
［報告］滋賀シンポジウム「足るを知る日本の成長」 
 
日	 時：2013年 5月 18日（土）13:30-17:00  

場	 所：コラボしが 21	 大会議室（滋賀県大津市）  
参加者：152名 
主	 催：アスクネイチャー・ジャパン  

共	 催：日仏会館フランス事務所、アンスティチュ・フランセ、在日フランス大使館、 
滋賀経済団体連合会（滋賀県商工会議所連合会・滋賀県商工会連合会・ 滋賀
県中小企業団体中央会・滋賀経済同友会・一般社団法人滋賀経済産業協会・

公益社団法人びわこビジターズビューロー）、 
公益社団法人日本青年会議所近畿地区滋賀ブロック協議会   

 

 

(1)	 基調講演	 セルジュ・ラトゥーシュ（経済学者・哲学者） 
 
	 「脱成長とは何か」をテーマに、言葉が生まれた背景から、地球上での「持続可能な

開発」が不可能であるという矛盾、脱成長を目指す社会像とその多様性、豊かさの概念

の再考、そして社会変革の移行プログラムについて詳しくお話いただきました。 

 
「持続可能な開発」と「脱成長」 
l 「脱成長；décroissance（デクロワサンス）」という言葉がフランスの政治的討論

の場で使われるようになったのは 2002年頃。この挑発的なスローガンは「持続可
能な開発」という言葉を弾劾する目的で生まれました。 

l 経済はタイタニック号と同じ。氷山があることがわかっていてそれが意味する破

局的な状況がわかっている中でスピードを落としても何の意味も無い。スピード

を落とすのではなく違う針路を見つけることが大事。それはもしかしたら今の針

路とは全く反対の針路になるかもしれません。 

l 近代は経済成長それ自体が信仰の対象になっています。経済成長と環境保護を両

立するために、1972年、国連環境開発が「持続可能な開発」という素晴らしいス
ローガンを作りましたが、この言葉自体が矛盾を含んでいます。なぜなら地球自

体が有限だからです。しかしこの言葉は非常に受けが良く、社会に浸透していき

ました。 
l 成長という言葉は、本来悪いものではありません。誕生、発達、成熟、衰弱を経



て死に至る、生きものの生物学的なサイクルは人類存続の条件です。その中で人

間は環境とともに代謝されるもののはずであり、人間は快適な暮らしを保証して

くれるこの宇宙の力を讃え、自然と人間の相互依存とそれへの借りというものを

象徴的な形で認め、感謝してきました。神道というものはその最たる例だと思い

ます。 

 
「脱成長」の狙い 
l décroissance は、成長の反対を意味する言葉ではありません。不景気ということ

でもマイナス成長を目指すものでもありません。décroissanceは一義的に「減少」

を意味する言葉ですが、文字通りの意味で捉えることはできません。逆に、増や

したいと思っていることがあり、それは「生活の質」です。きれいな空気、きれ

いな水、きれいな景色を取り戻すことを目指しています。脱成長は挑発的な言葉

ですが、その狙いは我々が「限度」という感覚を取り戻すということです。 
l 脱成長という言葉は、例えば「無神論；athéisme（ア・テイズム）」が「有神論；

théisme（テイズム）」に否定の接頭語「a」をつけて表されることを踏まえれば、

「成長；croissance（クロワサンス）」に対して「acroissance（ア・クロワサンス）」
と表現する方がふさわしいのかもしれません。しかもここで問題となっているの

は、まさに経済成長一辺倒である宗教的な信念を捨てるということだからです。

進歩と開発への成功と成長に関する神話「経済」という神様を捨てるということ

になるわけです。 

 
経済成長の行き詰まり 
l 経済成長を中心とする社会は持続可能ではありません。なぜなら地球の生物圏の

限界にぶつかるからです。エコロジカルフットプリントという指標で地球環境負

荷を測ってみると、すでに人類は地球の生産能力よりも 50%ほど高い負荷をかけ
ています。全人類が日本人と同じ生活をすると地球は 2 個以上必要であり、全人
類がアメリカ人やオーストラリア人と同じ生活をすると地球が 5個ほど必要です。 

l あらゆる社会が節度を知るべき。今や経済はグローバル化し、成長、増大してい

ます。私たちはあらゆる制約・制限を超えてきました。それは人間の偉大さでも

あり、また危険を孕むものでもあります。 

l イヴァン・イリイチや、批判哲学者であるジャック・エリュールの影響を受けた

思想家たちが、消費社会の基盤を為す「進歩」「科学」「技術」というものを見直

し始めました。その中でまず「持続可能な開発」というのは不可能であり望まし



くもない、という考えが広がるようになりました。 

 
新しい社会へ移行するために 

l 脱成長は確固としたオルタナティブなモデルではなく、オルタナティブの元とな

っているマトリックスのようなものであり、そこから社会の多様な運命が開けて

いく、そういうようなものです。 

l 経済成長社会から断絶して、新しい社会へ移行するためには、①価値観の転換、

②豊かさの概念の転換、③社会の構造変革（今までと違ったやり方でものを生産

し分配していくこと）、④地域社会に根ざす	 という変革が必要です。 

l 各社会で脱成長社会への移行プログラムをつくることができます。 
以下は 2007年フランス大統領選で提案した 10の移行プログラムです。 
1. 持続可能なエコロジカルフットプリントの回復 

