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はじめに 

 

近代から現在までの人類の歴史は、宗教改革によって生まれて、市民革命で神抜きで正

統化された「個人」という自らに対する新しい認識と、「欲望」の万人への開放によって形

作られた資本主義の歴史であった。人間の欲望は科学技術と結びつき、産業革命を引き起

こした。この石油を消費することで飛躍的な速度で欲望を追求する産業社会は、大量の地

球資源を消費することで環境問題を生じさせた。我が国においては自殺者 3 万人という数

字が示すように、精神面からも行き詰まりを呈してきている。そして、2009 年に生じたリ

ーマン＝ショックは、金融という架空空間の「“ニュー”フロンティア」の限界を明らかに

した。村上泰亮氏は、こうした問題は産業社会の末路において必然的に生じる病理として、

「外なる限界」（環境問題）、あるいは生産技術が向上したことで生じる余暇において、「お

金」に代わる貴族的な価値を追究できるかという問題を「内なる限界」として予言してい

た。ウォーラーステインも、資本主義を「無限の資本蓄積の追求を最優先するシステム」

と定義し、そのシステムが①労働者の賃金、②税金、③資源、以上 3 つの生産コストの上

昇、そして「工場の逃避」の逃避先の消滅を指摘し、資本主義の原理そのものの観点から

の限界を提示した。 

 

先進国内においては、少子高齢化によって市場パイが飽和する一方で社会保障費は増大

している。結果として日本においては、平成 23年度において国債費は 670兆を超えており、

毎年 1兆円社会保障費が増大すると試算されている。消費税を 5%上げた程度では焼け石に

水といった状況である。少子高齢化は、資本主義のmore is betterの市場拡大志向の限界

を表出させ、社会保障問題は資本主義を支える 3つのOS、民主主義、国家主義、官僚主義

の行き詰まりを表出させていると言えよう。マルクスが予言した通りに資本主義システム

には大恐慌が起きたが、その資本主義システムによって起きる「余剰」を、「賃金の引き上

げ」、そして「社会保障」など、労働者階級に再分配することで生き延びた。つまり、ブル

ジョワの敵を自らに取り込んだのだ。しかし、その資本主義システムの大前提である「余

剰」が生み出せなくなろうとしており、自己崩壊に差し掛かっているのが現在の我々の産

業社会である。 

 

この資本主義の社会主義との同化は、階級間における和解による新規市場の創出ともい

える。要するにブルジョワのみに許されていた「欲望」の開放を、労働者階級にも拡大し

たに過ぎず、資本主義システムの原動力そのものである「欲望」を制御するには至ってい

ないのである。一方で古来、人間の欲望を制御する役割を果たしてきたのは、宗教、そし

て哲学である。仏教では、「空」の概念を説き、古代ギリシャ哲学では「イデア」、「魂」の

精神世界を説いて、現世で満たすことができるものを相対化させて欲望を制御してきた。
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本論においては、現代社会の問題の本質である資本主義を如何に制御していくのか、その

ヒントを古来の宗教、そして哲学に求め、他には偉人の残した言葉、あるいは思想の断片

をもとに求めて考えていきたい。 

 

 近代以降追求されてきた資本主義は、人間の外にある世界である「自然」を如何にコン

トロールするかということに重点を置いてきた。一方で宗教は、そとの自然ではなく、自

分自身の「内側」、すなわち精神を如何に鍛えるかということを扱ってきた。外なる世界で

ある自然は、資源等の物理的制約があるが、宗教が主題とする内側の精神世界は無限であ

る。宗教的な営みは、物理的世界の制約を無視することができない資本主義システムを乗

り越える糸口になるのではないかという問題意識をもとに現代における宗教の可能性を再

考したい。 ミハエル＝シューマッハーのような、仏教経済学など、古来の伝統宗教の概念

を用いて、資本主義の本質である欲望に対して宗教による抑制を試みる学者も参考にする。 

 

宗教の本質は、そもそも行動に制限を設けることで世界を限定して閉じることにある。

目的論を排して限りない成長を求める資本主義と正反対の性質を持つのが宗教である。し

かし、マックス＝ウェーバーが述べたように、資本主義システムは禁欲と勤勉、そして信

用や、教会における官僚的システムなどキリスト教との関わりが非常に強く存在している。

本論においてはその西洋文明にはもはや資本主義の欲望を止める手立てはないという前提

の上に、古来より存在するキリスト教以外の世界の宗教ないし思想の在り方を考察し、そ

の性質を用いて如何に限界に達する資本主義を制御するのかを考えていきたい。 

 

未来への洞察を提示するにあたっては、まずは資本主義を中枢に据える近代システムの

成り立ちと限界について第一章で述べる。そして第二章においては、定常型社会において

宗教がどのような役割を果たしてきたのかを、古代ギリシア哲学、イスラーム教、仏教、

ヒンドゥー教、そして儒教と道教の 5 つの観点から、分析をする。第三章では、旧来の宗

教の現代における限界を明らかにしつつ、キリスト教を中心とした西洋文明の限界を超え

るための方向性を、各思想、宗教の断片から明らかにしていく。 
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第一章：資本主義の成立の歴史とその限界 

 

1．資本主義を成立させた 4つの革命の考察 

～「神からの独立」と「王様からの独立」～ 

 

 資本主義という現代社会の根幹に位置する、欲望を肯定するシステムは如何にして成立

したのか。その本質的な始点は、宗教という欲望を抑制していた世界観の中枢に位置して

いた教会権力の崩壊にあると考える。中世末期において、教会を中心として強力に固定さ

れてきた世界秩序にゆるみが生じた。王、あるいは教皇など神によって正統化されてきた

階級に変動があったのである。本章では、西洋における資本主義成立の段階として神から

の独立である、①「宗教改革」、②「科学革命」、そして王様からの独立である③「市民革

命」、以上の革命の集大成としての「産業革命」と、4 フェーズを考えてその歴史に迫るこ

ととする。 

 

1－1．宗教改革 ―宗教の閉じた世界観からの解放（神からの独立）― 

 

 資本主義成立の動きを探究する際に、その具体的な変化を明らかにするために、中世の

世界の中心として君臨していた教会は如何にしてその地位を保ってきたのか、そして如何

にしての絶対的な地位が崩壊していったのかを見ていくことにする。教会の地位が崩壊す

るにつれ、プロテスタントという異端の新宗教が生まれた。プロテスタントは中世権力の

教会の権力を否定するだけではなく、教会によって抑え込まれていた「欲望」の起爆剤と

なったのである。まずは、中世における教会の存在とその絶対的な地位の崩壊の経緯から

みていきたい。 

 

 

・中世におけるカトリック教会の権力構造 

 

 中世ヨーロッパにおいては、多様な主体が存在していた。その中でも突出した権力をも

っていたのがローマ教皇を中心としたカトリック教会である。カトリック教会は中世ヨー

ロッパにおけるほぼ唯一の中央集権的な組織であった。「神の定めた法」を取り仕切って中

世世界のルールを司る存在、すなわち宗教が中枢を担う世界である中世ヨーロッパにおけ

るシステムの動力機関であった。 

 

ヨーロッパ中世においては、実にさまざまな主体や、主体からなるネットワークが存在

した。神聖ローマ皇帝などといって皇帝を名乗る主体もいたし、フランス王やイギリス王

などという王（キング）と呼ばれる主体もいたが、それと並んで、伯爵とか、より身分の
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低い騎士とかもそれなりの独立を保っていた。また、ローマ教会における教皇もいたし、

その配下にあったとされる各地の司教も権力があった。修道院も重要だったし、騎士団な

どという存在もあった。ベネチアやジェノアといった北イタリアの都市も優勢であったし、

リューベックなどを中心として出来上がった都市間のネットワークであるハンザ同盟も重

要だった。ヨーロッパ中世世界を知的にリードしたのは、一二世紀頃からできた、パリや

ボローニャ大学であった。つまり、主体の多様性が、このシステムの一つの特徴であった。 

新しい中世（p198.） 

 

いわゆる中世のヨーロッパでは、ローマを中心とするカトリック教会は、どの王国よりも

中央集権的に確立された政治＝経済組織であり、強大な封建的支配権力であった。最盛期

には、封建領主の寄進によって、ヨーロッパ全土の三分の一がカトリック教会の所有地で

あったと言われている。また教会の十分の一税は、中世における唯一の普遍的課税であっ

た。このカトリックの支配体制が確立するにつれて、キリスト教の愛を説く神学が、上下

の封建的身分秩序の正当化の理論となる。つまり、身分秩序が「神の定めた法」として「人

間の義務」となるのである。 

「近代」を支える思想（p.13） 

 

カトリック教会の中世ヨーロッパにおける絶対的な権威を、「階層」の概念によって理論

化したのが、トマス・アクィナス(1255~1274)である。彼は「神学大全」において「超自然」

と「自然」という概念を定義した。「超自然」を神々の世界、そして「自然」を現世とし、

神々の世界の階層も人間秩序の階層にもそのまま対応するとした。現世における階層（階

級）を作りだしたカトリック教会の存在を、神々の世界と現世の世界の間を取り持つ存在

であるとした。 

トマス＝アクィナスの「階層」

神の世界
（超自然）

現世の世界
（自然）

教会の
人間

世間の人間
（自然）

対応
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トマス＝アクィナスが神学大全において創造した世界観、ないし階級が通用した理由は

大まかに 2 点あると考えられる。第一には、そもそも聖書がラテン語で書かれていたため

に聖職者以外は話自体が理解できなかったこと。第二には、死後の世界という空間が存在

するということが当時の人々の苦しみに何らかの意味をあたえる可能性を提示していたこ

とである。また、カトリック教会の聖書の解釈に同意しない存在は、「異端」として王の暴

力という間接的手段を用いて鎮圧していた。この王の暴力を動員するという形で教会が持

っていた間接的な暴力は「神の意志」である。 

 

・カトリック教会の階級を支える暴力装置である「神の意志」 

 

教会の階級の正当化の理論だけでなく、その階級の根底を支えている暴力的な考察を試

みたい。暴力とはおよそ宗教とは縁が無いように思われるが、カトリック教会は軍事面に

も間接的にではあるが影響力を有していたと考えられる。中世ヨーロッパには王様が存在

していたとはいえ、封建制度は非常に緩やかなものであった。諸侯も何人もの主人を同時

に持っていたし、利害関係や趨勢によって簡単に裏切っていた。分散した武力を集めて戦

争をするためには教会によって戦争を正統化してもらう必要があったのである。教会は近

代における徴兵正統化原理であった民主主義の選挙権、あるいはナショナリズムに代わる、

「神の意志」という「徴兵装置」を司る機関としても強力な権力を有していたと考えられ

る。教会は実際にヨーロッパ内の戦争のみならず、テンプル騎士団という強大な軍も実際

に編成してヨーロッパ外への十字軍遠征も行った。 

 

カトリック教会の権力の大きさを象徴する事件こそが、1077 年に起きた、ローマ教皇グ

レゴリウス 7 世と神聖ローマ皇帝ハインリッヒ 4 世が聖職叙任権をめぐって対決した「カ

ノッサの屈辱」である。叙任権闘争では、教皇と皇帝の権力の別、すなわち、「宗教的な精

神世界を司る存在が」教皇で、「現世を司る存在が」皇帝ということになった。 

 

・火砲の誕生と教会権力の低下 

 

 しかし、この教皇が誇った絶大な権力も徐々に衰退していった。14 世紀に起きたアヴィ

ニョン捕囚によって、教皇の権威は失墜した。以後、教皇はフランス国王のいいなりとな

っていく。このように主権国家が生まれてきた原因の一つとしては火砲の誕生があるので

はないかと考えられる。火砲は強力であり、城壁を打ち砕いて防御能力を無効化させるこ

とができるが、高価であるために用意できるのは潤沢な資産をもつ国王のみであった。 

 

 

 



9 

 

中世のヨーロッパでは、一国の全軍隊は国王や皇帝や法王の私物ではなく、大部分は地

方の領主たちが自弁で維持している彼らの私兵（強制動員した領民）であったり、城塞都

市の市民自衛軍であった。そこで、王家対王家、あるいは非ヨーロッパ軍相手の大きな戦

争が起きると、地方領主たちはその所有物（私兵部隊）をみずから引率し、国王や皇帝や

法王に、あくまで領主たちの気の進む範囲で、軍役サービスを提供したものである。都市

民軍も同様だった。 

 

 フランスは、小領主（貴族）たちにはとうてい自弁できない「砲兵」を採用することで、

「絶対王政」国家を創始することに成功した。国内権力は高度に国王一人の手に集中され、

地方領主たちは私兵を禁じられ、軍事力は政府の公的な道具に変じた。 

 

新訳「戦争論」（p.200.） 

 

近代世界システムのように主権国家が確立し、暴力機構を国家が独占していれば、戦争は

正当な支配者である国家が行うのは当たり前であって、私の戦争はいけないなどという必

要もなかったであろう。 

 

新しい中世（p.203.） 

 

 以上のように、砲兵という新しい兵科の登場は教皇の持っていた、「神の意志」という、

バラバラな領主を集める徴兵手段という軍事のハード面における教皇の権威の源泉は低下

していったと考えられないだろうか。また、後述するが、トマス・アクィナスが定義した

ソフト面におけるカトリック教会の権威の源泉は、コペルニクスやニュートンらの科学革

命によって徐々に崩れていくことになる。 

 

・異端宗教(プロテスタント）が欲望の起爆剤に 

 

 このようなローマ＝カトリック教会の失墜が、16 世紀の宗教改革の下地となった。つま

り、教会の権威が失墜し、教会にたよらない個人による信仰の在り方、すなわちプロテス

タントが生まれたのである。ドイツにはルターの思想を受け継ぐルーテル教会、英国では、

ヘンリー8世によるイギリス国教会、ジュネーブには、ツヴィングリやカルヴァンから始ま

った改革派教会が生まれていった。 

 

 ルターは、「人間の善行や功徳は救済に無縁である」と述べて、教会組織の権威の源泉を

否定したのである。信仰は教会という組織ではなく、「個人」によると述べた。純粋に信仰

心が高いものが集まる不可視の教会こそが真の教会であると主張したのである。この「個
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人」は資本主義の基盤概念である、「所有」と密接に関わる概念である。ルター本人が意図

したかどうかは別としても、プロテスタンティズムは、教会の存在を否定すると同時に「個

人」という資本主義の「所有」へとつながる価値観のイノベーションであったとも考えら

れる。 

 

 カルヴァンは「予定説」を主張する。この「予定説」とは、天国に行けるかどうかは既

に決まっていて、「禁欲と勤勉」を忠実に楽しんで実行していれば、それは救われるサイン

であると考える思想である。故にピューリタン信者は質素なものを食べ、寝る間も惜しん

で、ひたすらに働いて働きぬくことで天国に行くことを目指した。職業労働が、宗教的不

安の解消の手段として機能するように、まさに、「神は自らを助けるものを助ける」という

思想が内蔵されていた。 

 

宗教改革が人間生活に対する教会の支配を排除したのではなくて、むしろ従来とは別の

形態による支配にかえただけだ、ということだ。しかも従来の形態による宗教の支配がき

わめて楽な、当時の実際生活ではほとんど気付かれないほどの、多くの場合にほとんど形

式に過ぎないものだったのに反して、新しくもたらされたものは、およそ考え得る限り家

庭生活と公的生活の全体にわたっておそろしくきびしく、また厄介な規律を要求するもの

だったのだ。 

プロテスタンティズムの倫理と資本主義の精神（p.17~18.） 

 

 ウェーバーはさらに、このピューリタンの「禁欲」と「勤勉」の倫理概念こそが「欲望」

を爆発させて資本主義の基盤を築いたと主張する。 

 

 一方の非現実的、禁欲的で信仰に熱心であるということと、他方の資本主義的営利生活

に携わるということと、この両者は決して対立するものなどではなくて、むしろ逆に、相

互に内面的な親和関係にあると考えるべきではないか、と。（p.29.）（中略）資本主義的経

済秩序はこうした貨幣獲得が「天職」として行われることを必要としている。（p.82.） 

プロテスタンティズムの倫理と資本主義の精神 

 

