が出てて

きたという経緯があるんです。経済は一般原理、分業と資本蓄積でどんな国も発展していく

べきだと。自由貿易であるべきだと言えるんですが、自然的なじゃあ、正義の法ってなんな

んですかと。これは出せなかったのはやっぱ、経験から純粋なものを抽出してくるっていう

のは非常に難しいんですが、センはそれを引き継いで、自然的正義を開かれた公平な観察者

で全世界を包み込むような対話で、自然的正義を確定しようと。 

 それはどうしたらいいかっていうと、キーワードは『暴力とアイデンティティ』っていう

本があるんですが、複数のアイデンティティをみんな意識しましょうと。われわれ、ここに

来てるときに単に日本人だっていうアイデンティティだけで来てるわけではありませんね。

男性もあれば、あるいは、会社のビジネスマンであれば、教員であれば、いろんな複数のア

イデンティティを持っていて、その場面場面に応じて自由に使い分けている。この複数のア

イデンティティ制っていうものをもっとみんな、意識すべきだと。これもあんまぴんと来な

いかもしれませんが。だけど、例えば、イスラム教の女性といったら、24 時間その意識で

いなきゃいけないとか、男性でもそうですよね。何々派のなんとかの男性で、大人か子ども

かってのは、それで 24時間過ごさなきゃいけない。これはケーパビリティを伸ばせない状
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況になるので、できることの幅を伸ばせようと思ったら複数のアイデンティティを意識し

て、それを使い分けていくようにしていく。その中で交際していく。交際の範囲はグローバ

ルに交際していく。それは可能なのかって AIとか、ITとか、今は可能だと。スミスの時代

よりも、はるかにいろんな人と会話をすることができるし、情報も入ってくると。そのよう

な中で開かれた公平な観察者を、これも気の遠くなる話ですけど、つくっていこうというの

がセンの呼び掛けですね。私も国連がそれをちゃんとうまく受け止めて。 

 SDGs なんかは資本がビジネスになっちゃうとか、いろいろ私も批判的な視点を持ってま

すし、大学もそれをやれって言われて形だけになっちゃうんじゃないかとかいろいろあり

ますが、ああいうことは一つのきっかけになって、そこに開かれた公平な観察者をつくって

いこうとか、あるいは、万博でその成果を全世界に見てもらおうとか。今度のオリンピック

もそうですけど、ああいういろんな機会をつかまえて世界の人たちと対話をしてみる。ある

いは、その子どもたちを含めて対話していく。その中で案外、共通の正義っていうのを見つ

けていくことが、多分あるのかなという。だけど、動きはあるのはありますね。 

 

城戸崎：ありがとうございます。難しい質問で。よく分かりました。 

 

藤山：ありがとうございました。じゃあ、Bチームは齋藤さんですかね、主として。そした

ら、齋藤さん。二つぐらいにして。 

 

齋藤：いくつか書いたんですけど、大きく言うと三つなんですけど、一つはさっきの公平な

観察者の話は今、非常にだぶるんですね。最初、この市場に委ねて、見えざる手に委ねて市

場をコントロールしていく。ただ、システムで考えたときにいろんなインプットが入って、

最終的に出てくるときに例えば、だんだん AIが出てきたりとか、一つのことで起こるスピ

ードとか、マグニチュードが大きくなってくると、必ずしも非常にこれを読んで、ただ単に

理想なことを言ってるだけじゃなくて、プラグマティックなことに基づいていろいろ書か

れてるんだと思ったんですけど、それでも本当にきちんとそれを収束させて、修練させてい

くことって可能なんだろうかと思いました。あるコンディションになると、やっぱり、それ

が発散してしまって社会だったり、経済に大きなダメージを与えるようなことになってし

まうんじゃないのかなと。そうだとすると結局、なんらかの制限だったり、介入をしてそこ

を抑えていくようなことが必要になってくるのかなと。だとすると結局、そこのさじ加減で

決まってくるのかなと、そんなことをつらつらと考えてですね。ですから、質問としては実

際、これ以降の経済でいろんな経済学が発展してきたんだと思うんですけど、そこをよく分

からず、スミスだけで語り切れるのかなというのが質問でありました。 

 

堂目：いや、語り尽くすことはできないと思いますよ。ただ、スミスが、別の図もあるんで

すけど、これですね。この図を覚えておいてほしいんですけど、見えざる手が共感によって
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道徳的抑制が自発的にかかりますと。だけど、それだけかというとそうじゃなくて、共感か

ら出発してちゃんと正義の感覚と法があるんですね。法はもちろん、市場をカバーするわけ

ですよね。法の網っていうのはもちろん、市場は無政府状態ではなくて、あるいは、全部自

主規制で任せられるんじゃなくて、法の下で取引っていうのは行われますよね。ですから、

『国富論』の中でも政府がやるべきことはディフェンス、要するに、防衛とそれから、司法

ですよね。あと、若干のインフラの整備というのが『国富論』の中で出てきます。だから、

先ほどの市場も全く政府が関わらないかのような書き方をミスリーディングしていますけ

ど、実はここの市場にはやはり、共感から導かれる正義の感覚だけじゃなくて法が入ってく

るので、法的なインフラの整備っていうのはスミスも考えていましたから、なんらかのさじ

加減っていうのはもちろん、あります。 

 『国富論』のことをスミスはなんて呼んでたかっていうと、『国富論』は経済学の本だと

か、エコノミクス・サイエンスの本だと、こういうふうに思ってるかもしれませんが、彼自

身はなんて呼んでたかっていうと、サイエンス・オブ・レジスレイターと呼んでます。レジ

スレイターは何かっていうと、立法者です。ポリティシャンとは言いませんけど、要するに、

世の中をまとめていく立法者っていうか、リーダーっていいますかね。抽象的な概念ですけ

ど、社会をまとめていくためには法があって、法をつくったり執行したりするレジスレイタ

ーが、あるいは、ポリティシャンが、エッセンシャルが必要なんだと。その人たちのための

科学、これが『国富論』ですと。彼の位置付けはそうです。サイエンス・オブ・レジスレイ

ターです。 

 では、そういう人たちが何もしなくていいとか、そういう人たちの役割はないんだとか、

政府のほうがいいんだとか、こういうことを言っているわけではなくて、ちゃんとしたレジ

スレイターがいて、さじ加減をしてですね。自由貿易っつったって全く何も規制がないわけ

ではないし、法がないわけじゃないし、関税も保護的な関税はないんだけど多少の手数料と

か、公安を使うわけですから、そのシステムも必要ですから、その辺の社会インフラとか、

整備インフラが当然、必要だっていうことは彼は全く無視しているわけではありません。サ

イエンス・オブ・レジスレイターの中に『ウェルス・オブ・ネイションズ』はあったし、そ

れから、先ほどの究極的には国際法につながってくような正義の法っていうのはなんなの

か。実定法はどこが歪んできたのかという研究も、そのサイエンス・オブ・レジスレイター

の中に入ってるわけですね。だから、全部対象は一般対象に『ウェルス・オブ・ネイション

ズ』を書いているのではなくて、国をまとめていくような人たちに向けて『ウェルス・オブ・

ネイションズ』も書かれなかったものを書いてるので、ほっとけばなんでも自然にできるだ

ろうと、こういうものでは、ハイエクとはやっぱ、ちょっと違うんですね。 

 ところが、むしろ、逆にその後の経済学は完全な市場ありきっていうことで、完全情報と

独占もなくて外部性もない市場だったら何が起こるかっていう経済学が、ずっとその後、19

世紀の後から現在まで続きます。経済学部出身の人は、そういう講義を受けたと思います。

市場がありましたと。無差別曲線があって、需要曲線、供給曲線、これは情報は完全です。
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だけど、どこ見たってそんなもんないじゃないですかと、普通突っ込むんですけども。経済

