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【経済の現場】帝国的生活様式（1/2）

ドイツの社会学者ウルリッヒ・ブラントとマルクス・ヴィッセンは、グローバル・サ
ウスからの資源やエネルギーの収奪に基づいた先進国のライフスタイルを「帝
国的生活様式」と呼んでいる。

帝国的生活様式とは要するに、グローバル・ノースにおける大量生産・大量消
費型の社会のことだ。 それは先進国に暮らす私たちにとっては、豊かな生活を
実現してくれる。 その結果、帝国的生活様式は望ましく、魅力的なものとして受
け入れられる。

だが、その裏では、グローバル・サウスの地域や社会集団から収奪し、さらに
は私たちの豊かな生活の代償を押しつける構造が存在するのである。

問題は、このような収奪や代償の転嫁なしには、帝国的生活様式は維持でき
ないということだ。 グローバル・サウスの人々の生活条件の悪化は、資本主義
の前提条件であり、南北の支配従属関係は、例外的事態ではなく、平常運転な
のである。

ひとつ例を挙げよう。 私たちの生活にすっかり入り込んだファスト・ファッション
の洋服を作っているのは、劣悪な条件で働くバングラデシュの労働者たちである。
2013年に、5つの縫製工場が入った商業ビル「ラナ・プラザ」が崩壊し、1000人以
上の命が犠牲になる事故があったのは有名だ。

『人新世の「資本論」』 （2020.09.22 斎藤幸平）より
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【経済の現場】帝国的生活様式（2/2）

そして、バングラデシュで生産される服の原料である綿花を栽培しているのは、
40℃の酷暑のなかで作業を行うインドの貧しい農民である。

ファッション業界からの需要に合わせて、遺伝子組み換え綿花が大規模に導
入されている。 その結果、自家採取の種子が失われ、農民は、遺伝子組み換
え品種の種子と科学肥料、除草剤を毎年購入しなくてはならない。 干ばつや熱
波のせいで不作ともなれば、農民たちは借金を抱えて、自殺に追い込まれること
も少なくない。

ここでの悲劇は、帝国的生活様式による生産と消費に依存しているグローバ
ル・サウスも、グローバル資本主義の構造的理由から、この平常運転に依存せ
ざるを得ないことにある。

バングラデシュのラナ・プラザの縫製工場でも、事故の前日に従業員たちは、
壁や柱の異常に気がついていたが、その声は無視されたのだった。 また、イン
ド人も、除草剤が身体や自然に有害だとわかっている。 それでも、ファッション
産業の市場は拡大していき、世界中の需要を満たすために生産続行が強制さ
れる。

そして、犠牲が増えるほど、大企業の収益は上がる。 これが資本の論理であ
る。

ピカイチ生活経営塾 2021

『人新世の「資本論」』 （2020.09.22 斎藤幸平）より
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【経済の現場】市場の内部化（1/2）

1970年代に始まり、21世紀に入って普遍化してきたグローバル資本主義とは、

極端に図式化してみれば、スカラー通貨が量的拡大をひたすら求める資本の運
動によってあらゆる物事が支配されるような市場経済社会です。

それは、現代では、スカラー通貨があらゆる領域に適用され、その資本として
の増大を求める運動である「自由投資主義」として現れています。 グローバリ
ゼーションは市場の外延的拡大と内包的深化という、資本主義の長期的な傾向
であり、市場原理がコミュニティや国家を分解して、それらの内部をスカラー通貨
による商品売買のための市場として再組織する「市場の内部化」であると捉えら
れます。

そこでは、「資本の人格化」である資本家と企業組織のみならず、勤労者、主
婦、学生など一般の個人も自らの行動のすべてを利益獲得のための利己的な
投資行為とみなします。 彼らは人的資本や機会費用といった小売り主義的な
概念に基づいて教育、訓練、職業、結婚、育児、介護などの社会行為を勘案し
選択するようになるのです。