教会という今までは強力な世界観を提供して自分を守ってくれていた存在が無くなって

しまったために、人々の間に非常な不安が生じてしまったのである。個人で信仰を深める

といっても、その保障はどこにもなかった。教会という目的論を与えてくれる存在が消滅

して生まれた不安を解消するためには、何かに没頭するほかは無かったということであろ

う。この教会の世界観からの脱却が、資本主義システムにおける「目的論」の喪失につな

がっていく。そして、その自分の仕事を「天職」とすることで、教会に代わって世界を閉

じてくれる世界観を提供したのだ。そして、禁欲をして質素な生活を続け、天国にいける
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かどうかという不安をふりきるために一心不乱に仕事をして財産を築いていけば、自ずと

財産が貯まっていく。一方で財産が貯まれば次第に欲望の誘惑も高まって、宗教的精神が

減退する。そして、その利益のみを得ることを追究するようになり、利益獲得という天国

へ行くための「手段」の自己目的化が進行する。つまり、「禁欲」と「勤勉」という欲望の

正反対の理念が、資本主義という欲望全開のシステムの用意をしたということになる。 

 

メソジスト派の信徒は勤勉になり、質素になる。そのために彼らの財産は増加する。す

ると、それに応じて彼らの高ぶり、怒り、肉の欲望、生活の見栄も増加する。宗教の形は

残るけれども、精神はしだいに消えていく。人々が勤勉であり、質素であるのを妨げては

いけない。われわれはすべてのキリスト者に、できるかぎり利得するとともに、できるか

ぎり節約することを勧めなければならない。が、これは、結果において富裕になることを

意味する。 

プロテスタンティズムの倫理と資本主義の精神 

 

 カトリック教会の権威が相対的に低下したことをきっかけにして、教会を抜きに勤勉と

禁欲による信仰を遂げるプロテスタントと呼ばれる新興宗教が生まれた。そして、その新

しい宗教は経済を司る商人に受け入れられていって彼らが財を成す原動力となった。宗教

改革によって生まれた新しい宗教は、中世においては教会によって抑え込まれていた「欲

望」の起爆剤となり、資本主義システム成立の基盤となったのであった。 

 

1-2.科学革命 

 ―自然の神秘と神の信仰に代わる世界を説明する原理の成立（神からの独立）― 

 

 科学革命という言葉そのものは、イギリスの科学史家であるバターフィールドが提唱し

始めたものであり、近代初期における科学の大変革を示す。バターフィールドの述べる科

学革命とは、「地動説の誕生によって地球を中心とするという天動説の世界を述べる聖書の

世界観に限界が生じて物理など産業革命の下地を作って近代化の大きな要因となったと主

張するもの」である。 

 

この地動説につながる理論を提唱した人間としては、ポーランドのコペルニクス

（1473~1543）、ドイツのケプラー（1571~1630）、イタリア・トスカーナのガリレオ

（1564~1643）、そしてイギリスのニュートン（1642~1727）があげられる。コペルニクス、

ケプラー、そしてガリレオで地動説が固められ、ニュートンが万物が動く「理」である万

有引力を証明した。実際に目に実際に見える「法則」を証明可能な科学は、神の世界とい

う演繹的な世界観に少なからざるインパクトを与えた。ケプラーのルドルフ星表、ガリレ

オの自由落下運動の法則、ニュートンの力学は、再現可能な実験によって正しさを証明す
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る帰納法的探究を確立した。科学的帰納法は、聖書の演繹的な世界の説明に対して根源か

らの疑問を提示したと考えられる。目的論の欠如における変化という状態に対しては、そ

の変化が実は「進歩」という形で実は人間の理想に近づいているのだという新しい価値観

が生まれた。中世の演繹世界においては、世界が変わらないことが理想であったが、近代

においては変わることが進歩とみなされて理想とされるようになった。 

 

宗教と科学の関係の変遷

宗教

聖書

科学

科学革命
宗教

聖書

科学

中世 近代

・コペルニクス(1473~1543)
・ケプラー (1571~1630)
・ガリレイ(1564~1643)
・ニュートン(1642~1727)

地動説

天動説

天動説

万有引力

分裂

 

 

・宗教と科学の関係の変遷 

 

 歴史を見てみると、もともと科学はカトリック教会優位の中世においては、聖書に述べ

られていることを証明するための手段として機能してきたのであった。中世における科学

は宗教によって包括されてきたと考えることができる。コペルニクスや、ケプラー、そし

てガリレオは、地動説という聖書に述べられている「天動説」と全く異なる理を証明して

しまうものであった。彼らが、地動説を主張した際には未だに教会の権力が強力であり、

結局彼らは聖書の世界観を壊す「異端」として自説を抑え込まれてしまっていた。 

 

しかし、教会の権力が低下するにつれて包括されてきた科学は徐々に宗教からの独立を

果たす。聖書に述べられている目的論的な「理」とは異なる、自分自身の頭を使って合理

的に、帰納的に世界の理を探究する新しい手段として用いられるようになっていく。帰納

法によって実際に目でその理論の正しさを証明できる科学の確立は同時に、演繹的な証明

を展開してきた聖書の批判にもつながり、教会の権威の相対的な低下を助長した可能性も

考えられる。そして後述するが、この科学が資本主義システムと合体を果たして科学技術
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となり、欲望を極度にドライブさせる産業社会を誕生させた。そして、「科学」は大量生産

技術と医学の発達を促進させ、聖書に代わって現世利益を与えるものとして世の中を説明

する権威としての立場を築く。 

 

1-3.市民革命 ―「個人」と「所有権」いう概念の成立（王様からの独立）― 

 

以上の二つの革命である、宗教改革と科学革命はいわば中世における絶対的な権威であ

った教会を中心とした「神からの独立」の歴史であった。教会の権力が弱まった一方で力

をつけてきたのが王様たちであった。先述した砲兵の登場などによってバラバラに分かれ

ていた諸侯の力が徐々に王のもとへと集中していったのである。しかし、一度教会から王

様へと移行した権力も、資本主義の発達と火器の発達にともなって市民のもとへと移行し

て「王様からの独立」が生じる。この節では、いったん教会から王様に移行した権力の市

民への解放である市民革命の過程、そしてその世界における市民の在り方を説く社会契約

の変遷を追っていくことにする。 

 

・教会から王様への権力の変遷（王権神授説） 

 

力を蓄えてきた王の権力の正当化を試みたのが、イギリスではロバート・フィルマー

（1588~1653）、フランスにおいてはジャン＝ボダン(1530~1596)とジャック＝ベニーニ

ュ・ボシュエ(1627~1704)である。フィルマーは、トマス＝アクィナスの、「超自然」と「自

然」の「階層」の世界観を踏まえつつ、旧約聖書の家父長論を引用しつつ「王権神授説」

を唱えた。こうして王様による絶対王政の時代へと突入していった。 

 

・王様からの独立の変遷（英国篇） 

 

 この王様の権力をいち早く抑制したのは、17 世紀に生じた政治的変動を経て立憲王政を

確立させたイギリスであった。イギリスの政治改革はピューリタン革命(1642-1649)に始ま

る。イギリスではヘンリー8世の時代に離婚問題を機にカトリック教会との衝突を経て、イ

ギリス国教会が存在していた。しかし、本物のピューリタンたちに言わせれば国教会の教

えは、もともと浮気が原因で成立したこともあってゆるくて仕方なく見えていたのである。

ピューリタン革命後は共和政体となったが、クロムウェルの後はふたたび王政となった。

しかし、国王たちによって混乱が続いたために無血革命が起こり、これが名誉革命と呼ば

れている。市民層の権利を確認したものが、「権利の章典」である。結果として王様の権力

が抑制されて、プロテスタンティズムの教えにのっとって一生懸命に働いている市民層へ

と権力が移行していく。 
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・それが、立憲王政というシステムの安定に向かう基礎となった。（中略）イギリスでは、

国王は統治者として君臨しているのではあるが、議会における審議決定が基本的な重要性

と政治的意味をもつという体制が成立していくことになる。ヨーロッパのほかの国々では、

王権の強化と一体になって発展してきた近代主権国家の形成が、イギリスでは、立憲王政

の確立というかたちでさらに安定したのである。（中略）政治的な安定が立憲体制として実

現していったことは、経済的に世界で大きく展開するための、内部の憂いをなくす、重要

な基盤を形成したといってよいであろう。イギリスの政治と社会秩序の安定のうえで重要

であったのは、封建制以来の貴族にとってかわるジェントリーといわれる社会階層が、支

配階層として台頭していた点である。 

近代ヨーロッパ史（p.49.） 

 

・主体の変化と暴力装置の変遷 

 

王政の権力が抑制されたのは、王が無能だったからというだけではなく、火砲の誕生によ

って諸侯を揃えるだけではなく、銃器の発達によって王様の軍事力であった騎士の価値が

低下したことが原因としてあるのではないだろうか。幼少の頃から鍛え抜かれた人間が相

手だとしても、銃があれば武術訓練を受けていない農民ですら一瞬で殺傷することができ

てしまう。兵数を集めるだけではなく、如何に多くの鉄砲を用意するかが勝敗を分けるよ

うになったと考えられる。銃器を充実させるためには当然経済力を高める必要がある。こ

の経済力を司るのは商人階級に他ならない。新しい暴力装置を一番効率よく得られる人間

は市民階級であった。神からの独立と、王様からの独立までには、教会、王権、市民へと

変わる主体の変遷がある。それぞれが主体を握る背景は科学革命等によって生じた兵器技

術の向上による暴力装置の変遷にも対応している。 
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近代化に伴う主体の変化とそれぞれ
の暴力装置の変遷

経済の世界（近代）

主体：市民（商人） 暴力装置：大量の火器＋ナショナリズム

宗教が揺らぐ世界（中間）

主体：王様 暴力装置：大砲

宗教の世界（中世）

主体：カトリック教会 暴力装置：「神の法」（徴兵）

神からの独立

王様からの独立

 

 

 

 

その時代における、相手を圧倒する暴力を独占したものが主体となってきたとも考えられ

ないであろうか。 

 

国家必要論が述べるものとは反対に、国家は「不正」な力をおさえるために「必要だから」

存在しているのではない。そうではなく、暴力をめぐるヘゲモニーの争いの帰結として国

家は成立しているのである。 

国家とは何か（p.35.） 

 

中世から近代までにおける主体の変遷もこの「暴力をめぐるヘゲモニーの争いの帰結」と

しての一面を持っているのではないか。現在の法律違反として処罰をするという行為自体

は、「異端」として罰していた中世と本質的にはなんら変わることはない。そして、この暴

力こそが近代から現代に続いて、聖書に代わって人々の行動の方向性を決定づけるための

手段として用いられるようになるのである。聖書にかかれた正義が現在においては「法律」

にまとめられ、それを資本主義社会におけるあらたな正義である「禁欲と勤勉」の末に努

力して習得した法律家、あるいは官僚という聖職者同様にある程度社会から離れた人間が

旧来の「聖書の解釈」に代わる、「法律の解釈」を司っているということになる。 
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現代においても徴税の義務を国民に課して経済活動に従事させることができるのは、暴

力を警察という形で国家が独占しているからに他ならない。高度経済成長期は国民一人一

人が一生懸命に働いてモノを生産することが資本主義システムの維持、並びに国家への利

益につながったために、社会保障等で国民を優遇してきた。しかし、市場パイが縮小する

状況では一生懸命働けば働くほどに在庫が余ることになる。故に、現在に至ってはこの社

会保障という観点からもこの国家の暴力による支配は限界を迎えているということが言え

るのではないだろうか。 

 

王様は単純にその国に一人しか存在しないために中央集権的で単純な権力構造であった

が、新たに革命を果たした市民（ブルジョワ）は複数存在していており革命を果たしたと

はいえ、市民にどのような形で権力を持たせるかという課題が残っていた。ホッブズの定

義する自然状態も、権力がほぼ均等に複数に分かれて存在する均衡状態の必然の結果であ

り、フランス革命直後の凄惨極まる混乱状態を指していると考えられなくもない。国家と

いう抽象概念、あるいは近代民主主義は、この複数に利益関係が絡まる市民を包括するた

めに生み出されたものであったと考えられる。次に、この国家という抽象空間における市

民の立場、あるいは権力の在り方である、「社会契約」の変遷を見ていくことにする。 

 

・市民（ブルジョワ）による統治の理論的正当化 

―ホッブズ、ロック、ルソーにおける国家と市民の関係である社会契約の変遷― 

 

 王様に代わって権力を握るようになったブルジョワ市民階級の人々を思想の面から正当

化し、徐々に段階を経て徐々に立場を強化する役割を果たしたのが、ホッブズ、ロック、

ルソーの三人の思想であると考えられる。それぞれの思想について迫っていく。 

 

・ホッブズ（1588-1679）―神、王を頂点とする自然的権利の逆転と平等な個人の誕生― 

 

 ホッブズの思想のキーワードは、「自然的権利」、「個人」、「平等」である。「自然的権利」

という新概念を彼は定義し、トマス＝アクィナスからフェミニーに継がれた、教皇、もし

くは王様を権威化する自然法という家父長的制度を逆転させた。「自然的権利」とは教会や

王様を除いて、人が存在しているということそのものから既に権利を有するという考えで

ある。教会と王様以外の人間は身分制度構造の中で家父長的に従属すると考えられてきた

が、教会と王様抜きでも自分自身の権利を有することができると彼は説くのである。絶対

的な価値の源泉を既成の上級階級から市民に宿したとも考えられる。この既成概念からの

独立の論理展開は、宗教改革においてルターが「人間の善行や功徳は救済に無縁である」

として教会の権威抜きで、各人が「見えない教会」となって信仰心が陶冶できると考えた

のと非常に似ている。市民へと権利の源泉を移行するための論理装置が「平等」であった。 
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 「自然的権利」を定義したことによって、神からも王様からも独立した「個人」という

市民に対する新しい概念が生まれることになる。そして、このそれぞれの「個人」とは能

力にあまり大差がなく「平等」であるとホッブズは考えた。 

 

自然は人々を心身の諸能力において平等に造ったのであり（中略）人と人の違いは、ある

人がその違いに基づいて、他人が彼と同様には主張してはならないような便益を主張でき

るほど顕著なものではない、というほどなのである。肉体の強さについて言えば、もっと

も弱い者でも、ひそかなたくらみにより、あるいは彼自身と同じ危険にさらされている他

の人々との共謀によっても、もっとも強いものを殺すだけの強さをもつのである。 

リヴァイアサン（p.207.） 

 

ホッブズの定義する、自然の権利とは以下である。 

 

各人が彼自身の自然すなわち彼自身の生命を維持するために、彼自身の意志するとおりに

彼自身の力を使用することについて、各人がもっている自由であり、したがって彼自身の

判断力と理性において、彼がそれに対する最適の手段と考えるであろうなどんなことでも

行う自由である。 

リヴァイアサン（p.216.） 

 

聖職者に頼らず、利害を含めて合理的に考えるロビンソン＝クルーソー的な人間を想定し

ていると考えられる。力に大差が無い人々同士が有限な資源を自然の権利のもとで争えば、

ゼロサムゲームとなり、「各人の各人に対する闘争」が生じることになる。そして、この闘

争状態をホッブズは「自然状態」であるとした。このような自然状態を避ける手段として、 

 

人は、平和と自己防衛のために彼が必要だと思うかぎり、他の人々もまたそうである場合

には、すべてのものに対するこの権利をすすんで捨てるべきであり、他の人々に対しては、

彼らが彼自身に対してもつことを彼が許すであろうのと同じ大きさの自由をもつことで満

足すべきである。 

リヴァイアサン（p.218.） 

 

市民は国家という巨大な機械であるリヴァイアサンに全ての権力をいったん預けるべきで

あると考えたのである。この権利の譲渡を「契約」と呼んだ。この人間と国家との契約、

すなわち社会契約が成立することで、自然状態という闘争から「社会状態」へと移行する

とされた。社会状態においては、「主権」と「臣民」が区別されており、後者は前者に絶対

的に従わなければならないとホッブズは述べる。「平等」という原理によって神と王様以外
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のカーストの人間の権利を正当化する一方で、彼らの代わりとして選ばれた人は絶対的な

権力を持つ存在とした。「主権」を軸に据える権力構造的には、権力を一方的に集中させる

中世の形式に則ったものとなっており、平等の上の専制というのがホッブズの社会契約論

の特徴であると言えるだろう。 

 