2. 適切な環境税による環境コストの内部化、交通量削減 
3. 経済政治社会のさまざまな活動を地域社会に根ざしていく 
4. 化学的な農業ではなく農民主体の農業の再生 

5. 労働時間の削減、雇用創出 
6. 余暇をビジネスのためではなく非商業的な活動や人間関係のために使う 
7. エネルギー消費を 1/4に減らす 

8. 宣伝広告空間の制限 
9. 科学技術研究の方向性の転換。例えば環境に優しい技術の研究等 
10. 貨幣を地域社会に根ざす 

 
l 今は、個人の富を蓄積し、所有することが「豊かさ」とされていますが、脱成長

が提唱する豊かさとはつましい豊かさです。私が提案する脱成長の倫理、それは

「欲求の内発的抑制」というものです。内発的抑制は個人レベルでも、政治的な

社会集団でも為されるものです。そして欲求の内発的抑制を行うことができれば

「経済成長なき繁栄」へ到達することができると考えています。 

 
 

(2)	 話題提供	 月尾嘉男（東京大学名誉教授） 
 
	 社会の転換が迫られている現在の地球の状況について、具体的にお話いただきました。 
	 飢餓、水不足、地球資源の枯渇などの深刻な状況、それを目前にしても人間は知恵を



もって持続可能な経済成長と生活水準の向上を実現できると信じてやってきていると

いうこと、一部は技術によって解決可能かもしれないけれど限界がある、と指摘されま

した。 

	 その上で、実は日本は脱成長文化を千年以上昔からつくってきたということ、それを

可能にした精神的背景には、自然を神聖なものとして見る文化や、「縮み志向」の文化

がある。この民族性に誇りを持って、新しい世界をリードしたらよいのではないか、と

提言いただきました。 

 
l エコロジカルフットプリントで測ると、人類は平均 2.7gha/人を使用している。実

際の地球の土地は 1.8gha/人。不足分は毎年 10億人が食糧不足で飢え、うち 1千
万人が亡くなり、水が無くて苦しみ亡くなる人が 400~500万人いるというかたち
で穴埋めされている。 

l 温水洗浄便座はポンプから水を噴き出すときに大変なエネルギーを使う。毎朝、

おしりを洗う為に使われている電力は日本全国で 470 万 kW。これは福島第一原
子力発電所 6基全部の発電能力の合計 469万 kWとほぼ同じ。（量的比較） 

l 大金を投資してつくられた防潮堤は東日本大震災の津波で消えてしまった。一方、

自然の岩や杜はまったく頑強だった。古くから自然の驚異を目の当たりにしてき

た日本人は自然を崇拝の対象にしてきた。本殿は無く、鳥居のうしろの山や滝を

神としてあがめた神社も多い。 
l 日本は世界第 2 の森林面積比率をもつ。人口密度に対する森林面積比率は注目に

値する。森林を維持してきた精神的な背景は、奥山、里山、里川、そして里海の

文化。これを見直したい。 
l 日本人は世界でただ一つ、物事を小さくしても同じ効果をつくりだす文化をつく

った民族だと言われている。 

 
 

 (3)	 話題提供	 仁連孝昭（アスクネイチャー・ジャパン理事長） 
 
「生命自然の理と『足るを知る』」をテーマに、工業社会の発展、経済成長を支えた前

提はもう通用しない、今求められるのは「生命世界の知恵に学ぶ」戦略への転換である、

と提言されました。 
	 生命世界の知恵とは、「循環」「バランス（節度）」「分権的自己組織化」。これらを取

り入れていくためのライフスタイルの変革や、産学と生活者の恊働によるイノベーショ



ン、そしてイノベーションを創発する自律性、創造性についてお話いただきました。 

 
 

(4)	 話題提供	 大道良夫（アスクネイチャー・ジャパン副理事長） 
 
	 地球温暖化時代における地域経済発展をテーマに、滋賀銀行の金融機能を活かした活

動、具体的にはエコビジネスの推進、環境主軸の CSR経営の推進、生物多様性保全格
付、カーボンニュートラルなどを詳しく紹介いただきました。 
	 また、「三方よし」をはじめとした近江商人の精神、理念、そして経営哲学がラトゥ

ーシュ氏の考えと共通するところや、「三方よし」に「地球環境よし」を加えた「四方

よし」をスローガンにした地域社会、地球環境、そして未来との共存共栄の道について、

お話いただきました。 

 
 

