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日本の未来を考える



１．私たちは「危機の時代」に生きている

(1)「危機の時代」を「コロナ危機」が襲い、危機を増幅させているのであって、「コロ

ナ危機」に襲われて「危機の時代」になったのではない。

(2)時代にはピリオド（period）とエポック（epoch）がある。

・ピリオドとはトータル・システムとしての社会の枠組みが維持されている時代であ
る。

・エポックとは一つの時代が終わり一つの時代が始まろうとしている転換期である
。

(3)私たちはエポックという「危機の時代」に生きている。

「危機の時代」に生を受けたる者は、希望に輝く「約束の地」を目指して、未知の
大海に船出する海図を描くことをミッションとしている。
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２．「危機の時代」を襲うパンデミック

(1)農業社会から工業社会への転換期を襲った「黒死病」

1347年から1353年までに、「黒死病」によって少なくとも

ヨーロッパの人口の３分の１が死亡。

→「封建時代の全般的危機」

(2)軽工業社会から重化学工業への転換期にはスペイン風邪が襲う

第一次大戦中の1918年から翌年にかけて流行し、死者の数は2500万人と第一
次大戦と第二次大戦の死亡者と合計したよりも多い。

(3)工業社会からポスト工業社会への移行期に、「コロナ危機」に襲われていること
を忘れて

はならない。

「コロナ危機」の克服は、同時にポスト工業社会の形成と結びついている必要が
ある。
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パクス・ブリタニカ
自由主義国家

軽工業基軸の
工業社会

１９２９年の
世界恐慌

パクス・アメリカーナ
福祉国家

重工業基軸の
工業社会

現在の
世界恐慌

ソフト産業基軸の
知識社会

資源配分機能

所得再分配機能

経済安定化機能
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３．「危機の時代」の二つの環境破壊

(1) 1991年のヨハネ・パウロ2世の「レールム・ノヴァルム」の副題

宇沢弘文東京大学名誉教授が考えた
「社会主義の弊害と資本主義の幻想

（Abuses of Socialism and Illusions of Capitalism）」

(2)1891年のレオ13世の「レールム・ノヴァルム」

「資本主義の弊害と社会主義の幻想
（Abuses of Capitalism and Illusions of Socialism）」

(3)二つの環境破壊

自己再生力のある自然環境の破壊
自己再生力のある人的環境の破壊

(4)国連の掲げる「持続可能な開発目標(SDGs)」
自己再生力のある自然環境、自己再生力のある人的環境（人間の社会）が

備えている二つの自己再生力を持続可能にする発展の追求。

5



6出所：内閣府国民生活に関する世論調査 https://survey.gov-online.go.jp/r01/r01-life/2-2.html

「物の豊かさ」から「心の豊かさ」へ



―「豊かさ」から「幸福」へ―

(1)生活水準の上昇から生活様式の充実を求める―「豊かさ」から「幸福」へ

「飢餓の恐怖」からの解放

(2)存在欲求＝人と人、人と自然との関係で充足される欲求

＝幸福の実感

所有欲求＝自然を所有することによって充足される欲求

＝豊かさの実感

(3)工業社会は存在欲求を犠牲にして、所有欲求を充足したのに対して、ポスト工業

社会としての知識社会では人間の人間的欲求である存在欲求の充足を目指す。

(4)所有欲求を充足する工業社会では「蓄える」ことが美徳であっても、知識を生産す

るポスト工業社会では「惜しみなく与え合う」という共同体的人間関係が培養する
精神的風土が美徳となる。

４．「所有欲求(having)」から「存在(being)欲求」へ
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(1)民主主義による市場の制御と共同体の補強

５．「政府縮小-市場拡大(less state-more market)」戦略から
「市場抑制-市民社会拡大(less market-more civil society)」
戦略へ

 

  社会的インフラストラクチュア            社会的セーフティネット 

        制御                      補強 

 

 

                           浸食  

政治システム 

（民主主義）  

社会システム 

（共同体） 

経済システム 

（市場） 
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(2)欲望の「奪い合い」から幸福の「分かち合い」

(3)市場社会では市場経済がエンジンの役割を果すけれども、ハンドルの役割

は財政が果す。

歴史の曲り角ではアクセルを踏み続けると転倒してしまう。必要なのは蛇
行速度である。

 

  競争ｾｸﾀｰ    協力ｾｸﾀｰ 

                                                   親和的対立  

親和的論争 

 

 

 

                       

政治システム 

（民主主義） 

社会システム 

ｲﾝﾌｫｰﾏﾙｾｸﾀｰ 

ﾎﾞﾗﾝﾀﾘｰｾｸﾀｰ 

経済システム 

（市場） 

生産の場 生活の場
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６．福祉国家からポスト福祉国家へ
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(1)経済成長と再分配の幸福な結婚（1970年代）



(2)福祉国家の動揺（1980年代）
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(3)ポスト福祉国家の模索（1990年代）



(4)ポスト福祉国家への二つの道
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７．社会的セーフティネットの張り替え