・ロック(1632-1704) ―所有権と抵抗権― 

 

 ロックもホッブズ同様に自然権という概念を用いて、教会と王権を支えていた神の法と

は違う方法での世の中の秩序の原理を展開し、名誉革命の正当化をしたとされる。 

 

自然状態にはそれを支配する自然法があって、すべての人はそれに拘束される。そして理

性こそその法なのだが、すべての人は理性に尋ねてみさえすれば、すべて平等で独立して

いるのだから、だれもほかの人の生命、健康、自由、あるいは所有物を侵害すべきでない

ということがわかるのである。 

統治二論（p.289.） 

 

その為の新しい正義としてロックもホッブズと同じく「平等」を持ち出すが、彼はそれに

加えて「所有権」という新しい市民の権利を付け加える。 

 

大地や人間より劣る被造物のすべては人類の共有物であるが、しかし、すべての人が自分

自身の身体に対しては所有権をもっている。これに対しては、本人以外のだれも、いかな

る権利をもっていない。彼の身体の労働と手の働きは、まさしく彼のものと言ってよい。

そこで、自然が与え、そのままにしておいた状態から彼が取り出したものは何であっても、

彼はそこで労働をそれに加え、彼自身のものをつけ加えて、それへの彼の所有権が発生す

るのである。 

統治二論（p.176.） 

 

労働価値説によって、所有権を正当化する。この「所有権」とは、教会と王様から所有す

ることが認められるのではなく、働いたその人の努力によって生じる権利だと説くのであ

る。労働をする者とは農民ではなく、新たに力をつけてきた市民階級を指すと考えられる。

ホッブズの自然権に、市民が教会と王様から独立して物を有する権利を付け加えた。 

 

立法権力は、政治共同体の最高権力であるだけでなく、共同体がひとたびそれを委ねた人々

の手中にあって神聖かつ普遍の権力でもある。 

統治二論（p.452） 
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「人は、平和と自己防衛のために彼が必要だと思うかぎり、他の人々もまたそうである場

合には、すべてのものに対するこの権利をすすんで捨てるべき」としたホッブズと同様に

「主権」の権力を定義しながらも、 

 

立法権力は、特定の目的のために行動する単なる信託権力にすぎない。国民の手には、立

法権力が与えられた信託に違反して行動していると彼らが考えた場合には、それを移転さ

せたり変更したりする最高権力が残されている。なぜならば、ある目的を達成するために

信託によって与えられたいかなる権力もその目的によって制約されるので、その目的があ

きらかに無視されたり、反対を受けたりするときはいつでも、その信託は必然的に失効せ

ざるをえず、 

統治二論（p.473.） 

 

と抵抗権を認めるのである。ロックに至って一部に絶対的な権力を集中させる中世以来の

権力構造の転換が起きたと考えられるだろう。 

 

人々が結合して国家共同体をつくり、統治に服することの大きなそして主な目的は、彼ら

の所有権の保全ということである。 

統治二論（p.242.） 

 

また彼は以上のように国家をあくまでもボトムアップの「所有権」を維持するための意思

決定機関と定義づけたのである。ここに至って、旧約聖書を引用して家父長的に説明され

てきた「「血統＝身分」の支配から「財産所有＝階級」の支配へ」（近代を支える思想 p.37.）

の移行が正当化された。ロックの思想は所有権という資本主義システムの前提の原理を提

示したと考えられるだろう。この所有権を批判する形で「平等」を唱えた人物こそがルソ

ーである。 

 

・ルソー(1712-1778) ―「平等」の再定義と「一般意思」による政府機能の正当化― 

 

 ルソーはロックとホッブズが批判して政府の存在の正当化の原理として用いた、自然状

態を逆に「自然に帰れ」と主張して賛美するのである。 

 

自然状態とは、自己保存のための配慮が他人の保存にとってにとってもっとも害の少ない

状態なのだから、この状態は従ってもっとも平和に適し、人類にもっともふさわしいもの

であった、と言うべきであったのだ。」 

人間不平等起源論（p.70.） 
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文明の発達こそが、不平等を促進させたとルソーは洞察するのである。資本主義はパイを

争うシステムであり、システム内には必然的に勝者と敗者が生まれるという問題が内包さ

れているがゆえに、時間が経てば経つほどに不平等は促進することは避けられない。 

 

人間社会を平静で公平な眼をもって眺めてみると、まずそれはただ強い者の暴力と弱いも

のへの圧迫だけを示しているようにみえる。そこで、人の精神は前者の冷酷に対して反抗

したり、後者の無自覚を嘆きたくなったりする。そして、人間のあいだでは、知恵よりも

しばしば偶然によって生み出され、弱さあるいは強さ、富裕あるいは貧困と呼ばれる、あ

の外面的な関係ほど安定性のないものはないのだから、人間の制度は一見したところ、く

ずれやすい砂山の上に築かれているかのように思われる。 

人間不平等起源論(p.32.) 

 

 このような不平等に対する解決策としては、ルソーは個人と社会が一致した状態になら

ねばならないと説き、これこそが理想的な社会契約の在り方であるとした。一致した状態

こそが一般意思と呼ばれるもので、この一般意思は人民全員の意志を反映したものである

と考えられている。ルソーの述べるこの一般意思は、ギリシアにおける直接民主制を想定

している。熟議を経て全員の意見を一致させるまで議論を続ける方法は日本の寄合にもみ

られるものである。 

 

 このルソーの一般意思という全員参加の発想は、市民の身分の正当化原理として用いら

れていた「平等」を、ロックの思想によって市場競争を激化させた「自由」を抑制する、

あるいは納得させる原理に昇華させたとも考えられる。ルソーの一般意思の概念はみんな

が参加してできた権力であるから、よい権力であると、既存の政府を正当化する考えとし

て使われたのではないだろうか。ロックの提示した所有権システムの中では必ず勝者と敗

者が生まれてしまう。そうした不安定な状態であった資本主義（自由）世界を文明の進歩

による堕落と喝破し、民主主義（平等）のガス抜きの可能性を提示するきっかけになった

とは考えられないだろうか。 

 

ホッブズの考える社会契約は、一度決まったら絶対服従をしなくてはならないとされて

いた。次のロックに至っては市民に所有権が認められて、その権利を守るためには抵抗権

によって反抗することが認められた。最後のルソーは所有権を認めて競争すると不平等が

生まれることを洞察し、一般意思という全員参加の利害を超える理念を提示することで「平

等」という価値を「自由」を抑制する概念へと昇華させた。ホッブズ、ロック、ルソーの

三人の思想の変遷は、資本主義システムにおける自由と平等の振り子の歴史を暗示するも

のといえる。 
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社会契約の力関係

①ホッブズ（平等）

従属契約・再分配

②ロック（自由）

所有権・競争

平
等

自
由

国家側

市民側

③ルソー（自由民主主義）
一般意思

 

 

1-4.産業革命 ―資本主義と科学の合体による科学技術の成立と欲望の全開― 

 

 上述の宗教改革の結果としての欲望の解放、科学革命による科学技術の発達、そして市

民革命によって整備された教会と王権に代わる市民（ブルジョワ）の私有財産制度の成立

が結実したのが産業革命である。産業革命は、科学革命によって宗教の枠組みから独立し

た科学を資本主義が取り込む形で成立した。 

宗教と科学の関係の変遷

産業革命

宗教

聖書

科学

近代

・コペルニクス(1473~1543)
・ケプラー (1571~1630)
・ガリレイ(1564~1643)
・ニュートン(1642~1727)

地動説

天動説

万有引力

分裂

近現代

資本主義

宗教 科学

・禁欲
・勤勉

プロテスタント
科学技術
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科学は、科学革命後に宗教とは異なった形である、帰納的手法で世界の摂理を説く手段と

してカトリックキリスト教から独立していた。しかし、資本主義がその科学を取り込むこ

とによって、科学は単に世界の摂理を探究するものではなく、欲望を達成するための手段

である「科学技術」と移行していった。宗教と科学は、近代の移行期においては分裂して

いた。しかし両者は、市民革命を経て確立された私有財産権をインフラとして、禁欲と勤

勉のプロテスタンティズムと科学技術という形で資本主義システムのカタパルト台となっ

たのであった。 

 

 ではその産業革命とは如何なるものか。 

 

ものの生産が機械によっておこなわれる。その機械を動かす動力もまた、機械を用いて自

然力以外の力を人工的に作り出すことで供給し、そうして多くの機械を一か所に集めて一

度に大量に、能率的にものを作り出していく。機械制の大工場、である。このような機械

によって大量に生産されたものが供給されることで、ものの消費のあり方も変化をこうむ

る。商品を動かすための流通のあり方、あるいは原料を大量に入手し動かすための仕組、

こういったことも、変化せざるをえなくなる。そして、人力を超えた機械でものを作ると

いうことは、人が働くことのあり方も、変えていくことになる。 

近代ヨーロッパ史（p.124.） 

 

産業革命を経て成立した産業社会における重大な変化は、生産スピードの急激な上昇に

ある。従来は、農作業が典型であるが基本的に自然のスピードに沿って人間の生産活動が

行われていた。産業社会においては、石油という、何万年と光合成で蓄積してきたエネル

ギーを用いて限りない人間の欲求に応える利便性と大量の商品を生産する。産業革命に至

って、宗教改革から始まった資本主義システムは、現在まで続くこの産業社会という形で

帰結したのである。 

 

1-5.産業社会成立後の資本主義の歴史  

 

 産業革命を経て資本主義システムが成立し、欲望が解放されていった。解放される欲望

を正当化したのが、アダム・スミスを始めとする功利主義を唱える思想家たちである。ア

ダム・スミスは有名な「神の見えざる手」という概念を創出して、貴族以外の人々の勤勉

の価値を認め、貴族（国家）の介入をできるだけ避けて自由競争をさせることを推奨した。

「平等」な「個人」が「自由」に欲望を追究することは、事実当時は経済成長にそのまま

つながってパイが拡大していたので幸福につながるのだと信じられるようになった。その

結果として生まれたのが「レッセフェール」と呼ばれる自由放任体制であった。その後順

調に経済成長が続くとみられていたが、マルクスが予言した通り 1929年には大恐慌が起こ
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る。ここに至ってそれまで万能と思われてきた欲望の解放に限界が見られてきた。 

 

恐慌においては、以前のどんな時代にもとても起こるとは考えられなかったような社会的

疫病―過剰生産―という疫病が発生する。（中略）生産諸力はこの関係によって強大になり

すぎ、生産諸力がこの関係によって歯止めをかけられるのだ。 

共産党宣言（p.51.） 

 

王様に代わって権力を得たブルジョワ階級は労働者と呼ばれる被支配階級の人間を道具同

然に取り扱った。 

 

かれらは、信心深い陶酔、騎士の感激、町人の哀愁といったきよらかな感情を、氷のよう

につめたい利己的な打算の水のなかで溺死させた。 

共産党宣言（p.45.） 

 

利益を得る簡単な方法は、生産コストを下げることであり、労働者を酷使することで利益

を最大化させようとしていたのだ。しかし、次第に生産能力が向上していくとブルジョワ

のみに限られていた市場に対する生産過剰が生まれる。資本主義システムにおいて搾取に

よる利益実現しようとすればするほどに生産過剰が生まれて大恐慌に陥るという自己矛盾

をマルクスは指摘したのであった。生産過剰を処理するためには市場を拡大するしかなか

ったが、当時は植民地化も進み完全な飽和状態にあった。故に、残された市場は労働者そ

のものということになり、労働者を市場に取り入れることで資本主義は延命した。 

 

 自由放任体制のもとによる欲望の大全開に対する反省として、提示されたのが干渉主義

である。つまり、ホッブズが主張したように、市民に全てを任すのではなく国家による市

場の介入を示唆したのであった。国家はさらに、労働者に対する再分配機能を果たすよう

になり、福祉国家へと変貌を遂げる。 

 

 一方で、国家が介入する範囲では、資本主義のエートスである合理的経営を促す市場原

理が機能せずに経営が非効率になって、逆に経済発展を阻害してしまうということになっ

てしまった。これは言うまでもなく、冷戦期の社会主義国に見られたことである。面白い

ことに軍事技術に関しては、米国という敵国が存在していたために、競争原理が働いてお

り経済が悪くとも軍事技術においてロシアは米国と匹敵するか上回るほどの水準を保って

いた。また、莫大な投資が必要でインフラ事業という比較的中央集権的な経営に向いてい

ると考えられる鉄鉱業の建設には大成功を収めていた。しかし、その富はブルジョワに代

わる権力者である国家官僚が独占し、消費財など市場全体においてはアメリカ等の自由市

場国には圧倒的な敗北を喫していた。ソビエト連邦の共産主義とは表面的でホッブズの想
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定する国家と同じく中央集権的であった。前掲の図における国家と市民の社会契約バラン

スの中であまりに国家権力に力が傾いており、富を国家を牛耳る官僚が独占していたのが

ソビエト連邦の末期であった。ソビエト連邦の崩壊は、ルソーの「みんな（労働者）に選

ばれた権力」という形でブルジョワに代わる存在として、共産主義のもとに正当化された

新しい権力者である官僚が、ホッブズ的な国家よりの態勢に傾き過ぎてバランスを失って

しまっていたとも考えられないであろうか。 

 

ケインズ的な国家よりの経済政策は、前述の通り非効率な経営に繋がり、限界を呈して

いた。そこで、また振り子の原理が生じて国家的平等主義から、市場自由主義へと移行す

る。その結果が、国家の市場への介入を最小限にとどめて競争させる「小さな政府」、すな

わち誘導資本主義であり、現在の我々の社会である。 

 

平等をめざす社会において自由が失われ、自由に満ちた社会では平等が保障されにくいと

いうことは、過去 200年の世界の歴史が明らかにしたとこである。 

戦後世界経済史―自由と平等の視点から― 

 

 ホッブズとロック以降においても、この自由と平等という、国家と市民間における社会

契約の振り子は揺れ続いたのであった。それを、社会福祉国家への移行がその変遷を物語

っているといえる。 

 

自由と平等の止揚のアナロジー

ホッブズ

（平等）

ロック

（自由）

ルソー

（自由民主）

資本主義

（自由）

社会主義

（平等）

福祉国家

（自由民主）
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むしろ、ルソーを含めた彼らの社会契約という市民と国家の間の関係の洞察がその振り子

の仕組みの基礎となったとも考えられなくもないだろう。 

 

2.4つの革命の末に陥っている資本主義の機能不全 

 

 資本主義は、「自由」と「平等」の振り子という安定装置を得ながら欲望を全開にさせて

発展してきた。そうした経済発展は生活水準の向上をもたらし、かつ社会問題を解決する

役割も果たした。一方で、産業社会は近年のリーマン＝ショックを始め、様々な形で機能

不全を呈してきている。この節では、レーニンを始め様々な思想家が洞察した資本主義の

限界点について考えていきたい。 

 

2-1. 独占による自由競争の消滅（レーニン） 

 

・「独占」は資本主義発展における歴史の必然 

 

 レーニンは、マルクスの「自由競争は生産の集中化を生み、そしてその集中化は、一定

の段階に達すると独占へとつながっていく」という洞察を、帝国主義に当てはめて国内の

みならず、国際間における独占を考察した。帝国主義を資本主義の発展段階の究極である

と述べて、生産が社会全体にかかわるようになって、自由競争時代の終焉を意味すると説

いた。市場競争においては、ある市場の中では常に勝敗が決まって時を経るにつれて寡占、

ないし独占が進んでいくことになる。「独占とは、資本主義の最新の発展段階がもたらした

究極の帰結である。」（帝国主義論 p.61.）と喝破したのである。レーニンは、独占を可能と

する要素を 4つ挙げている。 

 

1．非常に高度な技術 

2．経営規模の大きさ 

3．資金の潤沢さ 

4．機械製作 

 

1と 3は、付加価値とコスト両方、2は、コスト優位性、4は生産手段を指すと考えられる。

この 4 つの要素を巡って企業は市場競争を繰り広げて勝敗を決めていくと想定される。そ

して、ある程度まで優勝劣敗が決まればカルテルによって利益をお互いに保護し合う関係

を築く。産業文明の進歩によって不平等が促進されることは、ルソーも人間不平等論おい

て主張していた。 
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・過剰資本の輸出 

 