だとその逆の方向に行っちゃうんですね。だから、レジスレイターの役割、どこにあるんで

すか。それを整備していく人たちの役割はどこにあるんですかと、全然経済学の中では論じ

られなくなります。 

 近年、マクミランっていう人が『市場を創る』っていう本を今から 10年ぐらい前からあ

って、市場っていうのはほっといてもできるものではなくて、ちゃんとつくらないと。これ

が特に、ソ連の崩壊の後に社会主義がなくなりましたと。じゃあ、自然に市場が出てきます

かといえば、出てこない。大混乱だと。市場っていうのやっぱり、ちゃんと秩序よくきちっ

といろんなものをつくっていかないと、ちゃんとした機能推進はできませんので、市場をつ

くるっていう学問領域がゲーム理論も尽くして、あるいは、電力のいろんな売買があります

よね。あれを排出規制の売買を市場で取引したほうが、結局は排出を抑えられるとか。じゃ

あ、どんな市場をすれば本当に排出が抑えられるのかとか、市場をつくる理論も経済学の中

では、やっとまた舞い戻ってきたという状況だと思います。 

 

藤山：ありがとうございました。そしたら、最後、吉田さんかな。Dチームで書いていただ

いているのは。はい、吉田さんで。 

 

吉田：すいません、東芝の吉田です。Dチーム、議論っていう感じにはならなくてすいませ

ん。私がコメントを残したというぐらいなんですけど、いくつか伺いたいなと思ったことは

あったんですけど既に、議論をされたこともあるので、この中で特にということで行くと、

少し環境と自然っていうところは一度お聞きしたいなというふうに思っていまして。アダ

ム・スミスがこの理論を打ち立てたときっていうのは、まだまだ自然は豊かで搾取してもし

切れないっていう状況があった中で発展してきたんだと思うんですけど、現代を見ると自

然は限られたものだという中で、人間の弱さが豊かさを生んで発展してくっていうふうな

ストーリーも、もう成り立たなくなってくるんじゃないかなというふうには感じました。ス

ミスの本の中でも人と人が共存するとか、正義、共感っていうことがうたわれて、その中で

正しい道へというふうなことがあったと思うんですけど、同じような理屈が人と環境とか、

人と自然っていうとこでも成り立ちがしないかと。そこを成り立たせるようなルールって

いうのが、やっぱ、環境も含めた持続可能性っていうことを追及できるやり方なんじゃない

かっていうことをつらつらと考えまして。そういったところまでやっぱ、当時はまだまだ見

切れてなかったのかもしれないですけど、現代に至ってはそういうところまで含めた議論

とか理論とかっていうところがもし、出てきてるのであれば少し紹介していただきたいな

と思いました。 

 

堂目：ありがとうございます。環境問題ですね。あるいは、自然資源の問題ですね。3年ぐ

らい前に 2016年の日経新聞に資本主義を問うっていう講座が、岩井克人先生とか、いろん
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な方が一面で書かれて。もしも、この時代にスミスが生きてたらどうだっていう、割に面白

い書き節で書いて。びっくりすることと変わってないなってのは先ほどと相変わらず、重商

主義的ですねっていうの、保護守備的ですねって、あんまり 18世紀と変わりませんねって

いうところはあるんですけど、びっくりするほうは何かっていうと、こんなに技術が進むと

は思わなかった。だって、ワットの蒸気機関ぐらいの話ですから。それが機械化するかなと

か、化石燃料を使うって、まだそこまでも分かってないので、その中で分業によって生産性

が上がって。 

 しかも、スミスの場合は、これが本に出てるのかどうか分かりませんが、経済成長は自然

に止まるっていう、あらゆる国は発展し尽くしたらゼロ成長になるっていう理論が『国富論』

の中にあります。利潤率がずっとやっぱり、いろんな理由で低減していって結局、先進国は

必ずビジネスを固定化してってしまうと。次に今度は後進国が有利な状況に立って、今度は

高利潤率でもってずっと成長してく。みんな、後ろから追い掛けられては止まると。全人類

全体も、やがてはゼロ成長になる。これがまさしく、自然な物事の成り行きですから、ずっ

と成長するっていうことは『国富論』の中でスミスが考えていたことではありません。 

 しかも、後の国際関係、どうするんですかっていったときに出てきます。今はインドだと

か、いろんな国が、搾取という言葉は使いますが不正義の目に遭っていると。イギリスが不

正義を行っていると。それはイギリスのほうが経済が発展してて、軍事力も高くて、文明も

発展してるから好き放題やってるのだと。だけど、そういういわば、搾取されてる国も『国

富論』に書かれたとおりの分業と資本蓄積をしていけば、やがて、国富と国力を付けるよう

になるから、そうすると、軍事力も持てるようになると。そうすると、ヨーロッパの列強が

アフリカとか、アメリカとか、アジアでやってきたようなことは、もうできなく将来なるだ

ろうと。これがまさしく、国際的な正義だと。そのためには、させないだけのやっぱり、国

力、国富をそれぞれの国が経済成長をキャッチアップできるわけですから。これがまさしく、

見えざる手とは言ってないですが自然の配慮だと、こういうふうに言ってるわけですから、

それぞれの国が経済成長、どっかで止まってしまう。それによって、それぞれの国の格差も

縮まっていく。それによって、そう簡単に何か搾取するっていうことができなくなって、そ

こで国際秩序も生まれてくると。こういう地図を描いていたので、自然資源が枯渇するとか、

環境がプロセスの中で破壊されると、それは全く考えてないですね。そこまで経済が科学技

術の進歩によって持続的に成長するっていう想定は、『国富論』の中ではしてないですね。

だから、それは見誤ったっていうふうに彼はびっくりして、こんなに電気とか ITとか出て

くるとは思わなかったというふうに恐らく、言うだろうと思っています。 

 じゃあ、いつ頃からそういう環境への配慮、成長っていうのはまずいんじゃないかという

のが出てきたかっていうと、それは 20世紀ではありません。21世紀でもありません。19世

紀です。誰が言ったかと。ミルなんですね。ミルがこれを 1848 年の『経済学原理』の中で。

そもそも、スミスの経済学を引き継いでいますから、やがてあらゆる経済先進国といいます

か、経済成長した国がゼロ成長になるだろうと。定常状態になるだろうと。だけど、なる前
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に自ら進んでゼロ成長になったほうがいいですよと、ローマクラブの『成長の限界』みたい

なことを既に、ここで言っています。 

 それはなぜかっていうと、一つには人間性が悪くなるから。こんな経済成長ばかり続けて

いて、人を蹴落とすことばかり考えてると、アダム・スミスは共感っていったんだけど、19

世紀だともっと成長率が高くなっていくんですけど、人間性を考えると、もう経済成長って

いうことに対する関心も自ら失ったほうがいいというのが一つ。もう一つが何かっていう

と、ワイルド・ネイチャーが全部伐採されてしまう。野生の自然っていうのを残しておくべ

きなのに、それを全部耕作地にしてしまって海洋も開発してしまったら、それをなんのため

にそうするかっていうと、今よりも多くの人口を養うために地球環境を、罹患も含めてです

よ。悪化させると。これほど愚かなことがあるだろうか。 

 人類が初めて 10億を超えるのは大体、この辺りだと。10万何年から 20万年かかって 10

億になったのが大体、この辺りですね。イギリスの 100年間を通じて 1000万だった人口が、

3300 万ぐらいになってくる。だから、人口問題、非常に深刻な中で経済成長をやめましょ

うと。自らゼロ成長になるようにしましょうというふうに、ミルは言います。非常に多くの

批判を、経済学者がそういうことを。なぜ、ミルがそういうことを言ったかっていうのは、

彼を批判するような文学者のカーライルとか、ラスキンという医学者とか、こういう人たち

がこういったイギリスの産業化が自然だとか、美しさとか、イギリスのモラルとか、伝統と

かいうのを打ち崩してるんだと。マルクスじゃなくても批判をしていて、その中でやがて、

皆さん、ご存じだと思うんですが、ナショナル・トラストという自然の保護の、イギリスあ

りますわね？こんなのができてくる。そういうのを経済学者としてミルは、ミルもぼろくそ

言われる。経済学者はそういうことを全然顧みないって批判されるんですけど、それを取り

入れてゼロ成長の時代っていうのをなんとか迎えようじゃないかという。ここ以降、もちろ

ん、20 世紀に入ってローマクラブが成長をやめようと。今は成長をやめようってことには

なってませんが、SDGs で成長は入ってますね。経済成長は項目として入ってますけど、そ

れでも水とか食料とかエネルギーのことをやっています。よろしいですかね？ 

 