(1)社会保障と経済的パフォーマンス

社会保障 経済成長率 格差 貧困率 財政収支
（公的社会支出のGDP比） （00-10平均） ジニ係数 相対的貧困率(%) （00-10平均）

フランス 28.4 1.51 0.281 7.1 -4.1 

ドイツ 25.2 1.89 0.298 11.0 -2.4 

スウェーデン 27.3 2.19 0.234 5.3 0.6 

イギリス 20.5 1.30 0.335 8.3 -4.6 

アメリカ 16.2 1.82 0.381 17.1 -4.8 

日本 18.7 1.59 0.321 14.9 -5.3 

注）公的社会支出は2007年のデータである。ジニ係数と相対的貧困率は2000年代半ばのデータである
出所）一般政府の財政収支（対GDP比）はOECD Economic Outlook 89（2011年6月）より作成
経済成長率はWorld Development Indicatorsより作成
公的社会支出はOECD， Social Expenditure Databaseより作成
ジニ係数および相対的貧困率は，OECD(2009)， Society at a Glance 2009
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(2)再分配のパラドックス
公的扶助のように低所得者に限定した現金給付を、手厚くすればするほど、
貧困と格差は拡大する。

再分配のパラドックス 

  社会的扶助支出 

ジニ係数 
相対的貧困率    

（９０年代半ば） 
社会的支出 

９０年代半ば 

アメリカ 3.7 0.361 16.7 15.2 

イギリス 4.1 0.321 10.9 23.1 

スウェーデン 1.5 0.211 3.7 35.3 

デンマーク 1.4 0.213 3.8 30.7 

ドイツ 2.0 0.280 9.1 26.4 

フランス 2.0 0.278 7.5 28.0 

日本 0.3 0.295 13.7 11.8 

出所 社会的支出、積極的労働市場政策支出は、OECD、Social Expenditure Database, 社会的扶助支出は、 
Tony Eardley, et.al., Social Assistance in OECD Countries: Synthesis Report, Department of Social 
Security Research Report, No.46, p.35. ジニ係数および相対的貧困率は、OECD、Society at glance: OECD 
Social Indicators: Raw Data  http://www.oecd.org/dataoecd/34/11/34542691.xls 
（注）宮本太郎北海道大学教授による作成資料を修正して作成。 
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(3) 社会保障の再編成

16
出所:OECD, Social Expenditure - Aggregated Data.
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８．社会的インフラストラクチュアの張り替え
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(1)世界の公的資本形成（一般政府総固定資本形成の対GDP比）



(2) 世界の教育への公的支出（対GDP比）
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９．「量の経済」から「質の経済」へ

(1)人間の人間的使用による知識社会（knowledge society）

・「量」を「質」に変換するのは、情報であり、知識であり、知恵である。それは人間の人間

的使用方法が再び評価させることだといってもよい。

・人間は自然に働きかけて、人間にとっての有用物を創り出す時には、自然に存在する

物質量に情報を加える。情報とは、「形を与える（in-formera）」とい意味である。人間は

鉱石から鉄の矢尻を作る時にも、自然に存在する物に情報を加えて製作する。しかし、

鉄の矢尻を製作する時よりも、心臓のペース・メーカーを作る時のほうが、自然の物質

量に加える情報は飛躍的に増加する。

・経済とは人間が自然を有用物に変換することだという本質に、変化が生じるわけでは

ない。自然を有用物に変換する時に、人間の知恵というオブラートで包むようになると

考えたほうがいい。

・人間の知恵というオブラートで包むために、人間の人間的能力が求められる。つまり、

高い人間的能力を必要とする職務が急増し、知識集約型産業が産業構造の基軸を形

成するようになる。それが知識社会（knowledge society）である。
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(2)自然との共生

・自然に存在する物質量に対して、追加する情報量を飛躍的に増加させれば、当然のこ

とながら自然に存在する物質量の使用は、飛躍的に節約される。

・「量」が「質」に置き換えられれば、耐久性は向上する。しかも、使い易くなるばかりか、

修理も容易となって、使用期間は長期化する。

・大量生産・大量消費のもとでは生産の「場」と、消費の「場」が離れているために、膨大

な無駄が生じる。ところが、情報は生産の「場」と、消費の「場」を急激に近づける。つま

り、あたかも注文方式のように、需要のあるもののみに限定して供給することができ、

多様な需要に対応して、無駄のない多様な生産が可能になる。

(3)人間的能力の開化

・知識社会が要求する「量」を「質」に置き換える人間的能力は、多様である。どのような

能力が必要になるかは未知なので、それぞれの人間が掛け替えのない能力を開花さ

せていくしかない。

・こうして知識社会では工業社会のように、標準化された反復訓練によって身につける

能力や、標準化された知識を強制的に詰め込まれて獲得できる能力は、必要とされな

くなる。問題の所在を認知するとともに、認知した問題を創造的に解決していく能力で

あり、「学び」続けることを動機づける能力が、知識社会では必要となる。つまり、「型」に

嵌める「盆栽型」教育では身につかない能力であり、「栽培型」教育でしか身につかない

能力なのである。 20



10．舵を切れない日本

(1) ノーベル経済学賞に輝いたサロー(Lester C. Thurow）の忠告

「さまざまな意味で、日本は第二次世界大戦後の資本主義の勝者であった。…しかし

、ゲームの戦い方をうまく習得して勝利を収めてきた者が、ゲームが変わったことに気
づき、新しいゲームの戦い方を学ばなければならないことに気づくのは、たいていいち
ばん後だ。この点で、日本も例外ではない」と。