 国内市場の独占によって集積した過剰資本はさらなる利益を拡大する為に用いられるが、

それは後進国に向けられる。 

 

後進国では通常、利益率が高い。なぜなら、資本が少なく、土地が値ごろで、賃金が低く、

原材料価格が安いからである。 

帝国主義論（p.125.） 

 

コストを下げて利幅を増やすために植民地経営に乗り出すのである。国内における巨大化

した独占資本家が、「必然」としてそのカルテルの範囲を世界にまで拡げた。そして、その

独占は停滞と腐敗に陥る危険性があると説く。その独占を打ち破るのは技術革新による新

市場の開拓にあるが、独占に停滞と腐敗によってその革新も妨げると喝破していた。今と

なっては至極当たり前と考えられていることであるが、マルクス同様に資本主義全盛の時

代に欠陥を鋭く見抜いたことは評価するべきではないだろうか。 

 

資本輸出は、帝国主義の本質的な経済基盤の一部である。資本輸出に起因して、金利生活

者層が生産活動から完全に切り離され、その状態が一層固定化される。また、海のかなた

の南の国々や植民地の労働を搾取して生活している国は、全体的に、寄生の痕跡を帯びる

ことになる。 

帝国主義論（p.196.） 

 

生産から切り離されたイギリスは、金利のみによって世界一の貿易国の貿易収入の 5 倍を

得ているというデータを提示し、金利生活国を腐敗した資本主義の象徴と喝破する。生産

するのではなく、金を独占することで自由を圧殺する。中世の原動力であった宗教を独占

してきた坊主のように、ブルジョワは資本主義システムの原動力であるお金を独占して階

級を発達させたと考えることができるだろう。レーニンは自由が発達すれば自由が抑圧さ

れる自由競争の究極の矛盾を世界的視点から洞察したのであった。 

 

2-2. 搾取システムの自己崩壊（ウォーラーステイン） 

―帝国主義終焉後の搾取の仕組みの限界― 

 

 ウォーラーステイン世界システム論を提唱して、搾取の仕組みを提示した。彼の世界シ

ステム論においては、中核/半周辺/周辺の三つの地域があり、半周辺、周辺の余剰を常に中

核が吸い取ると考えたものである。ウォーラーステインはこの中核/周辺概念を用いて第二

次世界大戦後の帝国主義が終焉した後の企業主体の世界の経済の分析を行い、その限界を
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指摘した。ウォーラーステインは、資本主義を以下のように定義する。 

 

無限の資本蓄積を優先させるようなシステムが現れてはじめて、資本主義のシステムの存

在を言うことができる。（中略）無限の蓄積以外の動機で行動する主体には不利に働き、最

終的にはそのような主体が社会の舞台から排除されてしまう一方、適切な（無限の蓄積を

志向する）動機に即して行動する主体には有利に働いて、うまくいけば、そのような主体

には富がもたらされるようななんらかの構造的なメカニズムがあるということである。 

入門世界システム分析（p.69.） 

 

この無限蓄積の基盤となったのは、宗教革命において生じた「禁欲」と「勤勉」のプロテ

スタントの倫理に他ならない。この倫理こそが無限蓄積という資本主義の精神を形作った

のである。そして自由競争市場において無限蓄積を求めるとレーニンが指摘した通りに次

第に独占が生まれることとなる。 

 

中核的生産の本質は、独占に準ずる状況に支配されているような生産過程ということであ

る。結果、周辺的な商品の生産者から中核的な商品の生産者への絶えまない剰余価値移動

（不等価交換）が起こる。これは収奪とあまり変わらない 

入門世界システム分析 

 

そして、この不等価交換による無限蓄積こそが資本主義の本質であるとカールシュミット

は主張する。（レーニンを継承）しかし、無限蓄積を進めていくと次第に過剰生産となる。 

 

個々の企業はコストを削減するが、全体としては、企業が十分な消費者を見出すことはま

すます困難になっていく。世界の有効需要を十分な水準に回復させるひとつの方法は、中

核地帯の普通の労働者に対する賃金を引き上げることである。（中略）当然のことながら、

賃金水準の上昇は、企業家にとっては利潤の減少を意味する。（中略）世界の他の地域に、

より低水準の賃金で働く労働力グループを拡大することで埋め合わせられうる。それは、

具体的には、新しい人間を賃金労働のプールに引き込む-相対的に低賃金であっても、そこ

に引き込まれた人間にとっては、実質所得の上昇となる-ことで実現される。しかし、やは

り当然ながら、「新しい」人間を賃金労働のプールに引きこむたびに、賃金労働のプールの

外部に残る人間の数は減る。そしていずれ、実質的にもうこれ以上、そのような「新しい」

人間がいなくなって、プールが枯渇するときがくる。 

入門世界システム分析（p.85.） 

 

不等価交換を狙って周辺国へと進出することを、ウォーラーステインは「工場の逃避」と

定義する。そして、安い賃金を求めて工場の逃避をしてももはや逃避をできる場所が枯渇
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する時が来ると予測する。先述した「小さな政府」への移行も実は、報酬、投入物、税金

の生産コストを引き下げるためであったと考える。しかし、結局はこの試みは成功とはい

えない結果に終わり、資本家は利潤取得を、生産領域ではなく、金融投機の領域で行おう

としていた。実物世界におけるフロンティアが消失しかかっていたので、アメリカ政府は

国をあげて金融世界という抽象空間に「ニューフロンティア」を求めたと考えられるだろ

う。しかし、リーマンショックによって、この架空空間におけるフランティアの限界が見

えてしまっているのが現状である。 

 

2-3. 搾取側（海国）の限界における被搾取側（陸国）の台頭（カール・シュミット） 

 

 カールシュミットは、資源を算出する「陸」国と、経済システムそのものを司る「海」

国に世界を分類した。 

 

イギリスがヨーロッパ民族が築いたものを相続できたのは、自らの存在を文字通り陸から

海のエレメントへと移し変えたからである。イギリスはそれによって、多くの海戦に勝っ

ただけでなく、無限に多くのもの、一つの革命を勝ち取ったのである。しかもそれは大が

かりな革命、全地球的な空間革命であった。（中略）イギリスは陸から海へのエレメントの

決定的な展開の担い手、中心になることによって当時爆発した全ての海洋エネルギーの相

続者となった。そしてイギリス的な世界の大洋の占取を完成し、全地球的な空間革命の第

一段階をわがものとした。 

陸と海と 

 

として、イギリスの覇権国家としての成功を海エレメントへの変化にあったと主張したの

である。宗教改革においても海と陸の概念を用いて分析を試みており、カルヴァニズムは

同時性、政治的な意味で「海」エレメントと親和性があり、ルター派は、領土主義にこだ

わったために陸国をしていったと述べる。第二次世界大戦中の 1942年に執筆された本書で

あるが、ドイツが近代化に遅れた理由、すなわち陸国化した原因を教義の差異からも考察

した。 

 

資本輸出は、帝国主義の本質的な経済基盤の一部である。資本輸出に起因して、金利生活

者層が生産活動から完全に切り離され、その状態が一層固定化される。また、海のかなた

の南の国々や植民地の労働を搾取して生活している国は、全体的に、寄生の痕跡を帯びる

ことになる。 

帝国主義論（p.196.） 

 

海国に対する洞察の種はこのレーニンの帝国主義の一文とも考えられる。カール・シュミ
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ットの海国と陸国の分類は、レーニンの定義した債権国と債務国、あるいはウォーラース

テインの中核と周辺にも対応すると考えられるだろう。 

 

 カールシュミットは、「産業革命によって海のエレメントに生まれた海の子を、機械の製

造者、機械の操作者に変えてしまい、カルヴァン派の予定説信仰の間に実現した爆発的な

エネルギーは持っていない」と当時の通商国家としての英国に対してはその斜陽を認めて

いる。この要因以外においてもレーニンを始めウォーラーステインが洞察したように海国

は、工場の逃避による資本の無限蓄積が不可能になり没落しかかっているのが現在である。 

 

海国が没落するということはむしろ陸国が台頭するとも考えられる。イスラム圏は現在

においては石油という「分業」による商品取引を土台にする資本主義システム全体の燃料

を供給する「陸国」になっているが、もともとは自ら生産をするのではなく、砂漠という

無限空間おいて通商システムを司る存在であった。9.11 もアメリカの海国としての限界を

表出させて本来は自らが通商システムを司るべきだと考えて、ワールドトレーディングセ

ンターといういわば既存の通商システムの象徴を破壊したとも考えられなくもない。既存

の海国システムの中で不等価交換による利益を生み出せなくなった覇権国家は、金融世界

という架空空間において資本の無限蓄積を成し遂げようとしてきた。それももはや、リー

マンショックによって限界が露呈してしまったのである。 

 

2-4. 南北問題、大衆の貴族化の可否、環境問題（村上泰亮）  

―産業社会における必然的な欠陥― 

 以上の三人の思想家を通じ、主に資本主義を支える搾取のシステムの崩壊を見てきた。

村上泰亮は、この搾取システムのみならず、生産技術の向上により生活の必要から離れた

人々が貴族となれるのかという「内なる限界」、そして環境問題の「外なる限界」の二つの

本質的欠点を提示した。 

 

① 内なる限界（大衆の貴族化） 

② 外なる限界（環境問題） 

③ 南北問題（搾取システムの自壊） 

 

 

以上の三つを提示している。③南北問題に関しては、概ね前述のレーニン、ウォーラース

テインが指摘していた搾取システムの自壊という意味において「工場の逃避の不可」と類

似すると考えられる。 
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・外なる限界 

 

②外なる限界とは、産業社会内の経済活動における環境問題を指す。 

 

1. 地球資源の欠乏 

2. 環境汚染 

3. 食料の問題 

 

産業社会が発達するにしたがって生産が急激に増加し、結果として人口も急激に増えるこ

ととなった。 

 

動物が植物の作った有機化合物を利用するのは「呼吸」というシステムを通じてであり、「呼

吸」というものが実は「燃焼」と同じメカニズムである（中略）産業革命というものが、

上記のように科学燃料の利用、それらを急激かつ大規模に「燃焼」することにあるとすれ

ば、産業革命ないし産業文明というものの本質は、いわば「呼吸の外部化・大規模化」に

よる大量のエネルギー消費とみることができるかもしれない。 

グローバル定常型社会(p.135.) 

 

外なる限界とは、呼吸の外部化によって生じた、自然のスピードと産業革命を果たして後

の人間の生産スピードのズレを指すものとも考えられることができる。人口増加に伴う消

費量の増大に対しては、石油という長大な年月を超えて積み重なった自然の「呼吸」を燃

焼させることで現在の生産スピードにまで高めることで賄っているのである。そして、こ

のスピードという概念は「おカネ」と同様に相対的な概念でしかなく進化が果てしない。

この自然エネルギーを用いてスピードを高めることで利益を生み出すことこそがビジネス

の語源、「busy + ness」に表れているようにその本質であると考えられるのである。 

 

大地や人間より劣る被造物のすべては人類の共有物であるが、しかし、すべての人が自分

自身の身体に対しては所有権をもっている。 

統治二論（p.176.） 

 

ロックは、自然は万人の共有物であるという前提のもとに労働価値説を展開した。しかし、

それはロックがこの所有権を考えたときは、まだ産業革命も発達しておらずに自然の恵み

があたかも無限であるかのような印象を彼が持っていたからであろう。実際には地球の資

源は有限であり、人間の生産スピードは環境が持続可能な自然サイクルの速度を遥かに超

えるレベルにまで到達してしまったのである。この所有権、あるいは労働価値説はもはや

科学技術が発達した現在においては賞味期限を過ぎた価値観であると考えられるのではな
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いだろうか。ロック以降続いた、自然の恵みを無尽蔵として無価値とする海国の前提は崩

れようとしており、将来は今まで無限に搾取してきた「陸」の資源が限りあるもの、ある

いは維持しなくてはならないものとして価値が反転する可能性があると考えられる。 

 

 村上泰亮が産業社会における 3 つの限界のなかで、最も重要であると考えるのが、①内

なる限界である。この内なる原因とは「産業社会の中で人間が生存の必要から自由になろ

うとしている」現在にいて、大衆が卓越性の追求をすることができるのかという問題を指

す。資本主義社会における上層階級のブルジョワジーは、憧れの対象となるには生活の必

要に没頭している。ブルジョワジーは資本の無限蓄積を行う人間であり、蓄積における卓

説性は追究できたのかもしれないが、お金に代わる神秘的、ロマン的なあこがれには訴え

ることができなくなった。村上泰亮はナチズム的大衆動員の成功をも、このロマンの欠落

によるところが大きいと述べる。ボードリヤールは、大衆消費社会の神話と構造において、

消費活動こそが従来の階級を示す行為と結託したと主張した。しかし、村上泰亮は高度大

衆消費の意味における豊かさは文化システムに破壊的な結果をもたらすと主張する。 

 

3．まとめ 

 

 以上、資本主義という新しい世界観の起点とその変遷を、宗教改革、科学革命、市民革

命、そして産業革命の 4 つの観点より考察した。畢竟、資本主義システムは中世において

は宗教によって抑えられてきた、欲望を解放させることで成立したシステムである。宗教

改革における新宗教であるプロテスタンティズムは、中世においてカトリック教会によっ

て抑えられていた欲望を禁欲と勤勉でさらに抑圧することで逆に爆発させた。市民革命で

は、その欲望が王様から市民へと複数に解放された。そして国家と市民の間の社会契約と

いう市場に対する安全制御装置としての民主主義が成立した。大恐慌を経てから資本主義

は、福祉国家という形で労働者へとさらに欲望を解放させた。この労働者へと欲望を解放

させることができたのは、科学が産業革命を経て科学技術と合体し、さらに石油エネルギ

ーを動力源とすることで生産能力が急上昇（呼吸の外部化）が達成されたからである。戦

後も科学技術は目的論の欠如の中で発展を遂げ、後発国の国民というさらに膨大な人数の

欲望を解放する準備を既に整備し終えている。しかし、地球の資源は有限であり、もはや

後発国を除いてはさらに欲望を解放する人々が地球上には存在しない。ここ現在に至って、

この限りない欲望によって資本主義社会は自滅に淵に立たされているといっても過言では

ないだろう。 

 

 繰り返しになるが、資本主義の動力源、本質は「欲望」にある。限界の淵に立たされて

いる社会を新しい形にするためにまず考察するべきはこの「欲望」の制御にあるのではな

いかと考える。第一章では、宗教改革から始まる欲望の解放の拡大再生産の歴史を取り扱
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ってきた。 

欲望の推移

宗教改革
科学革命
市民革命
産業革命

アダムスミス

レッセフェール

大恐慌

労働者を市場化
福祉国家の成立

国家の市場介入

小さな政府

 

 

しかし、村上泰亮の内なる限界、外なる限界、そして搾取システムの自己崩壊による拡大

の限界が明らかにされた。人類の歴史を長大な歴史で見てみると、実は拡大再生産の時代

は産業革命後だけではなく、中世以前に生じた農業革命以後の時代にも見られるのである。 

拡大と定常を繰り返す人類史

都市革命

精神革命

産業革命

科学革命農業革命人間革命

3章乗り越える方法

1章資本主義の発展2章定常型社会

（「グローバル定常型社会」をもとに作成）

 



33 

 

 

狩猟から定住して農業を営むようになり、鉄器の誕生によって急速に生産性を上げたのが

農業革命である。生産性が上がって「余剰」が生まれて、その余剰を分配するための「階

級」という制度も生まれた。しかし、農業革命も拡大が頭打ちになる時期があった。この

拡大が頭打ちになった時に生じたのが「精神革命」である。普遍的な宗教概念を提示する

ことによって、欲望を制御して社会を維持することに成功したのである。拡大再生産の時

代においては、世界が開いており拡大すること、変化することが進歩として奨励されるが、

定常型社会においては逆に世界を閉じること、何らかの形で目的論を持つこと、すなわち

変化しないことが理想となる。次章において、定常型社会においては宗教がどのような役

割をはたしてきたのか、古代ギリシア哲学、イスラーム教、仏教、ヒンドゥー教、儒教と

道教に見ていくこととする。 
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第二章： プレ資本主義社会の世界観 