藤山：はい、ありがとうございました。今のご質問の答えで、ミルが経済学市場に経済学だ

けの役割を超えたところで発言をしていたっていうとこが、非常に興味深いと思いました。

それで、第 1部は本のところでお話をしていただいたんですけど、その締めに、日本の最高

な 30年間分析の先生で、アダム・スミスも大好きな黒田先生がいらっしゃいますので、ご

質問なり、コメントなりで第 1部のセッションを締めくくっていただきたいと思いますが、

いかがでしょうか。 

 

黒田：非常に面白い話を、本当にありがとうございました。日頃からご本は何冊か読ませて

いただいてるんですが、そのことをもう一度読み合わせもしながら、いいお話だったと思い

ます。きょう、強調されていた一番大きな要素は、アダム・スミスは決してレッセ・フェル
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でいいとは言ってないということだと思うんですけどね。私たちも実は、そういうことをず

っと考えてきて、新古典派の経済学なり、現代の経済学、どっかおかしいんじゃないかって

常々思ってるんですけど、スミスが考えてる時代の時代背景と、19世紀、20世紀、そして、

21 世紀になった社会と科学の関係とか、それから、人間のそれによって起こっている意識

と社会との関係とかっていうのが、どんどん変わってきてるので、一辺倒でスミスが考えた

のはレッセ・フェールをただ、主張したんじゃないんだっていうことだけで、今現在抱えて

いる経済の問題とか、今、考えてる社会の問題が解決できるわけにはなかなか行かない。そ

こをどうやって経済学者の責任を負うのかっていうのは、非常に重大な問題だと思ってる

んですけど、果たして、経済学が本当に経世済民の術として経済学になってんのかどうか。

ここは経済学者が大いに反省しないと、これから経済学が成り立ってかないような気がす

るんです。 

 それで、僕が一番思うのは、スミスは非常にやはり、当時の自然科学のほうの発達の背景

を受けて、社会を観察するっていうことをものすごく克明にやっていた。それが『道徳感情

論』に表れている指摘だし、それを受けてマーケットをどう考えれば秩序正しい世の中がで

きるのかっていうことを、『国富論』で唱えていっているということだろうと思うんです。

そういう意味での観察というのが、ミルはまだいいんだと思うんですけど、19 世紀の中頃

ぐらいからの経済学はだんだん怪しくなってきて、本来、観察をして見付けたコンポーネン

トを土台にして、機能的な規範をつくってくというのが科学のやり方だと思うんですけど、

そういうことがなくて演繹的な業務をすっ飛ばしてしまって、いきなり完全競争ありきか

らスタートしてしまうと。そこでは自由な人間で自由に動けるような人間ばかりがいるよ

うな、そういう世界を描いてしまって、そっからどんな政策を打とうかみたいなことを考え

てしまっているのが、現代の新古典派中心の経済学のような気がしてならないんですね。 

 それをそう思いながら現実を見てみると、一番大きな問題はやっぱり、市場メカニズムど

おりに進んでいる、もしくは、それを生かしながら発展してきて経済成長をやってきた結果

として、一番問題は所得がやっぱり、平等になってないと。所得の不平等がかなり大きくな

ってる。ますます、大きくなっていく傾向にあると。その背景には科学技術も影響してるし、

一遍つくった制度、一遍つくった投資の部分が非常に硬直的になっていて、そう簡単には変

えられないと。スミスが描いた世界は昨日まで農業をやってたやつが、いきなり明日から鉄

鋼業に移っても構わないような世界を考えていたような気がするんですけど、現実の世界

はそうは行ってないし、そういうリジディティーが資本ストックからいっても、人間の動き

からいってもものすごくあって。そういう中でどういうメカニズムをつくっていけば、スミ

スが考えるような、本来の人間が持っている秩序を生かすような国になっていけるのかと

いうところに対して、経済学はどう答えられるのかなというのが一番、日頃、悩んでること

でございますので、もし、先生のご意見があれば伺いたいというふうに思います。 

 

堂目：おっしゃるとおりですね。いくつか答え、私が始めた組織もまさしく、経世済民をど
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う実際の実行力あるものにしていくかっていったとき、経済学だけではもはや、太刀打ちで