こうなると、スカラー通貨による一次元的な価値評価が全ての領域を覆いつく
します。

『脱国家通貨の時代』 （2021.01.25 西部忠）より

ピカイチ生活経営塾 2021
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【経済の現場】市場の内部化（2/2）

例えば何の所得も生まない育児、家事、介護は就業から得られる所得を逸失
するとういう意味で機会費用の負担であると考えられ、精神的にも面倒でやっか
いな骨折り仕事としかみなされなくなります。

また、国家による社会福祉や公共投資のような公的役割は、小さな政府を目
指す規制緩和・民営化を通じて市場の利益原理に取って代わられました。

こうして、自由投資主義における異次元的な利潤原理が、家族や学校のような
コミュニティの互酬、あるいは、国家の再分配をことごとく置き換えていったので
す。

このように、グローバル資本主義の下では、商品化が地理的・空間的に拡大
する市場の外延的拡大だけでなく、商品化があらゆるモノやコト（情報、権利、リ
スクを含む）の領域へ侵入する内包的深化が進んでいます。

「自由投資主義」ともいうべきこうしたエートスが蔓延することにより、一元的な
スカラー通貨による所得の他、効率性、利便性、快適性における利己性が徹底
して追求されます。 その結果として、家族や近隣などのコミュニティにおける互
酬や互助に含まれる共同性ないし利他性は廃れていきます。

『脱国家通貨の時代』 （2021.01.25 西部忠）より
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歴史は繰り返す⁉（1/3）

石破 「100年に一度」と口にされる方が最近多いですが、100年前を知っている
人は、まあほぼいないわけです。

日本の最高齢の方が今 117歳で、100歳を超える方は 8万人もおられるそうで

すから、生まれていたという方は結構おられるかもしれませんけれど、多くの人
にとっては想像もつかない。

ですから、歴史の本で読むしかないのです。

100年前どのような世界だったかというと、1914～18年までは第 1次世界大戦
でした。 そして 1918年～20年まで、今と同じような疫病が世界を席巻しました。

数え方にもよりますが、全世界で 1億人が死んだと言われる、俗に言う「スペイ
ン風邪」ですね。 日本でも 40万人は亡くなっています。

第 1次世界大戦においては、日本は連合国側として、地中海やインド洋に駆逐

艦とか巡洋艦を出したわけです。 それが横須賀に帰ってきて、そこからウイル
スが爆発的に広がりました。

『もはや日本には創造的破壊しかない！』 （2021.01.18 浅井隆、石破茂）より

ピカイチ生活経営塾 2021
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歴史は繰り返す⁉（2/3）

また、当時日本領であった台湾で大相撲をやっていて、その巡業から力士が
帰ってきて、そこからもウイルスが広がったそうです。

その 1918年から始まった感染症は、一旦 1918年の暮れに収まるんですね。

ところが、今の言葉で言えば「変異」を起こす。 電子顕微鏡もない時代でした
から当時は理由はわからなかったでしょうが、ウイルスが変異を遂げたのです。

おそらくそれで集団免疫ができたんだろうと言われていますが、結局日本でも
40万人が亡くなり、1920年にやっと収まりました。

年代順に見ていくと、第 1次世界大戦は 1914年から18年まで、スペイン風邪は
1918年～20年まで、そしてその後 1929年ウォール街の株価大暴落、さらに世
界大恐慌、その後に 1939年～45年まで第 2次世界大戦と続きます。

非常に大雑把に言うと、これが今から 100年前＋αの出来事だったわけです。

ピカイチ生活経営塾 2021

『もはや日本には創造的破壊しかない！』 （2021.01.18 浅井隆、石破茂）より
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歴史は繰り返す⁉（3/3）

明治初期に施行された廃藩置県も定着するまでに 20年近くかかった。

しかも、150年近く経った今でも、同じ県内に違う藩の気質を感じさせる地域が
並存し、軋轢（あつれき）を生んでいるケースすらある。

それでも、改革の手綱を緩めてはならない。 行政や統治制度も、所詮は人々
がより良く生きるための道具でしかない。

中央集権と地方分権という軸で歴史を見れば、日本はたびたびその軸を移し
てきた。

大雑把に言えば、平安末期の六波羅政権（平氏政権：中央集権）、鎌倉幕府
（地方分権）、南北朝時代（建武政権：中央集権）、室町幕府（地方分権）、豊臣
政権（中央集権）、江戸幕府（地方分権）、明治以降（中央集権）と見事なまでに
交互に並ぶのだ。