―各古典哲学・宗教の成立過程と定常の原理― 

 

 本章では、精神革命が生じたときの限界が今回の産業革命の限界と共通する点があるの

かを検証するために、各思想、宗教がどのような背景、問題を経て生まれたのか、その「成

立過程」をまずは見ていきたい。そして、ポスト資本主義世界の原理を探るために、各思

想がどのような「定常化の仕組み」を有していたのかを見ていくことにする。この定常化

の仕組みを検証する際は、精神革命時の概ねの宗教ないし、思想に共通する定常化の仕組

みは、絶対的価値観、階級と倫理、死後の世界の 3 つであるとする。それは、それぞれ、

宗教革命を経た「相対的価値（お金）」、市民革命を経た「自由と平等」、科学革命を経た「科

学的世界観」以上の拡大生産を支える思想の反対の軸と考えるからである。それでは、そ

れぞれの思想ないし宗教の特性、あるいは共通点を明らかにしていくこととする。 

 

1.古代ギリシア哲学 

 

1-1.古代ギリシア哲学の成立過程  

―ペロポネソス戦争の荒廃による欲望の暴走と 3人の哲学者― 

 

 古代ギリシア哲学成立の背景には、古代ギリシア全域で生じたペロポネソス戦争による

ギリシア社会の荒廃がある。この戦争が生じる前は、ポリスと呼ばれる都市国家があり、

その国家自体が名誉あるいは卓越性という至高の価値の保存装置として機能していた。こ

のポリスの全盛期の時代において、富は儚く消えるものだが、名誉は永遠であり、最高の

価値であると考えられていたのである。そして都市国家であるポリスこそが名誉という至

高の価値を保存する装置として存在していた。そして、そのポリスでは、「傲慢が最悪の悪

徳と規定されており、ノモスと呼ばれる「掟」を守ることが絶対とされていた。そして、

名誉もその掟を如何にして守ったのかということが基準としてあったと考えられる。 

 

ギリシアではまず掟や法（ノモス）があって、人間はそれを根拠に行動することが当然の

前提であり、それに反旗を翻すとか、それから自由になるということは、原則として考え

られないという基本的な考え方があるからなのです。 ―中略― 秩序ある状態が実現し

ているか実現していないかということが、ギリシアの哲学、社会思想、政治思想、法思想、

あるいは喜劇、悲劇、こういうものの基本的な枠組みをなしています。つまり、非常にが

っしりした存在論的、神学的な背景を持った人間の在り方、社会の在り方、政治のあり方

についての秩序観が、ギリシアにはあったということです。 

よみがえる古代思想(p.22,24) 
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 しかし、このポリスもペロポネソス戦争による荒廃によって没落が進み、名誉という至

上価値を担保できなくなり、従ってノモスという掟を守る必要性も消えていった。 

 

掟にしろ、秩序にしろ、我々個々人を超えたものとしてあるのではなく、我我が認識した

り感じたりすることが本当は真理なのであって、それを超えたものとして真理が存在する

という話は違うのではないかという議論が出てきます。―中略― 神の掟といわれてきた

ものは、実はもともと人間がつくったものではないか、という疑問が出てくるのです。 

よみがえる古代思想（p.30,31） 

 

 掟の権威が去った時に生じた思想は、プラトンの国家の冒頭においてトラシュマコスが

主張した、「＜正しいこと＞とは強いものの利益にほかならないと。」（国家（上）p.55）と

いうものである。また、プラトンのゴルギアスにおいて、カリクレスは、 

 

 すぐれた者は劣った者よりもまた、有能な者は無能な者よりも、多くを持つことこそが

正しいのだと。―中略― 「正義」とはつねにそのようにして強者が弱者を支配し、強者

は弱者よりも多くを持つという仕方で判定されてきたということである。 

ソクラテスの弁明（p.300） 

 

と同様のことを述べる。この強者による支配を自然の摂理として正当化する手法は、科学

革命時に生じた、「優生学」の理論に通ずる。そして、 

 

人は、正しい生き方をするためには、自分自身の欲望を抑制するようなことはしないで、

これを最大限にゆるしてやり、そして、勇気と思慮をもってその最大限にのばしたもろも

ろの欲望にじゅうぶん奉仕し、欲望の求めるものがあれば何でも、そのときそのときに、

これを充足させてやるだけの力をもたねばならぬ。―中略― すなわち、傲りと放埓と、

自由とが、ひとたびそれを裏づける力を獲得するとき、それこそが人間の徳というもので

あり、幸福にほかならないのであって、それ以外の、あのお上品ぶったいろいろの飾り、

自然に反した人間のあいだの約束ごとなどは、馬鹿げたたわごとにすぎず、なんの価値も

ないものだ。 

ソクラテスの弁明（p.329.331） 

 

 というように欲望を解放させることを肯定するのである。こうした、欲望肯定の理論は、

資本主義世界において、アダム＝スミス、ベンサム、J.S.ミルと続いた功利主義に通ずる。

強者による支配を正当化する「優生学」、欲望を正当化する「功利主義」、掟を破って変化

し続ける世界を正当化する「進歩史観」は、実はこのカリクレスの議論を参考にしていた
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とも考えられる。プラトンのゴルギアスにおける、このカリクレスの発言はポリスが崩壊

して生じた欲望へと堕落し、混乱した人々を代表するものであると考えることができただ

ろう。そうした、思想的な混乱期において、「魂」という現世を超えた価値をイノベートし

た人物がソクラテスに他ならない。 

 

結局、財産は欲しい、命も惜しい、名声も欲しいという中で生きていた。しかし、そんな

ものは本当は人間にとって大切なものではなく、大切なのは魂に心配りをすることですよ

という教説をいい出したのが、ソクラテスだったのです。―中略― この魂への配慮とい

う彼の概念は、価値の規準を外的な世界から自分の内面的世界へ転換させたという意味で、

決定的に重要なわけであります。―中略― 魂を傷つけないで、いかに自分を鍛えていく

かというところの一点に、彼の関心がありますから、その意味で、ただ「生きる」という

ことでなくて、「よく生きる」ということが、実は人間の一番考えなければいけないことだ

と主張するわけです。 

 よみがえる古代思想（p.43,47,48） 

 

ソクラテスは、古代ポリスで至上価値とされた、「名誉」でもなく、その後の混乱での最上

の価値であった「富」でもないもの、「魂」を鍛えて「よく生きること」、すなわち人間性

の陶冶を人生の目標として唱えたのである。 

 

 このソクラテスは、結局はポリスの異端分子として、処刑されてしまうことになる。そ

の彼の死を受けて、失意にしたのが彼の弟子であるプラトンであった。プラトンは名門貴

族の生まれであり、生来政治を司るべき立場にいる人間であった。プラトンは、素晴らし

い思想を持ったソクラテスが死んだのは、ポリスが救いようも無い程に廃頽しているから

だと考えた。名門出身である彼は、ポリスを捨てきれずに、ポリスこそが、亡き師の理想

である、「魂の陶冶」を実践する機関であると考えた。そして、ソクラテスのような素晴ら

しい思想家、あるいは哲学者によって政治が行われればポリスは魂の陶冶機関として成り

立つとした。この統治機構こそが、プラトンの「哲人王」による統治である。このプラト

ンの思想は、現世の権力と、魂の陶冶が混合されているのが特徴と言える。プラトンは、

この哲人王を生み出すための教育方法、音楽や数学などを著書、「国家」で述べるが結局の

ところ挫折するに至る。 

 

 このプラトンの現世と魂の価値が合わさった思想を分断したのが、マケドニア出身のア

リストテレスである。彼とは違い、生粋の貴族ではないために権力への執着は薄かったと

考えられる。そんなアリストテレスはプラトンの理想主義と比しても、徹底した現実主義

者であり、現世と魂の世界はもともと原理が異なると考えた。 
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よき市民のよさ（徳）とよき人のよさ（徳）が、一つのよさ（徳）であるということはあ

りえないだろう。 

政治学(p.39) 

 

そして、前者を国政、そして後者を観照的生活といった形で分断した。現世の統治に関し

ては、「中庸」が肝要であると彼は説く。統治者は、支配する立場と、支配される立場の両

方の立場である市民が担うべきであると彼は主張する。 

 

幸福な生とは、何の妨げにもあわずに徳（よさ）にかなう生き方をすることであり、その

徳とは中庸であるのならば、当然中庸を得た生き方が最善の生き方でなければならず、そ

れはめいめい誰にでも得るところのできる中庸の生き方でなければならない。―中略― 

ほどほど所有しているときに、人は最も容易に道理に従おうとするが、美しすぎたり、力

が強すぎたり、生まれがよすぎたり、金持ちでありすぎたり、あるいはまた反対に、貧し

すぎたり、力が弱すぎたり、非常にいやしい身分にあったりする場合には、道理に従うこ

とはむずかしいからである。 

政治学（p.167） 

 

ソクラテスのように現世を完全に否定をするのではなく、プラトンのように完璧を求める

のではなく、魂の価値を認めつつも、それを現世の政治とは切り離し、現世はほどほどに

するのが一番良いと考えたのがアリストテレスであると考えられるだろう。 

 

以上、ペロポネソス戦争によるギリシア世界の荒廃をきっかけとして成立した、古代ギ

リシア思想の過程を考察してきた。まとめると、以下のようになる。 
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古代ギリシャ思想
（成立過程）

背景
•ペロポネソス戦争によるギリシア世界の荒廃

問題

•名誉（絶対的価値）の保存装置としてのポリス崩壊

•社会秩序の崩壊（弱肉強食）⇒ex.トラシュマコス

解決

• ソクラテス：魂のイノベーション

• プラトン：国家による、「魂の陶冶」の実現

• アリストテレス：魂と権力の分離、観照的生活

 

2-1-2.古代ギリシア思想の定常化の仕組み 

 

・絶対的価値 

 

 古代ギリシア哲学における絶対的な価値とは、ソクラテスがイノベートした「魂」が基

本にある。この概念はプラトンでは、「イデア」となったと考えられる。そして、現世の欲

望を遂げるのではなくこの「魂」を鍛え上げること、陶冶することこそが人生の価値であ

るとして、トラシュマコスの富、そして古代ギリシアポリスで担保されてきた名声の価値

を相対化したのである。 

 

・階級と倫理 

 

 ソクラテスは、毒杯を飲んで死に至る。この彼の死が意味することは、二つあると考え

られる。まず第一には、「肉体を無価値視すること」（したがって、魂の永遠性を主張する

こと。）、 

 

わたしは、拘禁や死刑を恐れて正しくない提案をしている諸君の仲間となるよりは、むし

ろ法律と正義に与してあらゆる危険をおかさなければならないと思っていたのです。 

ソクラテスの弁明（p.52） 

 

そして、もう一つは、「生まれながらの義務（掟）を遂行すること」である。ソクラテスは、

青年に悪影響を与えたという罪を問われたのであるが、彼はその罪を弁明しつつも判決に

従って自ら毒を仰いだ。これは、魂の永遠性を訴えると同時に、掟を守るという従来のポ
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リスを安定させていた義務の遂行ということを自ら主張しようとしたとも考えられる。 

 

・死後の世界 

 

 古代ギリシア思想における死後の世界は、ソクラテスの主張した魂の永遠性、そして、

プラトンは、悪行はいずれ、死後の世界において必ず懲罰を受けるとした。 

 

どれだけの数の人々に悪事を行ったかに応じて、魂はそれらすべての悪業のために順次罰

を受けるのであるが、その刑罰の執行は、それぞれの罪について 10度繰り返し行われる。 

国家（下）（p.400） 

 

 現世のみならず、死後にも世界があり、現世での罪は必ず死後罰せられるという思想を

もっていた。こうした思想は、絶対的価値と、そして階級または倫理とつながっており、

人々の行動を規制する働きがあったと考えられるだろう。以上の 3つの観点をまとめると、

以下のようになる。 

 

 

古代ギリシア思想
（定常化の仕組み）

• イデア（魂）
絶対的価値観

（現世相対化）

•義務の絶対的遂行
（ソクラテスの死）

階級と倫理

•魂の永遠性

•最後の審判
死後の世界

 

 

2-2.イスラーム教の成立過程 

―ベトウィン（砂漠の民）同士の略奪による荒廃― 
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 イスラーム教が成立した砂漠の地域は、中継交易によって商業的繁栄を謳歌していた。

砂漠の地域は、船による貿易路が開発されるまではユーラシア大陸の東西の商品の交流地

点であったのである。砂漠の地域の商人たちは、自らものを生み出すというよりは、砂漠

という無の中を通って商品の流通を司る、カールシュミットの主張した海のエレメントを

有する人々であると考えられなくもない。しかし、そうした商業的繁栄を享受する一方で、

争いが絶えなかったのもまた事実である。 

 

部族的な血の共同性を基礎とし、「血のつながり」を絶対神聖視して全てそれによって決定

する無動時代のアラビア砂漠では、人々の外的生活の大部分が部族相互間の分化・分裂で

あり、対立、衝突、闘争の繰り返しであったことは言うまでもない。 

イスラーム誕生（p.32,33） 

 

 それぞれの部族にはそれぞれの氏神が存在しており、闘争においてはその氏神を守るこ

とが至上とされていた。メッカに存在しているカーバ神殿もムハンマドが出現するまでは、

こうした各部族の氏神を保管して、そうした争いから守るための場所であった。メッカが

商業の中心として発展した背景には、カーバ神殿がこのように各部族の氏神を保管する役

割を果たしたということもその一員として考えられるのである。 

 

 闘争に疲れたベトウィンは生きる意味はどこにあるのかという悩みをかかえていた。 

 

彼らの人生の大部分を占めるものは互いに撃ちつ撃たれつの殺し合いで、掠奪に続く掠奪、

闘争に明け闘争に暮れる、ある意味ではひどく単調な日々の連続であった ―中略― 特

にその若い世代の間に、人生の価値が大きな疑問符となって浮かび上がって来たのだ。実

存の不安とは要するに死の不安である。この根源的な不安の前に立って彼らは人生に何の

価値があるのか、存在に何の意義があるのかと問い始めていた。ただ誰一人としてこの問

いに答えてくれるものはなかった。 

イスラーム誕生(p.45) 

 

そして、アムル・イブン・クルスームという詩人は、 

 

「ああこの瞬間を楽しまん やがて死の訪れ来る身にしあれば」 

「殺戮を事とし情痴の淵に溺れた私を誹謗する人よ、ではお前は私に永生を与えてくれる

ことができるのか？」 

 

と、古代ギリシア思想における欲望の堕落を象徴したトラシュマコスのように、現世の刹
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那的快楽主義を主張するのであった。こうした精神的荒廃、混乱の中でムハンマドが登場

するのである。 

 

なんじら悔い改めよ、恐るべき神の審判は近づけり。 

イスラーム誕生（p.60） 

 

ムハンマドは、以上のように命は現世で終わらずに、死後の世界においてもその罪を清算

させられると説くのである。 

 

これ、みなの者、この世の生活はただ束の間の楽しみにすぎぬ。来世こそは不滅の宿。   

（コーラン 40章、42節） 

イスラーム文化（p.93） 

 

と、やはり現世のできごとは相対的なものでしかないとして、死後こそが決定的に重要で

あるとする。そして、掠奪の歴史に歯止めをかけるものとして、独特の兄弟愛が説かれる

ことになる。イスラム教においては、一人一人が神と契約を結ぶという思想がある。この

点は、ホッブズのリヴァイアサンと同じ機構である。しかし、イスラムで特徴的なのは、

この一人一人神と契約した個人同士が平等で、お互い同胞として、宗教における兄弟とし

て契約を結ぶのである。 

 

汝ら、もろおもに神の結びの綱をしっかり握って、決してちりぢりになってはならぬぞ。

汝らにたいする神の恩寵を心に銘じておくがよい。汝らが以前に互いに敵であった頃、神

は汝らの心を固く結び合わせてくださった。そのお情のおかげで、互いに兄弟になること

ができたのではない。・・・汝らみんなが打って一団となり、人々を善に誘い、義を勧め、

悪を抑止することに努めるのだ。そうしてはじめて栄達の道を行くことになろう。（三章、

96-100節） 

イスラーム文化（p.108,109） 

 