きない。だから、法学の知識も、あるいは、人間科学ってあるんですけど心理学とか、こう

いった文系の中でも自然科学ももちろん、そうですけど、AI の専門家とか、再生医療の専

門家とか、老年学の専門家とか、こういった人たちが入らないと社会課題っていうのは経済

学だけでは、例えば、他のあらゆる単一の科学だけでは太刀打ちできない。といって、連携

しようとするとプリンシプルが違うもんですから全然うまくいかない。さらに、今度は社会

の企業の人が入ってもらうと、公務員の人に入ってもらうと、ただ、混乱するだけだけど、

混乱の中から何か提言していこうと。これが本当の経世済民ですから、経世済民はもはや、

経済学者だけが担うべき問題ではないというふうに思います。 

 だけど、それは逃げてることにもなるので経済学、問題ないかっつうとあります。ある中

でちょっと説明させていただきたいのは、なぜ、そうなったのかと。なぜ、完全市場とか数

字的のほうに走ってしまったのかって、センぐらいの所ですかね。歴史的な理由があります

と私は思ってます。もちろん、ミルまでは社会哲学をベースにした、実践的な経済学である

べきだとミルははっきり言っています。その後、1870 年代の話ですね。ワルラスだとか、

あの辺りが。多分、ワルラスも応用経済学とか社会経済学をちゃんと持っています。ワルラ

スは社会主義者です。それから、土地国有論も持っていますね。根がものすごい思想家です。

マーシャルもそうですね。心理学者だし、誰も経済学だけで何かできると言った人はいませ

ん。 

 ところが、経済学だけで独立して市場を設定して何か議論をつくって、それをそのまま応

用できるんじゃないかというふうになり始めたのは一体いつからというと、私がやっぱり、

歴史研究してる中では 1920年代です。あるいは、30年代かな。これは誰が一番、科学方法

論としてはポパーという、ウィーンにいた人が科学っていうのを反証可能な命題の集合で

なきゃいけない。要するに、反証可能っていうのは現実に合わせてみたら棄却できる。そう

はなってないということしか。だから、神が存在するとか、アーリア民族は優秀だとか、こ

れは誰のことか。ナチズムですよ。ナチスがアーリア民族は優秀だとか、ユダヤ民族がどう

だと、これを疑似科学で言うもんですから。あるいは、社会主義革命が起こって社会主義の

思想がロンドン・スクール・オブ・エコノミクスに入ってくるんですね。その中にロビンズ

っていう経済学者がいて、これは経済学がもはや、科学ではなくて何か非常に筋の悪い疑似

科学なり、思想に入ってしまったと。だから、できるだけポパーの言うような反証可能な命

題の集合にしなきゃいけないとして、ロビンズ・サークルっていうんですが、そこにハイエ

クもいるんですね。だから、ナチズムだとか、スターリニズムから学問を、社会科学を守ろ

うという動きが経済学を純粋科学のように見せかけていく。希少性の科学っていうんです

けども。 

 これはロビンズは後で反省しています。ケインズと出会うことによって、これはあのとき、

あまりにも世の中が理想論なり、怪しげな思想と科学をごちゃ混ぜにしていたので、そこか

ら経済学を救おうと思ってやり過ぎたっていうことは彼は反省するんですけど、それが一



38 

つの経済学の分岐点になって希少性の科学でモデルを組んで、そして、何かデータと突き合

わせてっていう、あれが非常に魅力的に見えたもんですから、そこからはなんの歴史的な背

景も何もなく、何かの素のモデルのほうへ走ってしまったっていうのはあると思うんです

が、最初のところは私はそこの 1920 年代、第一次世界大戦の後から第二次世界大戦が始ま

るまでの、あのヨーロッパの異常な熱気っていいますか。あの中に学問がさらされてきたと。

社会観がさらされてきたと、それが一つの原因じゃないかと思っています。 

 だから、いいってわけではないんですけど、その影響を受けて経済学は思想っていうもの

が根底にあるはずなのに、それが見えなくなってしまった。それから、人間に対する行動の

過程の中に、合理的な選択だけになってしまったと。今はどうですかね。行動経済学とか、

実験経済学っていうのは、東大でも阪大でもどこでも行われるようになって、もう少しやっ

ぱり、18 世紀のヒュームだとか、スミスが行っていたような、感情で経済が動くんじゃな

いかと。感情がどう経済に影響してくるのかってことをアンケートを採ったり、ラボを使っ

て実験やったり、脳の FMRI で測ったりして、もう少し人間を合理性以外のところで見なが

ら、経済が必ずしもそういった狭い意味での合理性だけで動いているんではない。感情が影

響するんじゃないかということが、やや取り戻されてきているようにも思いますが。いや、

あんなもんじゃ駄目だというような意見もあるとは思いますけど、またちょっと戻ってき

ているかなというふうに思います。 

 しかし、現実の問題はさらに複雑化しているので、それだったとしても経済学だけで太刀

打ちできるというふうには思っていません。だから、学際的にしなきゃいけないし、実践的

にしなきゃいけないので、私が大阪大学によってそういった実験を行っているところです。 

 

黒田：どうもありがとうございました。 

 

藤山：ありがとうございました。今の黒田先生と堂目先生のお話、非常に経済学の過去と歴

史と今の課題っていうのを、語り尽くしてる部分があるんじゃないかと思います。恐らく、

政治家や民間の経済資本家っていうか、会社のほうからも経済学っていうものが、どういう

ふうに見えてきてるのかっていう意見もあるかもしれません。それから、きょうの先生のお

話ん中で SSI に至る先生のお考えみたいなこともあると思うので、第 2 部はこちらがアダ

ム・スミスっていうことだけじゃなくて、その先生のお話全般にわたってご質問なり、ある

いは、皆さんがたの、うちの会社はこんなことがあってっていうような話も聞けたらなとい

うふうに思います。5分だけ休憩。短いです。みんな、貴重な時間なんでトイレ休憩ですね、

だから。5 分ぐらい休憩をして、またすぐに始めたいと思います。よろしくお願いします。 

 

＜休憩＞ 
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藤山：すいません、よろしいでしょうか。貴重なお時間なので、有効に使いたいと思います。

第 2回を始めたいと思いますけど、きょう、白水先生から宿題が出てたと思うんですけど、

質問のところがまだ裃があるんじゃないかなという印象を持ってる先生たちもいらっしゃ

るんですけど、実はプロデューサーっていうか、私の責任でもあるのかなと思ってるのは、

本当はこういうのをやるときって 1回、酒飲む会をつくって、ぐちゃぐちゃにやってからの

ほうが個性が全部分かってっていうのをやるんですけど、時間がなかなか皆さん、とれなく

て。来年、どっかで考えたいと思いますので、ディスカッションされてる中では裃脱いでお

話しができてると思いますけど、質問をするっていっても遠い質問をするんではなくて、自

分の中の身内にあるえぐり出すような質問であるとか、自分でこんなような経験があると

か、会社がここで悩んでるとかって、会社はうまく言えるかどうか分かりませんけど、そう

いう発言をどんどん期待してるので、よろしくお願いをしたいと思います。 

 それでは、第 2部ではアダム・スミスの本だけではなくて、きょうの先生のお話全般に話

を広げていきたいなというふうに思います。私の方針は皆さん、分かっていただけると思っ

てるので、まだお話をされてない方は話をしないと帰れないということになっております

のでお願いします。 

 

梅原：JST研究開発戦略センターの梅原と申します。よろしくお願いします。実は私は齋藤

さんの Q & A ですとか、黒田先生のコメントで同じようなこと考えていたんですけど、プ

ラスアルファで配布資料 P28 のスライドですかね。「私が構想する目指すべき社会」って、

非常にインプレッシブなスライドをいただいた中で、二言目の所。命の手段が人々に行き渡

る社会って、これを市場原理を活用したって言い方をされていること。 

 あと、前半の議論で経済学だけでは恐らく、もう解決できないので、いろいろな学際的な

アプローチをしなければいけないって、そこの部分なんですね。そこで私はそういう意味で

は公的な機関に勤めていて、ある意味、市場原理から多少離れた調整役みたいな位置付けで

やっている自覚を持っていますし、それこそ、経済学の本当の主流派というのは調整をなる

べく少ないほうがいいというような話で、個人の虚栄心とかっていうのはアダム・スミスな

んかも訴えてましたけど、そういう公共心よりもそういう個人的な野心であるとか、そうい

うものをより出すべきだというようなのを受け取っているんですが、逆にこういう経済学

を飛び出てしまうと、むしろ、調整力のようなものがないと逆にドリブンできないんじゃな

いのかなという疑問を持っていますので、ここで言う、堂目先生のおっしゃる、市場原理を

活用して命の手段っていうところを、もう少し詳しく知りたいなというところで。これは私

自身も分野横断の仕事をやっていて、すごく関心を引き出すんですけど、一緒にやるってと

ころがどうしてもハードルになっているんで、そこをどうやってうまくやる手段につなが

っていくのかってところを教えていただきたいなと思いました。 
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堂目：これは難しいところですね。調整役っていうのは先ほどの休み時間にも話してたんで