これは何を表すか。

時代が変われば道具（統治方法）も変わって行くということだ。

ピカイチ生活経営塾 2021

『もはや日本には創造的破壊しかない！』 （2021.01.18 浅井隆、石破茂）より
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【国家の現状】格差と分断（1/4）

石破 コロナ禍にあって気付かされたことの一つに、日本は食糧にしてもエネル
ギーにしても外国に頼りきっている、とういうことが挙げられます。

一時期、4月、5月頃でしたか、家やマンションは建ったけどキッチンがないとか、
トイレに便器がないという話もありました。

それで、住宅を引き渡せないが、その負担は誰が持つのだなんていう議論が
ありましたけれど、いかに日本があらゆる面で外国からの輸入に頼っていたか
が明確にわかった、ということがありました。

浅井 マスクなども、ほとんど中国製でしたね。

石破 そうですね。 だから、内需中心の、国外に頼りすぎない地域分散型の経
済を作って行くべきだと思っているのです。

ただ、今はまだ 1億 2500万人くらいいる日本の人口が、今後急減する中にあっ

てどうやって内需中心の地域分散型の経済を作っていくのか。 それが大きな課
題であることは論をまたないわけです。

『もはや日本には創造的破壊しかない！』 （2021.01.18 浅井隆、石破茂）より

ピカイチ生活経営塾 2021
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【国家の現状】格差と分断（2/4）

『格差と分断』というのは、なにもトランプ大統領が発明したことではなくて、資
本主義は本来『格差と分断』を引き起こす構造を内包しているんだそうです。

それはそうでしょうね。 機会や運にも恵まれて富を築いた者は、次に富を築く
と思われる者に投資する。 それがうまくいけば、富める者はもっと富んでいく。
一方で搾取される者は生活を改善する機会を失う。

つまり、資本主義ができた時から、ほおっておけば世の中は自然と格差が広
がり分断が進むのだと。 だからこそ、修正資本主義とか福祉国家というものが
出てきたわけですよね。

我々自由民主党も、戦後「そんな社会を作っちゃいかん」ということで、格差の
是正に取り組んできた。 とても頑張ったので、マルクスが昭和の時代に生きて
いたら、「理想の国家がここにあった」と日本に来て言うだろうと言われるくらいの
話でした。

これまではそうやって、『格差と分断』が進まないように一生懸命やってきたと
思っているのですが、今になって『格差と分断』を是認するかのような合衆国大
統領があらわれるというのは、一体何なのだろうかという思いがありました。

『もはや日本には創造的破壊しかない！』 （2021.01.18 浅井隆、石破茂）より

ピカイチ生活経営塾 2021
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【国家の現状】格差と分断（3/4）

石破 今までわが国は東京一極集中で、サスティナブルではありませんが即効
性のある経済成長を目指してきたわけです。

1968年の明治維新以来、1894年が日清戦争ですから 30年で清に勝ちました。
さらに、1904年が日露戦争ですから 40年でロシアに負けないですみました。

浅井 日露戦争というのはみんな勝ったと思っていますが、実際にはギリギリ引
き分けかプラスちょっとという感じですよね。

石破 つまり、明治維新から 40年で負けないですんだ、と。 で、70年経ったらア
メリカ相手に大戦争起こして、4年間も戦うわけですよ。

浅井 ある意味、大したものですね。

石破 奇跡ですよ、こんなの。 で、徹底的に負けたのが昭和 20年（1945年）で
その後、昭和 43年（1968年）に日本は GNP世界第 2位になるわけですよね。