この兄弟愛の中には、分かれたり、絶交は禁止という独特の結束を固めるための規則も存

在していた。如何に、イスラーム教の成立の過程をまとめる。 
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イスラム教
（成立過程）

背景

• 商業の交流地点メッカ（流通の要所）

• 商業システムを司る場所

問題

• 略奪で生計を立てている

• 現世的快楽への堕落

解決

• 兄弟愛（別離、絶交の禁止）

• 最後の審判（魂の永続性）

 

 

 

2－2－2．イスラーム教の定常化の原理 

 

・絶対的価値観 

 

 イスラーム教においては、唯一神アッラーに対する絶対的な服従を前提としている。 

 

アッラーの御目よりすれば、真の宗教はただ一つイスラームあるのみ。 

（コーラン第三章 17節） 

イスラーム誕生（P.115） 

 

 アッラー、あるいは至上価値としながらも、現世の価値も完全には否定をしないのがイ

スラーム教である。魂の価値を絶対としたソクラテスというよりも、魂の価値の優位性を

認めつつ、現世のマネジメントも考えたアリストテレスの思想に近いと考えられるであろ

う。現世とはあくまでも、来世でよくなるために徳をつむステージであると考えるのであ

る。やはり、商業が前提にある宗教ということで、現世利益を全面的に批判することは避

けていることが分かる。 

 

・倫理と階級 
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コーランの倫理には 5つの種類がある。 

 

絶対善・・・必ずしなければならないこと。それをすれば賞されるが、しなけければ罰せ

られる行為であります。 

相対善・・・それをすることは望ましい、することを勧められる、だが、しなくとも別に

罰せられはしないような行為のことです。 

善悪無記・・・「許容された」ということで、してもしなくても構わない、それ自体では善

でも悪でもない行為である。したからといって賞されもしないし、しない

からといって罰せられもしない、無規定的な行為であります。 

相対悪・・・「嫌われた」という意味。法はそれを是認しないが、たといしても罰を受ける

までには至らない行為です。 

絶対悪・・・ハラームというのは大へん古い言葉で、元来宗教の禁忌、タブーを意味しま

した。イスラーム法では神に明文をもって禁止されたこと。是体にしてはい

けない行為、すれば罪を犯すことになる行為です。 

イスラーム文化（p.146） 

 

イスラーム教は、このコーランに定められた善悪の 5 つの倫理に沿って人々の行動を抑制

するということを目指した。イスラーム教徒は、地球のどこにいようとも、朝起きてから

夜寝るまで、あるいは死ぬまで宗教によって行動を規制されることになる。近代社会にお

ける人々の行動の規制原理は「暴力」にあり、法律の執行に際してもこの「暴力」原理を

欠かすことはできない。イスラーム教は信仰という内的抑圧によって行動を規制するが、

近代社会は暴力という外的抑圧を用いる。そして、イスラーム教においては先述した通り

に、従来は階級を否定するもので、神と個々に契約をした人同士は兄弟であり、平等であ

るとした。そして、この共同体内において裏切るといったことは絶対的に禁止されていた。 

 

・死後の世界 

 

 イスラーム教においても、死後の世界は存在し、その死後の世界こそが絶対的なもので

あると考えていた。 

 

これ、みなの者、この世の生活はただ束の間の楽しみにすぎぬ。来世こそは不滅の宿。   

（コーラン 40章、42節） 

イスラーム文化（p.93） 

（再掲） 
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しかし、先述した通りに現世の価値は完全に否定されるのではなかった。あくまでも、現

世においては誠実な商人として働くことを前提としていたのである。プラトンのように現

世を絶対否定しない姿勢にイスラム教の特徴が表れていると考えられるであろう。 

イスラム教
（定常化の仕組み）

•唯一神アッラー

•無謬性、絶対服従
絶対的価値観

•社会生活の倫理（コーラン）

•商業倫理、共同体原則（博愛）
階級と倫理

•善悪の清算死後の世界

 

2-3-1.仏教の成立過程 

―鉄器の発達と宗教的価値を巡る革命― 

 

 仏教が生まれたのは紀元前 5 世紀であるが、この時代は小国同士の争いが絶えず、の宗

教である既存のバラモン教にも混乱が生じていた。この混乱も最も大きな原因の一つは鉄

器の発達にあると考えられる。鉄器が発達したことにより、武器の材料として用いられる

ようになり、武士階級であるクシャトリアの社会的地位が向上した。また、鉄の鍬を用い

ることで農業の生産性が飛躍的に高まり、農民や、特にその余剰農産物を取り扱う商人が

台頭した。一方で、農業の生産技術が高まったことで人口も増え、増えた人口を賄うため

に農地を広げていくことで環境破壊も生じていた。インドにおけるカースト制度には 4 つ

の階級が存在している。この 4 つの階級に生まれた理由は前世にあり、次により良い階級

にいくためには現世において功徳を積まなければならないとされていた。 

 

階級 名称 役割 

聖職者階級 バラモン 宗教の主催者 

武士階級 クシャトリア 王、戦争に従事 

平民階級 ヴァイシャ 商人、農民 

奴隷階級 スードラ 全階級に奉仕 
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 鉄器の発達でクシャトリアとヴァイシャ階級が台頭したことにより、バラモン階級の地

位が不安定になってきた。このバラモン階級にいる人々とは、紀元前 1300年にインドに侵

入したアーリア人の支配者層の末裔を指す。侵入者であるアーリア人は独自の宗教である

バラモン教を生み出し、その世界観の中における至上価値である宗教を独占したのである。

アーリア人は、バラモン教においての至上価値は宇宙の大中心であるブラフマン、日本語

で言うところの梵天であると説いた。このバラモンとは、もともとは「ブラフマンの子孫」

という意味である。 

 

 バラモン階級の絶対性が崩れる思想的混乱の中では、様々な思想が誕生した。この時期

に生まれた代表的な宗教として、ヴァルダマーナが創設したジャイナ教がある。しかし、

このジャイナ教は極端な不殺生主義を唱えていたために、台頭した武士階級、そして後に

インドに侵入してきたマウリヤ朝やクシャーナ朝などで受け入れられず、広く広まること

はなかった。 

 

 このバラモン階級を批判する形で生まれたのが仏教に他ならない。釈迦はネパール国境

付近の王家出身である。彼はインドの文化の中心の外様に生まれ、なおかつ当時台頭して

いる階級の出身である。生まれを考えれば、既存権益者のバラモンを否定する方向で思索

を進めたと考えても不思議ではない。現にこの仏教は、武士階級や商人階級の都市貴族を

中心に広まっていくこととなる。 

 

仏教の台頭は、当初、都市貴族、なかでも市民的貴族を基盤として達成された。司祭知識

と、耐えられないほどの儀式的な生活規則との拒否、―中略― これらすべては、真面目

に敬虔な生活をしている救済追究者の階層による、下品な世俗的司祭層の排斥と結合した。

―中略― 少なくとも僧団への受容に際してはカースト帰属をまったく無視した。 

ヒンドゥー教と仏教 (p.326,327) 

 

そして彼は、一切皆苦、すなわちこの世の価値とは全て無に等しいものであるとした。そ

の苦しみから逃れるためには、その苦しみが執着から生じると洞察し（四諦）悟って涅槃

に至ることが必要であると考える。そして、「皆成仏」とその可能性は誰にでもあって、誰

でも仏になれるという思想を彼は提示した。また、彼はその平等の概念を人間のみならず

に地球上すべての生物へと広げた。そして、毎年木を植えることもその教えにおいて述べ

ていた。生類全てを慈しむ姿勢を持ち、環境主義に通ずる部分があることも仏教思想の大

きな特徴の一つと言えるだろう。 

 



46 

 

仏教
（成立過程）

背景

• 鉄器の発達

• 武士階級と商人階級の社会的地位向上

問題

• 技術発展による環境破壊

• アーリア人による宗教的価値の独占

解決

• 中道精神、知足、全生物の平等

• 万人に開かれた宗教（皆成仏）

 

 

 

 

2－3－2．仏教の定常化の原理 

 

・絶対的価値 

 

 仏教の根本原理は、「諸法無我」、「諸行無常」、「一切皆苦」、「涅槃静寂」の 4つにまとめ

ることができる。 

 

諸法無我 この世には実在と言えるものは一切存在しない。 

諸行無常 然るに、全てのものは永遠ではなく、常に移ろう相対的な価値でしかない。 

一切皆苦 然るに、快楽も一瞬に過ぎず、この世とは苦しみでしかない。 

涅槃静寂 然るに、悟りの境地を目指すために自を統御し、静寂を目指すべきである。 

 

この世とは一切皆苦、苦しみでしかない。この苦しみをぬけるためには、絶対的価値、す

なわち涅槃という悟りの境地を目指さなくてはならないと釈迦は説いた。このように現世

を苦しみでしかないと、絶対的価値と二元論的に解釈している点は、プラトンのイデア論

に通ずる。しかし、釈迦は悟りのみを目指すのに対し、プラトンは悟った人間は現世の世

界に戻ってきて人間を救う必要があると説く。このプラトンの思想は、後の大乗仏教の菩
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薩道に通ずると考えられる。 

 

・階級と倫理 

 

 仏教はバラモンに独占されていた、宗教的価値を全ての階級に追究する機会は与えた。

しかし、仏教の教えにおいては救済されるのはあくまでも仏教の僧侶で悟りを達成できた

ものであり、その他の者は現世の仕事に追われてなかなかそうした時間を創出できないで

いた。機会は平等であるが、入信して修行に至るまでの障壁はかなり高かったと言える。

結局はこうした仏教は、生活に追われない人々、すなわち宮廷の官僚などを中心に受け入

れられていくことになる。 

 

 こうした悟りを得るための規律として存在しているのが、「八正道」である。八正道とは、

仏教における至上価値である「悟り」に至るまでの倫理、ないしは規律である。この八正

道の特徴は、現世の価値を否定しつつも、悟りに至るまでは何事もほどほどにすること、

すなわち「中道」から逸れないことを重視していることにある。この中道精神は、アリス

トテレスの中庸にも通ずる考えである。 

 

 

 

正見 諸法無我の境地で、実と非実を見分ける。 

正思惟 一切皆苦を念頭に、欲望に惑わされずに物事を考えること。 

正語 実に背くようなことは口にはしない。 

正業 万物を平等にみて無駄な殺生、窃盗行為をしてはならない。 

正命 規則正しい生活、道徳に外れぬ生活をすること。 

正精進 絶えず悟りに向けて、勇気をもって努力をする。 

正念 自らの心を統御し、実を感じる状態を生み出す。 

正定 悟りの境地を完成させること。 

 

以上 8つの規律が八正道である。他の宗教には見られない思想としては、「正業」の中にお

ける、人間のみならず自然の万物を平等とみる思想である。他にも釈迦は、必ず木を育て

為さないという教えも説いていた。こうした環境主義的な思想は、鉄器の発達による環境

破壊に対応する形で生まれたと考えられなくもない。 

 

・死後の世界 

 

 仏教においては、悟りこそが至上価値であり、この悟りが得られるまでは人間は輪廻転
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生を繰り返すと考えられている。 

 

仏教の定常化の原理をまとめると以下のようになる。 

 

仏教
（定常化の仕組み）

•一切皆苦

•涅槃（悟り）
絶対的価値観

•八生道（自己統御をして悟りを目指す）

•中道、知足（ほどほどで満足する）
階級と倫理

•輪廻転生死後の世界

 

2-4-1.ヒンドゥー教の成立過程 

―肥沃な土地と常態化した被侵略状態― 

 

 ヒンドゥー教とは、インドに存在していた土着信仰とアーリア人のバラモン教が合体し

たものである。バラモン教は、先述したように、アーリア人がインドを侵略した後に成立

した宗教である。インドは非常に肥沃な土地に恵まれており、大して働かなくとも、余剰

生産を簡単に得ることができた。生産の必要性から解放された彼らの関心は、自然ではな

く、宇宙へと向けられた。宇宙における大中心を考えて、自分とは如何なる存在かを哲学

したのがバラモン教であると言える。考えてみれば、インドの歴史とは被征服の歴史であ

る。仏教勢力をはじめ、イスラム勢力、そして、近代においてはイギリスと、常に被侵略

をされてきた。これは、生産の必要から離れて哲学を中心とした社会が成り立っており、

戦争よりも哲学にエネルギーが注がれる社会であったからとも考えられなくもない。 

 

このバラモン教には、紀元前千年から千年かけて成立した、「ヴェーダ」という聖典があ

る。ヴェーダは古い順から、リグ・ヴェーダ、ヤジュル・ヴェーダ、アタルヴァ・ヴェー

ダ、と続く。その中での最も新しく、重要であると考えられているのは、「ウパニシャッド」

と呼ばれているものである。このウパニシャッドは「ヴェーダーンタ」とも呼ばれる。「ア
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ーンタ」というのが最終という意味で、ウパニシャッドは、「ヴェーダーンタ」、すなわち

ヴェーダの最終形態という意味である。 

 

 しかし、このバラモン教も鉄器の発達で武士階級と商人階級が発達してからは、勢いを

失っていくこととなる。そして、新たに仏教が生まれ、宗教的価値の追求をあらゆる階級

へと広めた。それのみならず、侵略王朝であるマウリヤ朝のアショーカ王やクシャーナ朝

のカシニカ王などによっても篤く信仰された。侵略者はバラモンなどの高位階級者からは

下に見られており、階級を抜きにした思想、宗教が統治の正当化に必要であったと考えら

れる。その点、皆成仏の思想を有する仏教は統治者にとって非常に都合のよい宗教であっ

た。 

 

 アショーカ王やカニシカ王の時代においては大いに栄えた仏教文化も、次第に侵略王朝

が弱体化してくると逆にインドの土着勢力が力を増してくることになる。仏教の勃興によ

って弱体化したバラモン教は、こうした民衆の土着の宗教と結びつくことで生きながらえ

たのである。この土着信仰と結びついた宗教こそが、ヒンドゥー教である。そして、土着

信仰を受容したヒンドゥー教を思想的にまとめる役割を果たしたと考えられるのが、紀元

後間もなく生まれた、一大叙事詩マハーバーラタである。このマハーバーラタの中で最も

重要な物語が、「バガヴァッド・ギーター」であり、このバガヴァッド・ギーターは現在に

至るまで、ヒンドゥーの本質を表すものであり、ヒンドゥー教徒の中で最も重要な聖典と

されてきた。 

 

 このヒンドゥー教は、グプタ王朝などのイスラムの侵略王朝が盛んな時代であっても生

き延びた。それは、ヒンドゥー教が被支配者階級の宗教として分離しており、既にカース

ト制度という堅固な社会システムが出来上がっていたからであると考えられる。統治者に

してみれば、思想弾圧、統制という非常にコストのかかる事業である。他の宗教に寛容な

ヒンドゥー教をそのままにさせ、自分はイスラーム教徒としてカースト社会から独立し、

彼らの世界観には触れずにただ統治者として君臨した方が安く済むと考えた可能性がある。

この点は中国の儒家と老荘の支配者と被支配者の思想の分離という意味で非常に似ている。

そして、支配者はそのシステムの頂点を倒すだけで、社会をそのまま手に入ることができ

た、つまりは中国の易姓革命に近い形の統治構想があったのではないかとも考えられる。

また、ヒンドゥー教の他宗教に対する寛容という特徴は、もともと様々な土着の信仰を吸

収して成立したという背景から生まれたのではないだろうか。どんな宗教も悟りに至ると

いう目的は同じであるという寛容な思想は他宗教の統治者にとってこそ非常に都合のよい

思想であり、ほぼ常に他者における侵略を受けてきたインドにおいて、ヒンドゥー教が何

千年という時間に耐えて続いた大きな要因の一つとも考えられる。 
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 以下に成立過程をまとめる。 

 

ヒンドゥー教
（成立過程）

背景

• 肥沃な土地

• 宇宙観の形成

問題
• 常態的な侵略

解決

• 被支配者階級の宗教

• 他宗教への寛容、宥和

 

 

2-4-2.ヒンドゥー教の定常化の原理 

 

・絶対的価値 

 