(2)「無縁社会」となった日本

出所：社会的孤立の状況（OECD2005年）
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(3) 民主主義への不信と幻滅

「親和的対立」と「親和的論争」という民主主義の基盤の喪失

OECE 諸国の投票率（1945-2005 年） 

 

     最高投票率（年） 最低投票率（年）   変化率（%） 

日本        74.7(1980)        44.9(1995)       29.8% 

イギリス       83.6(1950)        59.4(2001)       24.2% 

カナダ         75.4(1958)        54.6(2000)       20.8% 

フランス       82.7(1956)        60.3(2002)       22.7% 

アメリカ       62.8(1960)        49.0(1996)       13.8% 

ドイツ         91.1(1972)        77.8(1990)       13.3% 

イタリア       93.7(1958)        81.4(2001)       12.3% 

ノルウェー     85.4(1965)        75.0(2001)       10.4% 

デンマーク     89.3(1968)        80.6(1953)      △8.7% 

スウェーデン   91.8(1976)        77.4(1958)      △14.5% 

出典：コリン・ヘイ、吉田徹訳『政治はなぜ嫌われるのか―民主主義の取り戻し方』岩波書店、2012 年 
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11. 「国民の家」に学ぶ

(1)「子どもの詩」に学ぶ第一集団としての家族

子ども ドロシー・ロー・ノルト

批判ばかりされた 子どもは 寛容にであった 子どもは 可愛がられ 抱きしめられた 子どもは

非難することを おぼえる 忍耐を おぼえる 世界中の愛情を 感じることを おぼえる

殴られて大きくなった 子どもは 賞賛をうけた 子どもは

力にたよることを おぼえる 評価することをおぼえる

笑いものにされた 子どもは フェアプレーを経験した 子どもは

ものを言わずにいることを おぼえる 公正を おぼえる

皮肉にさらされた 子どもは 友情を知る 子どもは

鈍い良心の もちぬしとなる 親切を おぼえる

しかし、激励をうけた 子どもは 安心を経験した子どもは

自信を おぼえる 信頼をおぼえる
出所：『あなた自身の社会-スウェーデンの中学教科書』，新評論，1997
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(2)社会の基盤としての家族関係

私たちは、学校、職場、余暇活動などで、さまざまなグループに属しています。しか

し、私たちにとって最も大事なグループは、それがどんなタイプであるかにかかわりな
く、家族です。人々は「家族は、社会全体がその上に成り立っている基礎である」とや
や重々しく表現します。

家族の中にあって、私たちは親近感、思いやり、連帯感、相互理解を感じます。一
方、そこには要求されるものもあります。お互いへの配慮や敬意、そして、家族の一員
として家庭内の仕事を分担するなどです。家族にあっては、私たちはありのままでいな
がら、受け入れられ好かれていると感じることができます。たとえ馬鹿なことを言ったり
してもです。そういうことは、その他のグループでは決してありません。

スウェーデンの社会科の教科書『あなた自身の社会』より

(3)スウェーデン・モデルとしての「国民の家」

・国家は家族のように組織されなければならない。

・「人間は自らの力で生活を営めなくなった時ほど弱い存在はない。故に生活の安全を

国家の最も重要な政治課題とする」

(4)スウェーデンの「コロナ危機」対応は、「国民が連帯してコロナ危機に立ち向かい、国民

の手であらためて民主主義的統治を取り戻そうという意思表明・挑戦」（ストックホルム

大学元研究員 訓覇法子氏）だと表現されている。
24



(5)スウェーデンの「コロナ危機」の対応で掲げられている標語は、「信頼」と「自発的規

律性」である。

(6)「信頼」とは国民相互の信頼である。

それは他者も自己と同様に考え、行動するという認識にほかならない。つまり、他
者も自己と同様に、良識と責任にもとづいて行動するという確信である。

(7)「自発的規律性」は他者から強制されることなく、自由意志にもとづいて、自己の行
動を規制していくことである。

(8)こうした「信頼」と「自発的規律性」をキー・ワードにして、国家の上からの権力的「

規制・統制」によってではなく、国民一人ひとりの英知を結集した国民運動によっ
て、「コロナ危機」への対応を意図したのである。

(9)
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Boys, be ambitious, not for money, not for selfish accomplishment,
not for that evanescent thing which men call fame.
金のためではなく、利己的な功績のためではなく、

人が名声と呼ぶあのはかないもののためでもなく、少年よ大志を抱け

―以上―