敗戦後、たった 23年でです。 これも、普通はあり得ないですよ。 これは、東

京一極集中と官僚統制の経済、官僚支配の政治体制だからこそできたのではな
いでしょうか。

『もはや日本には創造的破壊しかない！』 （2021.01.18 浅井隆、石破茂）より

ピカイチ生活経営塾 2021
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【国家の現状】格差と分断（4/4）

浅井 そこまではよかったのですよね。 それ以降が問題ですね。

石破 だからよく「平成は何が終わったのか」と言われるのです。

まだ昭和の時代は、その遺産で食べていられたわけです。 私が議員になった
のが昭和 61年（1986年）で、昭和 64年（1989年）が大喪の礼で昭和が終わるわ
けですが、角栄先生がおしゃった「戦争に行ったやつがいなくなった」のが平成。

だから、『格差と分断』という資本主義の悪しき本性があらわれてきたのが平成
という時代だったと私は思っています。

浅井 つまり、民主主義と資本主義の両方の良いところもあるけれど、悪いとこ
ろも出てしまったということですね。

石破 そうです。 その資本主義の悪い形が登場しつつあると思うのです。

そこでもう一度、原点に立ち返ろうよと。

『もはや日本には創造的破壊しかない！』 （2021.01.18 浅井隆、石破茂）より

ピカイチ生活経営塾 2021
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【政治の現場】代理人問題（1/4）

普通に考えれば、血税を大切に使い、無駄を排除するのが公僕たる役人・政
治家の仕事であるが、現実はそうではない。

彼らの評価軸は、実は「いかに大きくカネを使ったか」によって決まるのだ。 一
般庶民の感覚では「何で!?」と思うことだが、それが彼らの常識なのである。

国や自治体が行う事業は、すべて予算ありきで組み立てられる。 そして、付い
た予算は使い切らないといけない。

財政法では「予算の単年度主義」の原則が定められており、使い切らなかった
分を来年に持ち越すといったことができない。 しかも次年度は、節約した分予
算を削られることになる。

こんなことをすれば、その役人は役所の中で「無能者」扱いとなり、出世は絶望
的になるのだ。

よく年度末になると、意味のない道路工事が増えたり役所のカラ出張が増えた
りといった話を耳にするが、これらはすべて「つじつま合わせ」のために予算を消
化している一例である。

ピカイチ生活経営塾 2021

『もはや日本には創造的破壊しかない！』 （2021.01.18 浅井隆、石破茂）より



- 16 -

【政治の現場】代理人問題（2/4）

また、中央官庁において最も出世する官僚とは、「より予算を多く獲得し、それ
を使い切る者」である。

なぜなら、予算を多く獲得できれば所管業界や都道府県などの所管部局にも
恩を売ることも、関係団体に資金を回して天下り先を作ることも容易になるから
だ。 取った予算の大きさが仕事の大きさ、ひいては自身の評価の大きさにつな
がるというカラクリだ。

都道府県や市町村の首長もこれは同様で、国からの補助金をより多く取ってき
た者が有能とされる。

補助金事業は議会の反対がなく承認され、また地元有力者への仕事のあっせ
んなどで便宜を図ることもできる。

もちろん議員も、すべてではないが似たような傾向がある。

有権者からの陳情に基づいて市町村や都道府県、あるいは国から予算をもぎ
取ってくれば「おらが議員先生は立派だ」ということになり政治献金も増えようも
のだし、次の選挙も盤石となる。

ピカイチ生活経営塾 2021

『もはや日本には創造的破壊しかない！』 （2021.01.18 浅井隆、石破茂）より



- 17 -

【政治の現場】代理人問題（3/4）

こういう構図の中では財政の健全化などという力学が働くはずもない。

無駄な支出をおさえ、無駄な事業を削れば、それは官僚や役人、首長たちの
評価が下がり出世の道が閉ざされるのである。

ましてや、二重行政や二重政治を解消しようなどと言えば、それこそ自分たち
の居場所をなくすことにもなりかねない。

彼らがあれこれと理由を付けて道州制にケチを付け、現在の統治制度を守り
たいのは、端的に言えば彼らの既得権益を侵害されたくないからなのだ。

このような指摘をすると、「役人・政治家はロクなものではない！」とお怒りの向
きも多いかもしれない。 ただ、彼らを一方的に悪者にするのは卑怯というもの
だろう。

あえて「非役人・非政治家」である私たちにも耳の痛い話をするが、こうした役
人が無駄遣いを強いられる状況を野放しにし、あるいは政治家に票を入れるの
は、結局は私たちなのだ。