すけど、もちろん、いろんな公的な所にお勤めになっているような国家公務員もそうだし、

それから、地方公務員もそうですね。私、ちなみに京都に住んでますけど町内会長もやって

ますし、それから、地域のこと、私の妻も社会福祉のことやってますし、だんだん名前が出

てくると、いろんな北区の将来、京都市の北区っていう区ですね。どうしていくかっていろ

いろ関わっていく。それで、やっぱ、入っていくとハブになるような人がいるんですね。調

整役っていうとあれですけど、単なる調整役じゃなくて先ほど、私たちの育てようとしてい

るコミュニケーターみたいな人がやっぱり、いてですね。区とか地方自治体の行政の携わっ

てる人も、地域のコミュニケーターみたいな人と一緒になって防災の知識の普及を、防災教

育をどういうふうにやっていくかとか、あるいは、高齢者をどう扱っていくかとか、あるい

は、訪問医療の若い医者が病院で診療してるむなしさ。訪問して、お年寄り一人一人の生活

を見ていく。だけど、そういう医者だけだとできないから、コミュニケーターみたいのをど

う育成していくかとか、非常に細かな。だから、そのときに常に必要になるのは調整する役

割で。ただ、調整するんじゃなくて、どこに行かなければならないかということが、目標が

はっきり分かっていて、さらにそこの先をどういうことをやっていくべきかと、割合、クリ

エイティブなパースペクティブをちゃんと持っていて、なおかつ、人と人との現実をつなぐ

ような人がないと、社会課題っていうのはもう解決できなくて。そこに研究者がやっぱり、

入って学問的な裏付けをしていくっていう、こういうつながりをつけていかないといけな

いので、それを今、やってるわけですね。 

 ですから、質問のあれには答えてないですが、命の手段っていうのはそれでもやはり、い

ろんな物質的なものが必要なので、それを全部配給制度とか、社会主義とか、そういうわけ

には行かないので、それは市場で調達するということはやってかなきゃいけない。ただ、今

度はこちらですよね。生産者のほうもこういった世の中の動きに合わせて、あるいは、SDGs

ってことを意識して、どういうものを生産すべきかとかですね。単に ROEとか収益だけの話

ではなくて、どういうものが今、必要とされてて、どういう医療が行われて、どういう高齢

者に対して、誰が何をやってるのかってことのほうも分かりながら、どういう製品を作って

いくかって。 

 関西だと左良井さんがいろいろ頑張ってたりするんですが、ああいった大きい企業から

小さな企業まで、私はそれを企業の社会化と呼んでます。だから、社会主義化ではないんで

すが、計画経済化でもない。それは大失敗してるので、もう無理だろうと。だけど、企業自

身が社会化して、市場での取引ではちゃんとした自由なプレイヤーとして収益を上げたら

いいと。だけど、社会化してなきゃいけない。どの程度、社会化しているかっていうことを、

今度は見える化しなきゃいけない。どういう社員の扱い方をしてるか、どういう仕入れ先を

しているか、サプライチェーンどうなってるか、下請けのほうに対してどうやっているか。

全部それを見えるような形に指標にして。だけど、信頼できるような指標をどこがつくるの

か。環境市民っていうのが京都にありますけど、そういう所が指標をつくって。で、それ、
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信用できるのか。信用できるなら指標を。だけど、多分、出すとものすごい喧々諤々になっ

てしまうんですけど、食べログのような星いくつみたいなのが将来、企業に対していろんな

指標で出てくる可能性はあると。それは準備していれば、いろんな団体がしています。 

 それを今度は買う消費者がどういう評価っていうか、自己評価を受けるか。続けるか。こ

ういう段階を踏んでいくと、市場原理を残したまま市場で自由に取引して。生き残る企業は

どこかっていうと、単に安く買いたたいた、労働者を安くすることじゃなくて、ちゃんと社

会的責任を果たして社会的課題に貢献する企業が、ちゃんと消費者からも投資家からも支

持されて残ると。これが市場原理を生かしながら、なおかつ、バニエ的になるかもしれませ

んが、困ってる人たちが一番最初に助けられるような、本当の経世済民ができるようになる

と。これは理想論ですよ。理想論だけど全くの理想論でもなくて、それに向かってちょっと

ずついろんな所が試みを始めていて、こういうシンポジウムもできますねっていう、こうい

う車座の会もできますし、文科省もこういう人を育てましょうっていうような形で用意し

てますねっていう、ちょっとずついろんな準備ができてきているように思います。 

 先ほど、ちょっと話をした、昔から準備してきてこられてたって方もおられますけど、そ

れがいろいろ見えるような形で、点と点になってたものがちょっと線になって、つながり始

めてるかなっていう感じを私は持っています。 

 

梅原：楽天の例も挙げられましたし。 

 

堂目：楽天もそうですね。会ってきましたけど、「そういうふうにしたい」と。楽天市場自

体が、実は問題だっていうふうには。それはいろいろ、まがい物が入ってきちゃうんだそう

です。それの話聞くと涙ぐましいというか、偽物が Amazonとかいろんな所にも入ってきて、

それをまず、どうするかってことを正さないと、とても消費者に対して、あなたはこうです

よってことを言えないんだけど、影で一歩一歩やってくしかありませんね。 

 入ってる会社の中には大阪ガスも入ってますから、「大阪ガス、どうするんですか」って

言ったら、女性の津田さんっていう環境部長さんも、ガス燃やしますから絶対 CO2出ちゃう

んですね。せめて、石炭火力はやめましょうっていうので、彼女は社内を抑えてるんだけど、

石炭のほうがいいんだけど、コスト的には。だけど、それはやめてガスで、といって。ガス

もやっぱり、CO2出ちゃうんですけど、いずれ、じゃあ、あれはやめないといけないんです

かねっていう。こういう非常に厳しい問題がありますね。 

 さらに、会員の中には JTがいます。たばこですよ。JT、副社長の岩井さんですよね。阪

大に「堂目さん所、行ってもいいか。迷惑にならないか」といって「迷惑にならないですよ」

って、「だって、たばこだよ」といって「まあ、大丈夫ですよ」って。これからどんどん削

られてて、JT はアフリカで児童労働の支援をやめるようにとか、かつてのたばこの歴史を

振り返りながら、それをまたやってくんだけど、それも「やめろ」と言われていると。ILO

が「もう駄目だ」と。WHOも、たばこ会社がそういうことやったら駄目だというので、どん
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どんはじかれていくと。どうしようと。そのどうしようというところで一緒に考えていくっ

てことが大事なので、そこにも入ってもらってて。だから、企業は一つ一つを取ってみると、

そう甘い話ではもちろんなくて、難問を抱えてて、それでもなんとかしようという人は必ず

いて、そういう人たちと知恵を寄せ合っていくっていう状況です。詳しいことは、またアニ

ュアルレポートとかありますので、ご覧ください。 

 

藤山：非常にいい会話であったというふうに思います。他にどうでしょうか。森本さん、ど

うぞ。 

 

森本：どうも、NEC の森本です。少し似た質問になるんですけど、27ページのバニエによる

発想の転換という所で、私、人事の仕事をしてまして、左側にある強い人を中心にするって

いうのが NEC に限らずですけど、今、あらゆる企業がやっている人事施策というか政策もや

っぱり、基本的にこれを追従してるというか、クリティカルな 2パーセントに集中投資をし

たら、リターンもやっぱり、相当あるぞっていうような考え方をどんどん広めてやってきて

いるなと。ただ、ちょっと似通ってるとこあるなと思っていて、やっぱり、持続的に社会課

題を解決していって、社会に認められる企業になっていくっていうときに、先生のおっしゃ

られたバニエさんの考え方っていうところが、次の人事政策のヒントになるのかなってい

うところを少し感じまして。28 ページ目にあった、命中心の社会っていうところを弱者、

強い人の区別が意味を成さない、命中心の社会っていうところを、もう少しご説明いただい

て理解したいなっていうところが一つと、ずっと経済学を勉強されていてバニエさんに至

った、先生の中でのきっかけというか、何かしらそういうのがあればぜひ。これは人に興味

があるという意味でお伺いしたいと思います。 

 

堂目：やっぱり、僕もこちらの考え方をずっとしてきたんですね、学者としても。やっぱり、

自分もどちらかといえば、こちらが入ってしまってるので、そういうとこがリーダーシップ

を取って頑張ってイノベーションを起こして。だけど、スミスの場合は外にはじかれてた。

そこに仕事が降っていく。ミルの場合も競争の中に入れてあげようとういうか、入りましょ

うよと。センの場合はケーパビリティの低いほうから最初から配分しましょうと。 

 経済学、一方でちょっと問題もあります。いい流れもあるなと。マルクスではないんだけ

ど、先ほど、プルードンをやってたって人もいますけど、マルクスが「駄目だ」と言ってき

た、そんなものは駄目だ、空想的だ、ヒューマニティーで世の中変えられると思うのかとい

う、マルクスで徹底的にやられた初期の社会主義の人たちがいるんですね。そんな甘いもの

じゃないと、資本というのは。搾取の搾取の搾取・・で自分が大きくなっていくことばかり

の、資本家じゃなくて資本が考えるから、ヒューマニティーで、人間愛で何かそこをフォロ

ーできるなんて思ったら、それは大間違いだっていうふうにマルクスはプルードンをたた

くんですね。 
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 だけど、今、やってることはやっぱり、マルクスが実はそうじゃない。間違ってて、それ