 ヒンドゥー教における、絶対的な価値は宇宙の大中心である、ブラフマン（梵天）であ

る。 

 

すべてのヴェーダが言明する究極の目的、すべての苦行に潜在する目的、人々がそれを追

い求めて禁欲と礼拝の生活を送る目的、それを私は簡潔に語ろう。 

それは、―オームである。この音節はブラフマンである。この音節こそ、まことに至高の

ものである。それを知る者は願いを成就する。 

ウパニシャッド（p.52） 

 

このブラフマンに至るためにはどうしたらよいのかを思索するのがバラモン教から続くヒ

ンドゥー教の本質であると言えるだろう。なお、バラモン教においても、この現世の利益

は本質ではないとされ、一元論的にブラフマンを求める思想を持っていた。 
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俗世の富という虚しいものに欺かれた、思慮のない若者には、永遠の棲家へと導く道は明

らかにされない。「この世のみが実在する。来世などは存在しない」に落ちる。－そのよう

に考えて、彼は再生に再生を繰り返し、何度も何度も私の牙にかかる。 

ウパニシャッド（p.50） 

 

その後、仏教を吸収した際には、この世は一切皆苦であるという悟りとの二元論的な特

質をもっていた。しかし、紀元後 700 年頃に、思想家シャンカラが現れて、梵我一如思想

を展開する。この梵我一如とは、自分自身も実は、目指すべき梵天（ブラフマン）と同じ

であって、悟りとは、それが同じだということを知ることであるというものである。この

彼の思想は、神と人間の二元論ではなく、その二つは実は同じなのだと考えるために、 

不二一元論、あるいは絶対一元論とも呼ばれる。つまり、ヒンドゥー教は、バラモン教、

仏教、シャンカラと 3段階で変化してきたと言える。ヒンドゥー教の思想は、 

 

一元論（バラモン教） ⇒ 二元論（仏教）⇒ 不二一元論（ヴェーダーンタ） 

 

という段階で変遷してきたのである。中世のトマス＝アクィナスの階層の論理は、この神

と人間の階層をもとに現世における教会の権威を正当化したものであった。この権威は結

局一度王様に移り、市民に至ってそれが自然権によって担保されたのである。しかし、イ

ンドにおいては、自分自身への権威の変遷は、武力でもなく、しかも神の権威を維持した

ままに生じたのであった。 

 

・階級と倫理 

 

 ヒンドゥー教における階級は、カースト制度である。この制度は多少の変化がありなが

らも紀元前から現在にまで続く身分制度である。ヒンドゥー教では、輪廻転生を前提とし、

現世のカーストは、自分がこれまでの転生を繰り返した中で積んだ徳に応じて決まると考

えられていた。そして、カーストは、古代ギリシアのポリスにおけるノモスや、イスラム

教のコーランのように、現世において人間が取りうる行動を規定していた。コーランにお

いては、人間の階級は規定されていなかったが、それはイスラーム教の成立した場所が砂

漠であり、生産者階級がおらずに商人階級を対象とした宗教だったからではないだろうか。

故に、イスラーム教成立時においては商人階級のみの定常化の原理を考えればよかった。

しかし、インドは生産地域、そして通商地域でもあるので、それぞれの職業に従事する人

に別の規範を与える必要があった。複合する職業システム全体を定常化させる知恵がカー

スト制度であったとも考えられる。 

 

 このカースト制度における、それぞれの階級の規律は絶対に守られるべきだと考えられ
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た。ヒンドゥー教の最も重要な聖典であるバガヴァッドギーターも、この規範を守ること

を重要視した。この聖典の主人公であるアルジュナは、自分の肉親と戦わなければならな

い状況に陥り絶望をする。そして、その絶望の中でアルジュナの師であるクリシュナは彼

に向かって、 

 

魂は生まれることも死ぬこともなく、かつて現れたこともなく、これから現れることもな

い。それは、生まれもせず永遠に在り続ける最も古い実在で、たとえ肉体が壊れても、壊

されることはない。 

シュリーマッド・バガヴァッド・ギーター(p.33) 

 

と魂の永遠性を諭し、 

 

アルジュナよ！義務を忠実に遂行せよ。そして成功と失敗とに関するあらゆる執着を捨て

よ。 

シュリーマッド・バガヴァッド・ギーター(p.40) 

 

と、肉親が相手であったとしても、自分自身の生まれた階級の義務を絶対と捉えて遂行し

なければならないとする。このバガヴァッド・ギーターの物語は、古代ギリシア哲学にお

けるソクラテスの死との共通点がある。ソクラテスも自分が毒杯を飲んだのは魂の永遠性

を信じているからであり、なおかつ、自分がポリスの市民として生まれ、その法律が定め

ることを遂行するのは義務だと考えられる。魂の永遠性、そして義務の絶対的遂行という

点において両者は共通する。 

 

感覚は肉体より優れ、心は感覚より優れ、知性は心より優れているが、かれ（魂）は知性

よりさらに優れている。このように、真我は知性より上であることを知り、その真我の霊

的知性によって己の心を統御し、大勇士アルジュナよ！“欲望”という名の恐るべき敵を

斬殺せよ！ 

シュリーマド・バガバッド・ギーター(p.60) 

 

ヒンドゥー教における、価値基準の順位は、 

 

魂 > 知性 > 心（感情） > 感覚 > 肉体 

 

となる。この価値基準段階は、プラトンの知性の４段階に共通するものである。 
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ヒンドゥー教 魂 知性 心 感覚 

プラトン 

 

知性的思惟 

（直接知） 

悟性的思考 

（間接知）幾何 

確信 

（直接的知覚） 

影像知覚 

（間接的知覚） 

 

そして、直接知を目指すことが両思想においての倫理であったのである。 

 

 ヒンドゥー教が仏教と異なる大きく点は、その目指す悟りは僧侶でなくとも可能である

と規定している点である。原始仏教（小乗仏教）において救われるのは僧侶のみであるが、

ヒンドゥー教においては、カースト制度のそれぞれの階層の義務を厳粛に遂行することが、

悟りにもつながると説いていた。その際に重要なのは、成功と失敗に関する執着を捨てる

ことであった。 

 

仕事の結果に欲望も嫌悪も抱かぬ人は、常に利欲・放棄を行じていることとなる。またそ

の人は二元対立を超え、たやすく物質界の鎖を断ち、完全な自由を得ることができるのだ。 

シュリーマッド・バガヴァッド・ギーター(p.74) 

 

そして、この執着を捨てて、カーストで割り当てられた職業を果たせば悟りにいたると考

えたのである。 

 

平静、自制、修行、純潔、寛容、正直、知識、正覚、信仰、これらは、バラモン生来の性

質に応じて定められた、バラモンのなすべき義務である。 

 

武勇、勇敢、決断力、智謀、戦闘における勇気、寛大、指導力、これらはクシャットリア

生来の性質に応じて定められた、クシャットリアのなすべき義務である。 

 

農耕、牛飼い、商売は、ヴァィッシャの天性に応じて定められた義務であり、労働と他人

への奉仕は、スードラの天性に応じて与えられた義務である。 

 

自分に生来与えられた義務を遂行することによって、その人は完成の域に達する。 

―中略― 何ものにも執着しない理性をもち、自己を抑制し何ごとも切望しない人は、そ

の離欲の修行を通して、全ての仕事から解放され、完成の境地に到達する。 

シュリーマッド・バガヴァッド・ギーター（p.212.213.214.） 

 

ヒンドゥー教は仏教のように、宗教的救済を僧侶に限るのではなく、スードラの奴隷の身

分にすらその可能性を与えた。与えられた義務は違えども、その義務を“正しく”、すなわ

ち執着せずに行えば救済は平等になされるとなったのである。クシャーナ朝が衰えてから
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はヒンドゥーは広く受け入れられることとなった。このカースト制度は現在に至るまで続

いている。恐らく、こうした悟りの民主化ともいえる事態の背景には、インドは常に他宗

教支配者に侵略をされており、階層そのものの権威が絶対性を持たなかったということが

あるのではないだろうか。 

 

・死後の世界 

 

 ヒンドゥー教の元祖である、バラモン教の時代から輪廻転生が死後待っているものとさ

れてきた。そして、輪廻転生を断ち切る手段こそが現世において功徳を積むことであると

された。その功徳は、当初はバラモン階級のみであったが、それが、仏教においては誰で

もなれる僧侶へと解放され、最後にはヒンドゥー教に至ってどの階級の人でも修行ができ

るとされるようになった。 

 

以下に、ヒンドゥー教の定常化の原理をまとめる 

 

ヒンドゥー教
（定常化の仕組み）

•宇宙論

• ブラフマンの探求
絶対的価値観

• カースト制度

•階級ごとの義務
階級と倫理

•輪廻転生（カルマ）死後の世界

 

 

2-5-1.儒教と老荘思想の成立過程 

―都市国家の抗争による社会混乱と諸子百家― 

 

 儒教、そして老荘思想生まれた時期は、古代ギリシア思想やその他宗教が生まれた情況
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のように都市国家が多数存在しており、春秋戦国時代という覇権をめぐる戦乱の時代であ

った。諸国が富国強兵を目指す、自由競争状態にあったと考えることができる。そうした

混乱の中では諸子百家と呼ばれる様々な思想が生まれて、統治方法の拠り所を提供しよう

とした。その数多くの思想の中で後世の中国に大きな影響を与えたのが、孔子の儒家（儒

教）、老子の道家（老荘思想）、韓非子の法家の 3 つである。儒家とは、その混乱の原因を

家族倫理の崩壊に認め、過去の統治法を理想とし、「倫理」を復活させて、その理想に戻る

ことを目指すものである。道家は、混乱の原因を人智や経済発展にあることに認め、経済

を廃止して不平等を防ぐことを目指した。法家は、混乱における進歩を必然として、その

混乱を君主の権力を強力にすることによって安定を目指した。この三つの思想はそれぞれ、

混乱状態に対する違った問題意識を持ち、その対処法を論じたのである。 

 

 混乱の原因 ソリューション 

儒家 家族倫理が無くなったこと 過去の家族倫理を取り戻す(徳) 

道家 発展の結果としての不平等 経済活動、人智の発展を防ぐこと 

法家 進歩の結果 君主の権力を強めること 

 

それでは、この 3 つの思想の関係を、近代における社会契約論の変遷のアナロジーで分析

することにする。 

 

古代中国の社会契約論
ー儒家、法家、道家の関係ー

①法家

民は国家の道具

処罰

②儒教

易姓革命&民本主義

教化

性
悪
説

性
善
説

国家側

市民側

③道教
無為自然

 

 

 儒教は、根本的に性善説の上に成り立っている。儒家における君主とは、民の教育をす

るため（徳を授けるため）に、天から命ぜられた地位を指す。この教化によって秩序を保

つ思想は、民本主義と呼ばれるものである。 



56 

 

 

君主は、“天の息子”としての資格を、つまり天によって認可された支配者としての資格を、

彼のもとで民衆が元気に生活をおくっているということで、証明しなければならなかった。 

儒教と道教（p.41） 

 

同時に統治者がもし非統治者側に不利益をもたらす場合は、天命によって易姓革命が生じ

て統治者が変わるとされていた。統治されるものを本位とし、性善説でその可能性を肯定

する点、そして革命を認めている点は、ロックに通ずるものがある。 

 

一方で法家は、性悪説に則る思想である。儒家における君主は絶対的な存在であり、君

主にとって民は国家の道具でしかない。罪を犯した場合は法家においては、いかなる例外

も許されること無く断罪されることになる。国家そのものが主体であり、法によって民の

権利を抑える思想は、ホッブズ的とは考えられないだろうか。この法家思想は秦の統一に

寄与したが、苛烈な支配体制によって崩壊した。儒教は理想的ではあるが、実際に政治を

しようと思うと法律による規制も必要になってくる。結局は、「陽儒陰法」、表面では儒教

による徳治を行い、その下で法家の支配がなされた。 

 

道教は、この二者の対立を超越し、そもそも人智は爭いのもとであると考えていた。そ

して、無為自然として自然の為すがままに身を任せるのが一番という思想を展開していた。

この思想は、不平等を産業社会の進歩を文明の退廃の帰結と位置付けて、「自然に帰れ」と

主張した、ルソーに通ずると考えることができるであろう。 

 

 儒教は法家の思想を吸収し、支配者の思想として成立する一方で、道教は被支配者の思

想として定着した。 
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儒教・道教
（成立過程）

背景
• 覇権をめぐる戦乱期（戦国・春秋時代）

問題
• 人々の心のよりどころ喪失

解決

• 思想に心のよりどころ

• 儒教-統治者、道教-一般大衆

 

 

2-5-2. 儒教と老荘思想の定常化の原理 

 

・絶対的価値 

 

 儒教における至上価値は、親子兄弟の愛情である「仁」である。この「仁」の愛を国家

の原理とすれば天下が治まるはずであると考えるのである。この「仁」は、後の孟子によ

って、自分自身に対する、すなわち内面の「仁」が創出された。この内面の「仁」は欲望

を抑えることを指す。もう一つの重要な点は、「礼」である。「礼」とは周の時代の宗法に

則った典礼などの決まりを守ることを指す。親子の愛、欲望に打ち勝つこと、そして、規

則を守ることが、儒教においては絶対的に重要な価値とされていた。 

 

また、徳の源泉として皇帝がトップに君臨し、教化という使命を持つ。この教化という

思想は、国内に留まらずに、後に華夷秩序という形で外交関係へと拡大を遂げることにな

る。親子兄弟の愛情である「仁」はイスラーム教の兄弟愛に通じると考えられる。また、

それぞれの立場にある役割を果たすことを求める「礼」は、インドのカースト制度にも似

た点である。 

 

 道家の老荘思想における至上価値は、「無為自然」である。自分の分を知って、現世の利

益を求めずに、心の安定を目指すことが理想とされた。この思想はカースト制度において
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自分の役割を知り、結果に執着せずに、悟りを目指すヒンドゥー教と似ていると考えられ

るだろう。この老子の思想をバージョンアップさせたのが、荘子である。荘子は政治自体

を否定し、人生の目的はいかに生を全うするかであると主張した。そして、現世に見える

差異は相対的なものにしか過ぎず、それに執着するのは愚かであり、人間真に目指すべき

は「全性保身」すなわち、すべての苦しみを超越して道に合一することであるとした。こ

の思想は仏教に通ずるものである。老荘思想は、ヒンドゥー教と逆の順番で同じ思想に至

ったと考えることができる。老荘思想は、儒教と対を為す思想であり、社会の混乱期にお

いて勃興してきた。 

 

・階級と倫理 

 

儒教と老荘思想は、それぞれ時を経るに従って、前者が支配者階級、そして後者が被支

配者階級の思想として受け皿が分裂していった。それは、儒教が権力を統御する作用を強

く持つ思想であるのに対して、老荘思想は無為自然に代表されるように現状に満足をさせ

る思想というそれぞれの思惑に当てはまるものであったからであると考えられる。 

 

・死後の世界 

 

 中国にはもともと、死後も現世と同じ生活が続くという思想があり、儒教においては、「礼」

の思想原理によって、手厚く埋葬される決まりがあった。また、祖先に仕える「仁」の観

点からも、現世で頑張ることは徳であると見なされていたと考えることができるだろう。

つまりは、儒教においても死後の世界は現世の行動を抑制する力を有していたと考えるこ

とができる。また、陰陽の概念で天と地、すなわち天国と地獄という概念も存在していた。 

 

 道教では、もともとこの世の価値を認めておらず、道を究めること、すなわち仙人に至

ることが至上価値とされていた。 

 

 以下に、儒教ならびに道教の定常化の原理をまとめる。 
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儒教・道教
（定常化の仕組み）

•徳治（思想と統治の一体）絶対的価値観

•科挙

•統治者と一般大衆の二重構造
階級と倫理

•陰陽（天と地）死後の世界

 

 

2－6．各思想・宗教のまとめ 

 

 各思想、ないし宗教の定常化の原理をまとめると以下のようになる。 
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各宗教の定常化の原理

地域 西洋 中央アジア インド 東洋

思想 古代ギリシャ思想 イスラム教 仏教 ヒンドゥー 儒教、道教

絶対的価値観 イデア、魂 アッラー（神） 涅槃 ブラフマン（宇宙） 天子（人）

階級と倫理 義務の遂行 コーラン 八生道 カースト制度 仁義礼

死後の世界 魂の永遠性 最後の審判 輪廻転生 陰陽

 