それだけではない。 無駄に付いた予算が、企業を通じて私たち（あるいは家
族）の給料になっている側面もある。

ピカイチ生活経営塾 2021

『もはや日本には創造的破壊しかない！』 （2021.01.18 浅井隆、石破茂）より
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【政治の現場】代理人問題（4/4）

『代理人問題』とは

投資を他人任せにすることの弊害は、結局のところ「代理人問
題」に帰着する。

自分以外の人間に何かをやってもらおうとすると、本来依頼人
のためにベストを尽くすべき代理人が自分の利益を最大化する
ことを優先して、その障害にならないかぎりで依頼人にも利益を
お裾分けするという本末転倒な構図になってします。

『投資はするな！』 （2020.12.15 増田悦佐）より

ピカイチ生活経営塾 2021
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【政治の現場】ロビイング規制法（1/3）

アメリカ社会全体に対する評価が楽観論から悲観論に変わったのは、いった
いいつごろのことだったのだろうか。

私は、第 2次世界大戦直後の 1946年に、連邦議会が「ロビイング規制法」とい

う名の贈収賄奨励法を成立させたことが、結局は興隆から衰退への転換点だっ
たと考えている。

「贈収賄はどんなにきびしく禁じても根絶することはできない。

それなら、いっそ贈収賄自体を連邦議会に登録した専門家を通じておこなうか
ぎり合法として、監視のもとにおくほうが合理的ではないか」という議論がまかり
通ったわけだ。

第 2次世界大戦が終わった翌年、1946年は平時経済の初年度で、戦時中は
GDPの約 3分の 1を占めていた軍事予算が、突然 1割未満に落ち込むと見られ
ていた。

そのため、戦争特需で潤っていた企業経営者たちは、極端な収益低下を予期
して戦々恐々としていた。

ピカイチ生活経営塾 2021

『日本人が知らないトランプ後の世界を本当に動かす人たち』 （2021.01.31 増田悦佐）より
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【政治の現場】ロビイング規制法（2/3）

そこで、戦時中好収益を約束されていた軍需が大激減することの埋め合わせに、
各産業団体が「自分たちにとって利益の確保しやすい法律制度をつくってもらお
う」と連邦議員たちに働きかけることを合法化してやったのだ。

そのついでに、採決に参加した議員たちや、法案に署名した大統領の懐も暖ま
ることは言うまでもない。

「ロビイング規制法」は、驚くべき即効性を発揮した。 もちろん、企業の利益水
準も高止まりさせた。

だが、公表されたあらゆる文書に「企業の貪欲さ」というキーワードが出現する
頻度が、1950年にピーク比 10パーセント未満で底を打ってから、2006年のピーク
まで、延々と上昇しつづけたのだ。

ピカイチ生活経営塾 2021

『日本人が知らないトランプ後の世界を本当に動かす人たち』 （2021.01.31 増田悦佐）より
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【政治の現場】ロビイング規制法（3/3）

つまり、「企業は貪欲である」という認識は、1946年にロビイング規制法が成立し
た直後から一貫して高まっている。

今からふり返ると、アメリカ国民の政治への信頼度が 1960年代半ばにピークを

打ったのは、そのころまでは「政治家は企業の貪欲さを抑止してくれる」という幻想
が維持されていたというだけのことではないだろうか。

ただ、そのころから政治家の役割は巨額献金をしてくれた有力産業、大手企業
の言いなりで、彼らにとって有利な法律制度をつくることだったのは、間違いのな
い事実だ。

GDPは成長しつづけていても、企業の貪欲さが高まるにつれて、GDPに占める
企業利益の取り分が増え、勤労者の賃金給与所得の取り分（労働分配率）が減る。

セントルイス連銀調査部のデータによれば、アメリカの労働分配率は1950年代
半ばと 70年代初頭の 51パーセント台半ばという双子のピークを過ぎると、急坂を
転げ落ちるように下げつづけ、直近では約 43パーセントに下落している。 おまけ
に、アメリカの GDP成長率は 1970年代以降 10年ごとに低下している。