でひっくり返してみたらとんでもないことになって、やっぱり、ヒューマニティーを使って

落ちこぼれっていうか、外にはじかれていく人たちをフォローしないといけないっていう

ふうに思ってきて。経世済民をそういう部分がうまくあったと思ってたんですが、やっぱ、

バニエに会うと、こちらもかなり実は弱さを抱えていると。エリートとか、頑張ろうとか、

イノベーションを起こそうとかいう人が実はやっぱり、どうしても競争していきますから、

競争していくプロセスの中で相対的な、先ほど言いました相対的に自分がどの位置にある

のか。有利なのか不利なのかっていうゲームの中に、やっぱり、どうしても入ってしまうの

で。そうすると、やっぱり、自分に対する自信を失う場合とか、何かに固執するとか、あち

らよりはいいやとか、そこで居場所を見付けていく。これはやっぱり、ミルがゼロ成長にな

りましょうよと言ったときも、それがやっぱり、しんどいだろうという。人間の生き方とし

ては、それは本当は命としては同じなのに、いつの間にか生産の視点から見た優劣ができて

しまっていて、その優劣のポジションの中で自分は居場所を見付けるっていう生き方が近

代の生き方なので、それはかなりやっぱり、しんどいのはこういう所の人たちだけじゃなく

て、こちらのほうもかなりつらい。そこから自由になっていくというとやっぱり、こういう

生き方をせざるを得ない。 

 だけど、ここが多分、社会を丸ごとこういうふうにしちゃうと、これは物質的に持続可能

ではないので、物質的な側面ではこうならざるを得ない。だから、障害者雇用っていったら、

この辺りでやってるだけですよね。障害者雇用っていっても、大学もそうですけど、本当に

こういう意識で障害者雇用をやってるのかと。オムロンさんなんか障害者だけで 30人の工

場があるそうですけど、かわいそうだから働かせてあげようという、こういう意識ではまだ

足りなくて、かわいそうじゃなくてやっぱり、自分たちがそういう人たちと交じっていくこ

とによって、自分たちの中にある本当のヒューマニティーといいますか、これを発見してい

く。そういう意味では、別に知的障害者だけじゃなく、子どもとか高齢者とか全部交じり合

って、とにかく、向き合っていくということができるような、人口の比率が大きくなってく

ればだいぶ変わるだろうという。だから、先ほどのこれを維持しながら、生産現場ではこち

らなんだけど、こうなってても仕方がないんだけど、社会的な制度だとか意識のほうはこち

らになるような、こういう表裏の関係っていうのがつくれませんかというのが私の提案な

んですね。 

 では、どういう社会か。あとは、これから具体化していくとか、制度化していくとか、法

的な整備をしていくということになるんですが、そこはまだ私自身が具体的に出せるよう

な状態にはなっていないということ。まだ同じことを繰り返して、あまり掘り下げた説明に

はなってないかもしれませんが。これを出すと無理ですよという意見もあるんですが、そう

考えられる方もいるんじゃないですかね。これは無理だと。やっぱり、こうだと。 
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藤山：それで、28ページありますよね。次のページですね。次のページの所で、先ほど、梅

原君とか森本さんが指摘された、上に目標があって、それはいい目標であって、それを市場

原理を活用してやるといいんじゃないかっていうこと。これは SDGsもそうですよね。恐ら

く、市場原理に乗っかるところがあれば、SDGs のいくつかの項目っていうのは解決されて

いる。恐らく、科学技術だけでも駄目だし、ビジネスモデルだけでも駄目で、そういうもの

が全部、市場原理に乗っかって到達できるものなのかなと思うんですけど、市場原理を部分

的に使うっていうのは規範としては機能しないというか、規範にならないところがあって。

ある目標のために市場原理を使う部分って、今の中国の姿なんですよね。中国は科学技術よ

りも市場原理よりも、もちろん、民主主義よりも上にある崇高なものがあって、それが市場

原理を使い、共産党なんですけど、共産党の市場原理を使い、科学技術を使って目標を達成

すると。そうすると、その規範としての意味を部分的に使うと失いかねないなということを

私なんかは危惧するんですけど、そういうのはどうなんですかね？ 

 

堂目：市場原理の規範ですか。 

 

藤山：市場原理というのはルールとして国境も超えて、その場所を超えてっていうことです

よね。そうすると、弱者を真ん中に呼ぶっていうものに市場原理を導入するっていうシステ

ムと、その他のところの市場原理っていうのはつながらなくなりますよね、必ず。周りも全

部世の中を変えるってことですよね、上の目標をね。ある空間、ある国だけをするんじゃな

くて、地球上を上のようにしなきゃいけないってことを、おっしゃってるんですよね、きっ

と。 

 

堂目：原理的にはそうですね。現実的にどうか。現実的にも市場がグローバル化してしまっ

ている以上は、そうならざるを得ないということですけど、社会意識、こちらですね。もち

ろん、全世界っていうところから。だけど、なかなかこれは世界だと言っちゃうと厳しくて、

私たちの阪大の組織もまずはやっぱり、日本社会を想定してるので。そういう意味では、国

家っていう枠をまだ超えてはいません。だから、これは日本がまずは、こういうモデルをつ

くっている。だけど、ここもこうなってるわけですよね、ある程度の意識がね。だから、そ

ういう所と連携していくっていうので、まるっきりそういうものを無視して、全世界がいき

なりこうなればいいっていうけど、さすがにそれは現実的に考えるとなかなか厳しいとこ

ろがあると。だから、全世界の市場はこうなってるかもしれないけども。 

 

藤山：右側であっても、競争力が保たれるようなモデルが何かってことですよね？ 

 

堂目：そういうことですね。グローバルな競争に。だから、後ろから追っ掛けてくる国があ

りますよね。そこは、こんなこと全然考えてないかもしれない。だけど、そういうものに耐
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えながら、なおかつ、全世界が本当は一遍になればいいんですけど、それはなかなか厳しい

から、せめて、日本とかいろいろ先進国がこういうところを目指しませんかと、こういう発

想です。それは無理でしょという答えがすぐ返ってくるんですけど、無理ですかねっていう

ことなんです。何かブレイクスルーの道はないですかねと。これを一切やめてしまえば結局、

こちらになりますから。そうすると、これをどうやって維持するかだけの話になっちゃいま

すよね。こん中でどうやって生き残っていくかっていうだけの話になりますから、それって

経世済民ですかというのが最初の問題に帰るわけです。本当に難しい。堂々巡りに結局、な

りますが、私は取りあえず、日本といいますか、ローカルな所でまずは、これを目指してい

くと。ハブになるような人たち同士でネットワークをつくって。 

 もちろん、海外との連携も進めてはいます。オランダのフローニンゲン大学とか、ロンド

ン大学とかとも連携を進めています。グランドチャレンジとか、いろいろな試みをヨーロッ

パの大学は行っていますから、それほど仲間が全くいないというわけではありませんとい

うような。まだ、だから、これから始まったところだということで。 

 

藤山：他にいかがですか。どうぞ。 

 

星野：すいません。私、バニエの所がまだ理解できてなくて、もう少し議論をさせていただ

きたいなと思ったんですけど。 

 

藤山：お名前を。 

 

星野：すいません。JXTG エネルギーの星野と申します。ラルシュっていうのは健常者と知

的障害者が一緒に生活をして、生活を助けると言ったらあれかもしれないですけど、お互い

弱い部分を両方も持ちながら、お互い強い部分も持ちながら生活をしているのかなという

ふうな理解をしたんですけど、そうなったときに右の図から見ると強い人、優れた人と弱い

者の間にしっかりと線があって。そうすると、単純にこれが逆転しただけっていうようなイ

メージになるんですけど、なんとなく、そうではなくて、強い人、優れた人、弱者っていう

のが、ある面ではそういうことになるけど、違う面では逆転するしっていうことだと思うん

ですけど。 

 

堂目：そうです。 

 

星野：うまく説明ができないんですけど。 

 

堂目：分かります。 
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星野：という理解でいいのかっていうところで、それがみんな一緒に社会を形成していくっ

ていう考え方っていうのは、あり得ないですかっていうことだったんですけど。 

 