(5)	 パネルディスカッション 
 

コーディネーター	 山折哲雄（宗教学者） 

パネリスト	 セルジュ・ラトゥーシュ（経済学者・哲学者） 

	 	 	 	 	 月尾嘉男（東京大学名誉教授） 

	 	 	 	 	 仁連孝昭（アスクネイチャー・ジャパン理事長） 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	  

	 	 	 	 	 大道良夫（アスクネイチャー・ジャパン副理事長） 

 
	 はじめに、「『足るを知る成長』は不可能かもしれない。犠牲を引き受けることを前提

に近代文明は発展してきたが、この状況を真剣に考えるのであれば、タイタニック号の

乗組員になって考えなければならない。その覚悟が我々にあるのか。」という山折氏の

問題提起があり、脱成長社会は実現可能かについて、議論しました。 

 
	 パネリストからは、「進歩史観」という考え方を変えること、パイをどうつくり多様

な生産・消費を創出するか、事業活動に課す環境対策などを切り口に意見が交わされま

した。 

 
「原点にあるのが旧約聖書『創世記』。ノア一族のみが生き残り、人類の先祖になった

話、つまり犠牲の考え方ではないか。「犠牲」は人類の宿命のような気がしている。」（山



折氏） 

 
「脱成長社会へ転換する為には、制度や技術ではなく精神性を変えなければならない。

一つは、一神教的に人間がすべての生物のトップにあるという概念をどれだけ変えられ

るか。もう一つは、「進歩史観」という思想を変えられるか。」（月尾氏） 

 
「パイを大きくするとマイナス社会的費用が発生する時代になり、私たちはパイをどう

つくるのかというところまで議論しなければならない。利用者が声を出すことで生産を

多様化し、多様な消費、多様な文化を生み出していく。そうして地域を豊かにすること

が、「足るを知る」を現実のものにする方法ではないか。」（仁連氏） 

 
「日本企業の 99.8%は中小企業なので 180 度事業を展開することはきわめて難しい。

ではどうしたらよいか。例えば現状の 40%くらいに温暖化ガス排出を削減できれば、
十分に商人道徳として精一杯のことをやったと言える事業ができるのではないか。」（大

道氏） 

 
	 続いて、「西洋文明、ユダヤ、キリスト教文明の根底にある『生き残り』という考え

方に立つ限り脱成長は実現困難なのではないか」という問いかけがありました。 

 
「日本は近代化の中で、生き残り戦略を受け入れて経済成長を実現することができた。

しかし、アジアには生き残り戦略に基づく思想というのは必ずしも重要な役割を果たし

ていなかった。仏教も老子の考え方にも生き残り戦略というのはなかったと思う。この

「生き残り」という考え方が問題なのではないか。 
	 ラトゥーシュさんの著書『経済成長なき社会発展は可能か』の原題は『開発における

生き残り』というタイトルになっている。この考え方に立っている限り、脱成長は実現

が困難なのではないか。本当に脱成長を求めるのであればサバイバルという考え方を根

元的に疑い、批判し、別のものに組織化している必要があるのではないか。」（山折氏） 

 
「確かに原題は『開発をどうとらえて生き抜くか』。生き残るというのは西洋文明の根

底にあるものかもしれない。私が本を書くにあたって影響を受けた 2人の人物ヴァンダ

ナシヴァ、レイモン・パニカーはインド人だが、西洋化された視点をもっていたと言え

るかもしれない。ダーウィンの進化論を見ても、どのように自然淘汰に打ち勝つか、生

き残っていくかということが大事とされている。」（ラトゥーシュ氏） 



 
	 最後に「我々はかつて、人間教育の基本として、『読み書きそろばん』をやってきた

が、そろそろ、そろばんを文化的・政治的・社会的に再定義する段階に来ているのでは

ないか。」（山折氏）のコメントを受けて、パネルディスカッションを終了しました。 

 
 
◎参加者の感想（アンケートより一部紹介） 
l “sustainable development”という言葉のもつ人間の都合のよさにあまり気づいて

いなかったが、その矛盾がよく分かった。 

l 人は節度を持ちつつ、制限を理解しなければならない。それが持続可能な社会発

展につながると学んだ。 
l 「成長」という言葉の定義からして考えさせられた。現実の生活においてどこま

で、どのようなステップを踏んで脱成長的成長が可能になるのか、まだ道は遠い

が、ラトゥーシュ氏によりある程度具体的な方向性を示されたのでその方向に向

かうことを意識しながら微力を尽くしていきたいと思う。 

l 「内発的抑制」を発揮するような社会を作るために何ができるのか。「教育」とい

うものが keyになると考えています。 
l 神社のお話、古代から続く日本人の知恵などのつながりの話は、子ども達にも教

えてあげたいと思う。 
l ラトゥーシュ氏の講演は経済学部の私にとってはカルチャーショックに近いもの

だった。 

l 基調講演内容を日本語訳した資料が手元にあれば理解しやすかったのでは。 
以上 

 

 
文責：山口琴子 

 