ピカイチ生活経営塾 2021

『日本人が知らないトランプ後の世界を本当に動かす人たち』 （2021.01.31 増田悦佐）より
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多様化の時代（1/3）

当時、人々は一つの民で、一つの言語を話していました。 そして、石や漆喰
の代わりにレンガやアスファルトを使って町を作り、天まで届かんばかりの高い
バベルの塔を築きました。

この野心が神の怒りに触れて、神は人間が互いに理解し合えないよう多くの言
語を持つ民族へ分かれさせたのです。

バベルは「混乱させる（バベル）」という語から出た名前です。 四方に分裂した
人々はもはや大きな町や高い塔を築かなくなりました。

聖書にはその理由が記されていませんが、これが意味するのはどういうことで
しょうか。 おそらく次のようなことが含意されているのではないでしょうか。

言葉は、互いに理解し、愛しあうための意思疎通の手段であり、一つの言葉の
場合、相互理解や集団結束が強まって、町や塔に象徴される文明は急速に発
達するけれども、その反面、富や権力が一部の人々や集団に過大に集中する
結果、人々が驕り高ぶり、自然や神への謙虚な姿勢が失われるだけではなく、
お互いに憎しみ対立しあうことがしばしば生じてしまいます。

ピカイチ生活経営塾 2021

『脱国家通貨の時代』 （2021.01.25 西部忠）より
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多様化の時代（2/3）

単一言語による単一民族の拡大よりも、異なる言語を話す多民族の共存の方
が、情報交換やコミュニケーションが適度に疎らになって権力や富が集中せず、
いたって平和な生活が長く続くのではないでしょうか。

言い換えると、言葉は意思疎通だけでなく、意思阻害を引き起こす両刃の剣で
あり、そのバランスが重要だというのが、バベルの塔の暗黙的な意味ではない
でしょうか。

というのも、この話は次のような現代の進化論における議論を彷彿とさせるか
らです。

それによると、単一ないし少数の種が大量に成長すると隘路に陥り、環境変化
に適応できずに絶滅してしまうリスクが高まります。 むしろ種の多様性がある方
が環境変動へ弾力的に適応できる回復力（レジリエンス）が大きいのです。

一つの言語を使ってバベルの塔のように天の高みを目指すよりも、多くの言語
が共存すると、コミュニケーションが緩やかになって権力や富が適度に分散する
ため、共存共栄と平和が長く続くという神の見方であるとすれば、これは極めて
深遠な見解です。

ピカイチ生活経営塾 2021

『脱国家通貨の時代』 （2021.01.25 西部忠）より
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多様化の時代（3/3）

お金も同じではないでしょうか。

お金は、私たちに互いに必要なものを交換により手に入れさせ、私たちの生活
を豊かにし、経済を発展させてきたものですが、その反面、一部の人に富を集中
させ、人々の間の格差と貧困を生み出し、争いや戦争を引き起こしてきたもので
もあります。

特に、金やドルなど一つのお金が支配的になればなるほど、そういうリスクが
高まります。

それは、私たちがこの両刃の剣の強力な力をうまく操れず、それに振り回され
てしまうからだといえるでしょう。

言葉とお金もこのライトセーバーと同じような光と闇の両面を持つ「魔剣」だとい
えるでしょう。 それは、善にも悪にもなりうる恐ろしい力を持つものです。

お金の魔力に振り回されないようにするには、やはりお金の種類を増やし、
フォースを適度に分散させる賢い知恵が必要ではないでしょうか。

ピカイチ生活経営塾 2021

『脱国家通貨の時代』 （2021.01.25 西部忠）より