堂目：おっしゃるとおりで、これはこちらを前提にしてるので。で、鉤かっこを付けてるわ

けですね。本当の弱者とか、本当の優れた人、強い人っていうんじゃなく、そう呼ばれてい

る人という意味でこの基準で。これはありますわね。これはどっかに線があって、優れてい

る人がトップに立っていて、そうじゃない人が周辺。それをひっくり返すという意味でこれ

が残ってるだけであって、下には交わるわけですよね。弱者っていう意味がもうない。こち

らのほうが顕在化してしまっていて、隠すところがなくなっていて、そういう意味では心の

壁はあるにしても、いわゆる、弱者ではないと。こちらのほうではむしろ、こだわっている

ので弱さが潜在化してしまっていて、出会わなきゃいけないっていうような立場にある人

が向き合っていくっていうほうがこうなりますから、弱者とか、強い人、優れた人という鍵

かっこ付きの呼ばれていたものが、意味を成さなくなる状態を意味すると、おっしゃるとお

りだと思います。 

 

 

 

 

 

星野：分かりました。 

 

堂目：だから、一応、対比として。あんまり図の描き方としては良くないですかね。引っく

り返すっていうようなイメージです。 

 実際に来てもらったんですね、阪大に。障害がどこにあるのか、「ジャン・バニエの思想

と実践」というサロンを 7月に行いまして、それで、先ほどの写真の人たちですね。それか

ら、所長が佐藤さんっていう人ですけど、スタッフの人 2名と、それから、障害を持ってい
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る人も 2名ぐらい来て話してもらいました。阪大に来て阪大の 30人ぐらいのサロンで。あ

と、こちらからは心理学の人とか、いろんな研究者とか、外の NPO法人の人とか、企業の人

とか来てもらって話してもらいました。それで、いろんな障害の持ってる人の話も。だけど、

何言ってるか分かんないんですね。聞き取れない場合もあるんです。だけど、聞き取れなく

てもいいから、とにかく話してもらうということをしましたし、それから、横井さんってい

う若いスタッフの人も話してくれました。 

 そして、やっぱり、いろんな告白をしちゃうんですね。19 人、施設障害者を殺した人が

いますよね。事件がありますよね。その人と自分との違いは紙一重だっていうか、本当はな

いんじゃないか。自分もそういう知的障害者と接していて、ちゃんとうまく何でもなくつな

がれる人と、どうしても受け入れられない人がいて、その人にはどうしても物が頼めないと

か、そういう人から頼まれるとどうしても一緒にやりたくないとかですね。それもずっと増

幅していって、本当に殺そうと思っちゃうことが何度もあったんだと。だけど、それをまた

誰か別の人が見ていて、そういう自分のいろんなものを見透かして、何かアドバイスをくれ

る。自分にはそういう人がいたからそういう行為には及ばなかったけど、きっと、19 人殺

しちゃった人は、そういう人と出会わなかったので結局、そういうことになったんじゃない

かと。素材っていうか、網としてはそんなに変わらないんじゃないかっていうことを、ずっ

とそういう話をされてですね。 

 そうすると、周りの大学の先生たちも自分の専門の話をするんでなくて、自分の過去の記

憶の話をずっとして。きょうだいにやっぱり、そういう人がいたとかですね。きょうだいが

いると親がそちらばかり見て、自分のほうをなかなか向いてくれないとか、障害者のきょう

だい、姉妹っていうのもやっぱり、複雑な心境っていうのが実はあるんだっていう、そうい

う話し合いが出て、それを大学の研究者も一緒になって共有していく。そん中でじゃあ、ど

うするかっていうのは、なかなかそっからは出てこないんですけど、まずはステップとして

そういう本当の言葉を交わし合うと。垣根とか、立場とかいうのを超えて話し合うっていう

ところから、何か気付きみたいのものがあるのかなというふうに思っています。 

 

藤山：あとは。はい、どうぞ。 

 

佐倉：三井住友銀行の佐倉と申します。私、90 年代に経済学部を卒業して、まさに、成長

っていうのが成長至上主義じゃないですけど。あと、拡大再生産とか、そういうのを本当に

習ってきて。あと、金融の世界とか、ずっとそういうことをやってきたんで、きょうのお話

はセンさんの物質的な豊かさよりも、ケーパビリティを優先するとか、バニエさんの考え方

っていうのは非常に新鮮だったんですけれども。 

 一方でわれわれの世界だとやっぱり、成長するっていうことに対する、成長しなきゃいけ

ないっていう思いがすごい強くて。常に企業であれば、今期よりも来期のほうが利益を増や

していかなきゃいけないっていうような思いってすごい強くあるんですけど、それってあ
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る意味、物質的というか、財というか、そういうのに対する希求という部分もあるのかなと

思うんですが。先生のおっしゃられたバニエさんとか、センさんとかの求める社会の中で、

成長って肯定される、あるいは、必要とされるものなのでしょうかっていうのを、ちょっと

お聞きしたい。というのは、こういう新しい、われわれが目指すべき社会で企業としてじゃ

あ、何を目的にっていうか、成長というものがなんのために必要なのかというのを考えなが

らやってかなきゃいけないのかなと思ったときに、それってなんなのためにわれわれって

成長するんだろうっていうふうに思っていけばいいのかなってちょっと思いまして。 

 

堂目：これは市場原理を維持するとか、あるいは、資本主義っていったときには成長がない

とっていうのはずっと言われていますから、ミルがゼロ成長って言ったときに、それが本当

に自由企業とか、そういうものにうまくフィットするかどうかというのは問題だと思いま

す。成長が必要なのかっていうと、成長自体はやはり、手段だというふうに私は思ってます。

これはアダム・スミスですら、そのことを言ってるわけで。アダム・スミスの究極的な目的

は何かっていうと、それは心の平静ですよ。彼は『国富論』書いてますし、経済成長をもち

ろん、言ってますけど、資本蓄積も言ってますけど、人間にとっての幸福は何かっていうと、

心の平静ですよ。心が波のようになってない、鏡面の海ですよね。全く鏡のような海ってあ

りますよね、完全になぎになった。あの状態がまさしく、人間の最高の幸福の状態で、そっ

からエンジョイメントといいますか、いろんなものが自由に楽しむことができる。その境地

に達するっていうことがストア派的な幸福で、彼はそれを個人といいますか、人間個人とし

て求めるものとしていました。 

 経済成長の中で物が増えてきて、それでうれしいと。こういう人間観では決して、スミス

はないですよね。だから、むしろ、うれしいと思っちゃうのは波立っちゃってて弱さが出て

きちゃうので、それは個人の生き方としては、あまり望ましい方法じゃないんだけど、逆説

的にそういうものがあるから事業が拡大して、そういうものが全然なくても済みそうな人

は、さすがに波が波立っちゃってるので、そこを平らな波にすることができるから、そこに

見えざる手が働いてるっていう現象っていう、こういう議論がスミスなので。経済成長って

あくまで手段で、しかも、本人にとっての手段じゃなくて、やっぱり、本人を超えた、そう

じゃない人たちに、助けようと思ってないのに助けてしまうところが経済成長として、先ほ

ども仕事が降っていっちゃうと。仕事を降らしてる本人は、競争してるとちょっとしんどい

んですよね。人よりも上へ行かなきゃいけないと思ってるので。だけど、しんどい思いが自

分に恩恵として返ってくるんじゃなくて、仕事が全然ない人に仕事として恩恵が行って、意

図しない恩恵を与えてると。これがある種の配慮だと。排除されてるように見てる人は、実

は見えざる手の恩恵によって、実は心の平静を保っていて、排除されていない真ん中にいる

人たちが恵まれているように見えながら、実は非常に心が波立ってしまっていると。ここが

スミスらしい、面白い。そこにはバニエ的な発想もある意味、してるとも言えるんですよね。

恵まれている人も実は恵まれていなくて、ストア派的な心の平静からは遠くて、外にいて仕
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事がないと思ってると降ってくる。こっちのほうが弱い人で、こちらのほうが優れている人