 

各宗教の成立過程には、前時代における様々な形の規範の欠如、社会的無秩序という問題

があり、それらに独自のあるいは共通する形で思想、ないし宗教が生まれてきた。つまり

は、これらの思想は前社会における混乱を乗り越えるための仕組みをその原理に内包して

いたと考えることができるのである。それでは、次章でこの過去の拡大再生産の限界時に

生じた精神革命の思想が如何にして産業社会の限界を乗り越えるのに有効になるのか、そ

して、それを如何にして乗り越えるのか、その方向性を示したい。 
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第三章 ポスト資本主義を考える思想 

 

1.産業社会の病理と宗教社会の成立と原理 

 

それでは精神革命時の各宗教の成り立ちと原理、そして産業社会の病理における 3 つの

限界と照らし合わせてみたい。以下に、両者を関連付けた図を掲載する。 

 

略奪による荒廃

生類への尊敬・知足

産業社会の病理と宗教社会の原理
ーその共通点と過去に生み出された思想ー

肥沃な土地＆余った時間

ヒンドゥー教

宇宙論

仏教

環境主義

イスラーム教

博愛主義

内なる
限界

外なる
限界

搾取

 

 

 村上泰亮が主張する内なる限界とは、生産技術が向上して余る時間のなかで人々は如何

にして貴族のようになれるのかという問題である。この状況に近いと考えられるのはまず

は古代ギリシアの市民階級である。古代ギリシア市民は生産活動は全て奴隷に任せており、

生活の必要から解放されていた。彼らは、専ら市民階級の人々は軍事と政治における卓越

性を競い、名誉を得ることを目指した。あるいは、古代インドである。インドは広大な肥

沃な土地があり、人々は生産に従事せずとも自然の豊穣を享受することができた。そうし

た中で彼らの関心は宇宙へと向けられ、そうした巨大な空間における自己とは如何なる存

在か、あるいは取り囲む世界とは何かを哲学していた。 

 

 環境問題である外なる限界に対しては、仏教思想が有効であると考えられる。全ての生

類を憐れむ姿勢、あるいは今あるもので足らせるという「知足」の精神がある。シューマ

ッハーはこの仏教思想と経済学を組み合わせた仏教経済学を提唱している。 
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仏教経済学が適正規模の消費で人間としての満足を極大化しようとするのに対して、現代

経済学者は、適正規模の生産努力で消費を極大化しようとする。 

スモール・イズ・ビューティフル(p.75) 

 

彼は無限蓄積を目指して外的な拡大を目指す産業社会に対して、仏教の「知足」の精神を

用いて、内的な満足の無限拡大を目指そうとしたのである。また、釈尊は何年かおきに木

を植えて見守るという教えを残しており、環境的に持続可能な生活を目指していたという

ことがわかる。 

 

 搾取システムの問題においては、イスラーム教成立時期のベトウィン同士の掠奪が似た

状況であると考えられる。産業社会はある程度相互互恵関係があるために、掠奪とまでは

いかないが、いずれにしても搾取の構造でコストを下げることで利幅を生み出しているの

は間違いがない。イスラーム教では、こうした掠奪による荒廃という状況を踏まえたうえ

で、独特の兄弟愛というものを創出したと考えられる。この博愛主義は、工場の逃避先の

消滅による限界において重要な思想ではないだろうか。 

 

2．現代における宗教の限界 

 

 以上、産業社会の病理における 3 つの限界に対処しうる思想を抽出した。第二章では各

思想の定常化の本質として、「絶対的価値観」、「階級と倫理」、「死後の世界」という軸で分

析してきた。この 3 つの価値観は、産業社会において、宗教革命を通じて確立した「相対

的価値観（お金）」、市民革命で生まれた「自由と平等」、科学革命の「科学的世界観」の拡

大再生産と正反対の方向を向いているといえるのではないだろうか。 

定常化の原理からの変遷

絶対的
価値

宗教革命
相対的
価値

階級と
倫理

市民革命
自由と
平等

死後の
世界

科学革命
科学至
上主義
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なぜ宗教に対する信仰が深まったかと言えば、近代以前において人間は自然の脅威に対し

て無力であり、またそうした脅威があったということが最も大きな要因の一つとして考え

られる。しかし、産業が発展して生活水準が高まると必然的に生活は安定するようになり、

人間が立ち向かうことができなかった自然の脅威や社会の理不尽も減少していった。様々

な技術の発展によって産業社会は、従来の宗教によって司られていた現世利益を代替して

いるとも考えられる。医療技術が発達した結果、それまでは薬師如来に拝んでいたのが、

医者に頼るようになった。また、貧困に対しては社会保障という形で国家が現世利益を支

えているとも考えられる。現世利益を産業社会によって奪われた状態にあるということか

らも、宗教が再び突如として権威を持ち、「相対的価値」、「自由と平等」、「科学的世界観」

を覆して、産業社会の 3つの原理を導入するということは考えにくい。 

 

3．ポスト資本主義思想の導入の方向性 

 

 しかし、産業社会は限界に面しており、このままシステムが続くとすれば自己崩壊に至

ることになる。とすれば、やはり農業革命の拡大再生産の限界を乗り越えた精神革命に世

界各地で生まれた思想、宇宙論（哲学的思索）、環境主義、博愛主義はそれぞれ、内なる限

界、外なる限界、そして搾取システムの限界を食い止めるのに有効な思想であることに違

いないと言える。これら 3 つの思想は宗教的権威をバックにして対抗させることは最早限

界があることは、現世利益の面からも明らかになった。では、これらの思想を活かしどの

ようにして資本主義の暴走をくいとどめるようにするのかその方向性を西洋と東洋の二つ

の観点から考えてみたい。 

 

・ポスト資本主義思想の西洋的受容の方向性 ―二項対立と止揚― 

 

 西洋的手法の場合、ある問題が生じればそれと正反対の概念を持ち出して止揚すること

を目指すであろう。これは、一度大恐慌の後に勃興した共産主義を資本主義が吸収したの

と同じである。今回の場合は、資本主義とその限界を抑えるための宗教を組み合わせて止

揚するという発想になると考えられる。この宗教と資本主義のアウフヘーベンの構想は仏

教経済学を唱えたシューマッハーに代表されるものであると言える。 

 

しかし、この止揚という発想自体、資本主義の暴走を止めるということに関しては危険

なのではないかと考えるに至った。資本主義とは、考えてみれば様々な思想、自らに反旗

を翻すものですらうまいところ吸収をして巨大化を続けたシステムということができるで

あろう。王様に限られていた富の権利を市民革命によって市民に拡大し、市民が勃興して

労働者を搾取するようになった。そして、市民に限られていた市場が飽和して大恐慌が生

じ、マルクスの共産主義のもとに労働者が立ち上がった。ついにシステムが消滅すると思
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われた時、資本主義は共産主義を福祉国家という形で彼らを新たな市場として取り込み、

国家が面倒をみるとしたことで生き延びた。よって、現在の資本主義の問題の痛いところ

である、3 つの限界に対抗する思想、宇宙論や環境主義や博愛主義などを唱えたところで、

資本主義の自己増殖機能によってその思想を、「LOHAS」「エコブランド」、あるいは「CSR」

といった形で取り込んでいき、資本主義の核心に至る抜本的な変革には至れないという可

能性がある。 

 

・ポスト資本主義思想の東洋的発想による受け入れ方 ―寛容思想と科挙― 

 

 一方で東洋的感覚に則れば、様々な矛盾するものが並列で並んでいたとしても受け入れ

る土台があると考えられる。それは、儒教と老荘思想が同じ統治構造内で並列しているの

と同じ感覚として考えればいいだろう。インドにおいても、世界には様々な宗教、思想が

あるが、その何れもがガンジス川の流れのように一つの大きな流れに帰し、真理という大

海に至るという思想が古来より続いてきた。この様な寛容な思想は、最近でもユニテリア

ン・ユニヴァーサリズムという神を信じることの有無も問わずに参加できる、「スタイル」

とも言うべき新宗教にも見られるものであると考えられる。 

 

この東洋的寛容のうえでは、資本主義の存在自体をまずは認めてしまうところから発想

をスタートさせる。そして、その上位にある価値として、宇宙論、環境主義、博愛主義と

いう言わば新しい「徳」を据えるのである。中国古来においても、現世利益（自由）と平

等のセットは民衆の間で道教が、そして、統治者階級は、親に尽くす外なる仁と、欲望を

抑える内なる仁、そして礼、または詩などの教養という大衆とはある意味では反対の能力

を見られていたと考えられる。傾向として中国の統治機構は、儒教は定常的な原理を持ち、

道教は現世快楽を追究する拡大再生産的な原理を持っていたのではないだろうか。人間の

欲望が道教という全開で発散させるフィールドがありながら、支配者層はそれとは異なる、

あるいは逆に抑える能力を持った人間が官僚として尊敬される存在としていた。マックス

＝ウェーバーの勤勉と禁欲の洞察のように、欲望は抑圧されたら逆に爆発してしまうので

ある。その圧縮されたエネルギーが、旧秩序を宗教改革、市民革命、科学革命と段階を踏

んで破壊するまでに至ったのが近代革命であったのだろう。しかし、中国は統治構造を二

分にするという欲望のガス抜きの高等制御技術を身に付けていた。それがゆえに堅牢な統

治システムを維持することができたのである。しかし、現在の中国のように欲望抑制機能

であった、儒教が無くなって、資本主義と道教という、ともに欲望を解放する思想が結び

ついている状況は大変に危険であると考えられる。資本主義と道教のつながりはさらに中

国の限界に達する速度を上げていく。ウェーバーの洞察からしても、産業社会の限界にお

いて、西洋的に止揚の概念を用いて宗教と資本主義の対立軸で単に欲望を抑え込もうとす

るのはむしろ危険であると考えられる。 
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・ポスト資本主義社会の方向性 

 

そこで、中国の二つの統治機構をヒントにした方法を考えてみる。まずは資本主義社会

の存在も欲望の解放装置として認める。事実、激しい競争社会は、秘められた人間の能力

を発露させて人間性の陶冶につながるということは否定できない。しかし、問題は、現在

は資本主義原理の社会しかなく、有能な人間は資本主義システムの中では、その限界に近

づかせることに一役買ってしまうということである。それ故に、有能な人間には、精神革

命の思想から抽出した、産業社会の病理を乗り越えるための思想を「徳」として身に付け

てもらい、そうした社会の上位に、生活の保障と「徳」という特権を与えることにするの

である。そこで、古来の徳を産業社会の病理に対応した形にアップデートする。そして、

その徳を身に付けられたかというのは、科挙を通して判断をする。科挙を通った人という

のはやはり「選ばれた人間」なのであり、科挙というプロセスを通じることで、そうした

思想を持つことを尊敬の対象へとする、いわゆる「かっこよさ」というものを担保できる

のではないのだろうか。 

 

科挙で試される未来の徳

徳

ヒン
ドゥー教

仏教
イス
ラーム

博愛主義

宇宙論

環境主義

 

 

中国のダブルスタンダードの統治構想は、道教という欲望を解放するはけ口と、その上

に儒教という欲望を抑制する能力、あるいは思想を持った人間を抱いてコントロールする

ものだと考えられないであろうか。この中国の統治構想は、資本主義社会という欲望のは
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け口をそのままに残しつつ、その上の階層を産業社会の病理を乗り越えるための思想を極

めた人間が担うことで資本主義の暴走を防ぐという一つのコントロールの方法の可能性を

秘めている。西洋の止揚という発想に基づいてエネルギーを抑えるのではなく、東洋の価

値観を寛容にみとめつつ、科挙制度によってその方向性を変えていくことが肝要である。

近代化を果たした西洋は植民地活動以降、ヘーゲルに代表されるように東洋の政治機構を

「自由」ではないとして蔑んできた。しかし、その「自由」でない政治体制は実は、行き

過ぎた自由、資本主義の暴走を抑制する仕組みを内包していたと考えられる。すなわち、

西洋で生まれた優れた産業技術を、東洋古来の優れたる政治技術によって制御するという

のが、ポスト資本主義における社会の方向性である。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



67 

 

謝辞 

  

 卒業論文を執筆するにあたって、様々なご指導を頂きました上山信一教授に深謝いたし

ます。上山信一教授には 1年生の秋学期に経営戦略の授業を受講してから、3年半もの間ご

指導を頂きました。私は先生の授業を履修するまでは、本もほとんど読んだことが無く、

研究会が始まった時は、果たして授業についていけるかどうか、大変不安でありました。

しかし、先生の刺激的な授業を通じて日々努力を続ける中で、古典を読んで知的格闘をす

る楽しさ、自分の頭で物事を考える楽しさを次第に学ぶことができました。そうして読書

で得た新しい知識を通じて、先生のもとで頭を鍛える挑戦ができるのだと、毎週の授業を

心から楽しみにしておりました。これまでの自分の人生の中でも、先生の研究会での勉強

ほど面白いと思ったことはありません。このような充実した経験をさせて頂いたことに、

心より御礼申し上げます。 

 

 また、今回の卒業論文執筆にあたって、研究会期末のグループワークで共に研究をして

くれた、山内君、永井君、弓場君に感謝いたします。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



68 

 

【参考文献】 

 

井筒俊彦,(1990)『イスラーム生誕』(中央公論新社) 

井筒俊彦,(1991)『イスラーム文化』(中央公論新社) 

猪木武徳,(2009)『戦後世界経済史』(中央公論新社) 

植村邦彦,(2001)『近代を支える思想』(ナカニシヤ出版) 

萱野稔人,(2005)『国家とは何か』（以文社) 

佐々木毅,(2003)『よみがえる古代思想』（講談社） 

田中明彦,(2003)『新しい中世』(日本経済新聞社) 

広井良典,(2009)『コミュニティーを問いなおす』(筑摩書房) 

広井良典,(2009)『グローバル定常型社会』(岩波書店) 

福井憲彦,(2010)『近代ヨーロッパ史』(筑摩書房) 

宮崎市定,(2002)『アジア史論』(中央公論新社) 

村上泰亮,(2010)『産業社会の病理』(中央公論新社) 

日本ヴェーダーンタ協会,(2006)『シュリーマッド・バガヴァッド・ギーター』(奈良毅訳・ 

日本ヴェーダーンタ協会) 

日本ヴェーダーンタ協会,(2009)『ウパニシャッド』(奥村文子訳・日本ヴェーダーンタ協会) 

アリストテレス,(2009)『政治学』(田中美知太郎・北島美雪・尼ヶ崎徳一・松居正俊・津村寛二訳・ 

中央公論新社) 

イマニュエル ウォーラーステイン,(2006)『入門世界システム分析』(山下範久訳・藤原書店) 

カール・シュミット,(2006)『陸と海と』(生松敬三・前野光弘訳・慈学社出版) 

クラウゼヴィッツ,(2011)『新訳「戦争論」』(兵頭二十八訳・株式会社 PHP研究所) 

プラトン,(1979)『国家（上）』(藤澤令夫訳・岩波書店) 

プラトン,(1979)『国家（下）』(藤澤令夫訳・岩波書店) 

プラトン,(2002)『ソクラテスの弁明』(田中美知太郎・藤澤令夫訳・中央公論新社) 

ホッブズ,(1992)『リヴァイアサン』(水田洋訳・岩波書店) 

マックス・ヴェーバー,(1970)『儒教と道教』(筑摩書房) 

マックス・ヴェーバー,(1989)『プロテスタンティズムの倫理と資本主義の精神』(大塚久雄訳・岩波書店) 

マックス・ヴェーバー,(2002)『ヒンドゥー教と仏教』(東洋経済新報社) 

マルクス エンゲルス,(1951)『共産党宣言』(大内兵衛・向坂逸郎訳・岩波書店) 

ルソー,(1933)『人間不平等起源論』(本田喜代治・平岡昇訳・岩波書店) 

レーニン,(2006)『帝国主義論』(角田安正・光文社) 

ロック,(2010)『統治二論』(加藤節訳・岩波書店) 

E.F.シューマッハー,(1986)『スモール イズ ビューティフル』(講談社) 

 

 