ってことになるんですが、実はこちらのほうが弱さを抱えてしまう。ストア派的じゃない。

でも、こちらがストア派的とは限りませんけど、心の平静をかき乱して競争した。それはゼ

ロにはやっぱり、できないっていうのがスミスの議論なんですね。 

 ですから、成長が必要かと言われたら、こういう状況であれば必要だってことになります。

だけど、十分行き渡ったのであれば必要ないという話になりますよね、スミス的に考えても。

スミスは何回も言うように、ゼロ成長になるときが必ず来るからということは。まだ成長の

余地のある、貧しい所に追い掛けられてキャッチアップされちゃいますから。そうしたら、

国と国との力が均衡するので、国際的な正義も実現するでしょうと。そこにもやっぱり、見

えざる手が働いてるというふうに考えてるわけですよね。そんなうまく行かないだろうと

いうのはそうなんですが。そうすると、成長はやっぱり、手段だと私は思ってます。だけど、

成長しないと市場原理が維持できないというのであれば、じゃあ、どういう成長があり得る

のかと。ここが知恵の出しどころかなというふうに思います。 

 

藤山：格差の問題。それを成長なしに解決できるのかどうかとか、人口増の問題ですね。そ

ういうところですよね。残り 2人。磯部さん。 

 

磯部：すいません。日産自動車の磯部と申します。最後の話を伺っていて、質問じゃなくて

感想になってしまうんですけど、今まで経済というところをやっぱ、物質的とか金銭的な豊

かさみたいなことにクローズアップをしてきてしまっていたのかなと、すごく感じてしま

って。一方で、スミスはやっぱり、心の平静とか、精神的な成長みたいなものを最初から言

っていたのに今、改めて気付いたなと思いました。それが最後じゃないんでしょうけど、バ

ニエのところ行き着くに当たって、やはり、強者、弱者それぞれの区別をなくすっていうと

ころも結局、それは精神っていうか、心の成長の一つの行き着く姿なのかなというところで。

最初、皆さんと同じように二重丸の意味がよく分からなかったんですけど、精神の成長とい

う物差しで見たときに、これが一つの成長であるというか、豊かさの一つなのかなっていう

のを、改めて発見したなっていう感想ですいません。質問じゃございません。 

 

藤山：いや、ありがとうございました。素晴らしい気付きだと思います。佐藤さん、じゃあ、

恐れ入りますが。 

 

佐藤：文部科学省の佐藤です。大変、お世話になっております。ありがとうございます。い

ろいろお話を伺っていて、きょうのキーワードはやっぱり、自分的には社会秩序というとこ

ろが大きなキーワードとしてあるのかなというふうに感じていました。特に社会秩序とい

う意味では今後、法のあり方としてインクルーシブなソサエティーっていうのがまさに、先

ほどのバニエの弱者中心っていう、命中心っていうとこもそうだと思うんですけど、インク
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ルーシブな社会における新たな秩序っていうのは何なのかなというのを、非常に考えさせ

られたんですけれども。先ほど、成長という言葉も出ましたけど、インクルーシブな社会に

おける弱者中心の秩序っていうのをつくっていこうとすると、そこにはやっぱり、一定の恐

らく、成長と安定と相殺するだけのコストとか、生産性を下げる部分っていうのがどうして

も出てくるような気はするんですけど、そこをどういうふうに考えるべきなのかというの

は、先生が経済学者としてどういうふうに考えるのかなというのはちょっとお聞きしたい

なというのと。 

 それから、インクルーシブな中での秩序っていったときに例えば、先日、フランスから帰

ってきたんですけど、ちょうどフランス、すごいストライキで。まさにそういう一定の弱者

とは言いませんけど、労働者のかたがたが非常に自己主張して、ああいうことが起こると全

部が止まっちゃうっていう国もある中で、そこってやっぱり、一定の社会におけるむしろ、

秩序を壊すようなことっていうのが十分起こり得るのかなというのも思ったりしていて。

そうすると、日本の場合ってあんまりそういうのがないので、国民性の違いがあるのかなと

か。さらには、共感の仕組みっていうとことか、社会秩序っていうのを考えていったときに、

そこにちょっと思ったのは AIみたいなものをむしろ、入れていくことで、国境を超えてあ

まり考えてないってお話もあったんですけど、例えば、そういうものが入ってくることによ

って、国境を超えたソリューションみたいなのが、できるだけ人間性を排除したり、合理性

を追求する中で出てくるのかなっていうのは思ったりしたんですけど、その辺はいかがな

んでしょう？ 

 

堂目：どれも大変、難しい問題ですね。弱者と、こちらでもいいんですけど、組合をつくっ

てある種、力でいろんなものを変えていく。民主主義の制度にのっとって。それを弱者と呼

ぶかどうかという。強者じゃないかと。だから、何が弱者で何が強者かっていうのは視点次

第で、これは生産の手段を中心にして見た場合の弱者、強者だし、デモクラシーを中心に見

たときには、強者っていうのはまさしく、有権者ですよね。政治家が強者とは限らないです

よね。だから、先ほど、どなたかが言われたように、視点次第で何が強者か、弱者かってい

うことではそれぞれの切り口で違うので。 

 だけど、究極的にバニエが目指してるのは、そういったいろんな社会制度とか、生産シス

テムっていったときに結局、分けちゃいますよね。権力を持ってる者とか、財を持ってる者

とか、自由にできるような。こういう人たちがあらゆる場面で強くなったときに、自分の中

にそうじゃない人たちを排除しようとする心の壁があるということに気付くべきだ。それ

はまさしく、アダム・スミスが言う共感なんですよね。どれも命であることには変わりがな

いわけですから、そういうものを超えて一番共感しにくい、一番排除したいと思ってる連中

という人たちに共感できるかどうか。そういう人たちの苦しみや悲しみを、自分のものとし

てできるかどうか。それは別に資本家ではなくて、労働者がそれができるのかという。ある

いは、有権者がそれをできるのかと。 
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 ですから、市場経済をつくってく上でも、最終的には消費者がどこの企業に共感して、ど

この企業の苦しみに共感して、そういうものを優先的に買うか。強者は消費者ですよね、そ

ういう意味で。そういう人たちがどれくらいお互いを共通のものとして、お互い命を中心に

見たときに、自分がそっちだったかもしれないというふうに思って、判断することができる

かというところに本当の共生があるっていうのがバニエのメッセージだと。それはスミス

にも、そういう意味では。バニエはスミスって言ってませんけど、きょうの話では共通する

ところがあるというふうに思うので、そういう共感社会っていうものをわれわれはどうつ

くっていくことができるか。 

 その中でやっぱり、物は確かに必要だし、秩序も必要なんですけど、どうやってそれを崩

さないような形でできるか。あるいは、それを忘れさせないようなですね。結局はそうじゃ

ない、排除したいと思う人こそやっぱり、自分たちが向き合っていかなきゃいけないという

社会と両立するような政治制度であるとか、秩序のつくり方であるとか、マーケットのつく

り方。ということは、知恵を出せばあり得ないことではないでしょうと。だけど、意識の中

心を、出発点をどこに持つかっていうことが非常に重要なのではないかというふうに思い

ます。よろしいでしょうか。 

 

藤山：ありがとうございました。全員発言をしていただきましたし、きょうはアダム・スミ

スから始まって価値観ですね。一番直近の現代の価値観を変えていったときに、経済学が何

ができるのか。あるいは、経済学を超えて何ができるのかっていうところまで話が及んで、

良かったんじゃないかと思います。市場原理そのものについては、もっと考えることもある

かもしれませんけど、また次の金融市場や貨幣の話もありますし、これから先にやりますの

で、15 回の講座を通じてまた考えてくことを言い合えるようになったらいいかなというふ

うに思います。きょうは堂目先生に大変、貴重な話をいただきました。皆さん、拍手をして。

堂目先生、本当にありがとうございました。それじゃあ、きょうの第 6回目の勉強会は終わ

りにしたいと思います。ありがとうございました。 

 

(了) 


