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■■■ これからが面白い人生の始まりだ ■■■

～物理頭のシステム屋が、経済の現場を因数分解する ～
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【現状】格差拡大と分断（1/2）
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【現状】格差拡大と分断（2/2）
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【日本史］拡大再生産の限界（1/3）

竹中 田中角栄の時代と小泉さんの時代とでは、求められているリーダーシップ
の質が違ったんだなということです。

自民党が政権をとるようになったのが 1955年。 だから、55年体制という
でしょう。 55年体制の中核をつくったのは田中角栄さんです。

彼は 55年の直前に、ガソリン税をかけてそれを道路財源にして道路をつ
くるという非常に日本らしいシステムをつくる。

そして 55年のすぐ後に、30代で初めて郵政大臣になって、そのとき電波
の割り当てを新聞社の子会社にやらせる。 あれは新聞をコントロールする
ためですよね。

同時に、特定郵便局長は地元の名士だからといってその数を増やす。
そしてそれを自民党の集票マシンにするわけです。

それに対して小泉さんは郵便局を民営化し、民間でできることは民間で、
地方でできることは地方でというふうにした。 2人の政治家はなぜこんなに
も違うのか。

これはものすごく大きな枠組みでいえば、高度経済成長の前か後かの違
いです。

『世界で突き抜ける』 （2016.03.17 佐藤航陽、竹中平蔵）より
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【日本史］拡大再生産の限界（2/3）

今は 1人当たり GDPって 400万円ですけど、1955年の 1人当たりの GDP

は名目で（中略） 9000円くらいなんですよ。

そういう時代のリーダーシップと、現在のように成熟した時代のリーダー
シップが違うのは当たり前です。

それを個人の憎しみとか恨みみたいな、小さなもので論じちゃいけない。
だから大きな枠組みとしての共通基盤を持つことは、すごく大事だと思い
ます。

佐藤 戦国時代と、ある程度世の中が平和になった後では、治め方が違うみた
いなことですよね。

織田信長とか豊臣秀吉は、もう開拓をしまくって土地を手に入れ、それを
部下に分け与えることで勢力を拡大していくじゃないですか。

でも豊臣秀吉の時代には、もう分け与える土地がなくなってしまって、
「じゃあ、外に行こうか」といって朝鮮出兵したりと無理がでてくる。

やっぱりあの時代のリーダーシップというのは、まさに田中角栄さんのよ
うに右肩上がりの成長を前提としていた。

『世界で突き抜ける』 （2016.03.17 佐藤航陽、竹中平蔵）より
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【日本史］拡大再生産の限界（3/3）

一方で、肥大化した後はどうやってまとめるか、もしくはどうやって小さくす
るかということが重要になる。

時代背景によって求められるものが変わるのは、おっしゃる通りだと思
います。

竹中 そもそも大化の改新で「公地公民」というルールを定めた。 これは国民も
土地も全部、天皇のものだとして、私有は認めなかったわけでしょう。

それを地方の荘園の番人である武士が、だんだん私有化していくわけで
すよね。 それが大きくなって、国の領主になっていき、その取り合いをして
いたのが戦国時代。 それを取り合うものがなくなって江戸時代になる。

戦争が終わって平和になるとどうなるかというと、GDPが増えるわけです。
だって今まで戦争をしてたのに、そのぶん農作業をすることになるわけだか
ら。

GDPが増えるとどうなるかというと、人口が増えるんですよね。 江戸時代
の最初の 100年で、人口がそれまでの 2倍以上になっています。

ところが 100年くらいたつと伸びが止まるんです。 そこがまた時代の境目
で、そのときに出てきたのが「享保の改革」をした徳川吉宗です。

『世界で突き抜ける』 （2016.03.17 佐藤航陽、竹中平蔵）より
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【資本論］拡大再生産の限界

『資本論』第一部第二十四章「いわゆる本源的蓄積」の第七節「資本主義的蓄
積の歴史的傾向」に有名な以下の記述がある。

いまや収奪されるべきものは、もはや自営的な労働者ではなく、多くの労働者
を搾取しつつある資本家である。

この収奪は、資本主義的生産自体の内在的法則の作用によって、資本の集中
によって、実現される。 つねに一人の資本家が多くの資本家を滅ぼす。 この
集中とならんで、ますます大規模となる労働過程の協業的形態、（中略）、世界
市場網への世界各国民の組み入れ、およびそれとともに資本主義体制の国際
的性格が、発展する。

この転形過程のあらゆる利益を横領し、独占する大資本家の数の減少とともに、
窮乏、抑圧、隷従、堕落、搾取の度が、増大するのであるが、また、絶えず膨張
しつつ、資本主義的生産過程そのものの機構によって、訓練され結集され組織
される労働者階級の反抗も、増大する。

資本独占は、それとともに、かつそれのもとで開花した生産様式の桎梏となる。
生産手段の集中と労働の社会化とは、それらの資本主義的外被とは、調和しえ
なくなる一点に到達する。 外被は爆破される。 資本主義的私有の最期を告げ
る鐘が鳴る。 収奪者が収奪される。

『私のマルクス』 （2007.12.10 佐藤優）より

ピカイチ生活経営塾 2021
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【物語①］制度改革で生まれ変わる（1/6）

■「第三の道」とはなにか

新右派は効率のために平等を、旧左派は平等のために効率を犠牲に供してき
たが、効率と平等の両方をはかろうとするのが「第三の道」にほかならない。

一般に、効率と平等（ないしは公正）はおたがいにトレードオフの（両立不可能
な）関係にある、と保守派エコノミストは主張する。

賃金格差が大きければ大きいほど、人はよく働き、ゆえに生産性が向上する。
すなわち、貧乏人は生活苦に鞭打たれて働き、富める者はもっと多くの所得を得
たいから働くのだ、と彼らはいう。 こうした立場にくみすれば、「第三の道」は無い
物ねだりということになる。

効率という言葉の意味もあいまいだが、それ以上にあいまいなのが、公正、平
等という使い古された言葉の意味である。

そこで、平等という言葉に新しい時代にふさわしい意味を付与することにより、効
率と平等が両立しうるような社会を構築すること、これが「第三の道」の政治の目
指すところである。

『暴走する世界』 （2001.10.04 アンソニー・ギデンズ）より

ピカイチ生活経営塾 2021



- 9 -

【物語①］制度改革で生まれ変わる（2/6）

■平等な福祉社会を目指して

「第三の道」の政治が目指す平等な社会とは、「排除される者のいない社会」で
ある。

失業は「排除」の典型例である。 働きたい者にとって働く場所がないというのは、
明らかな「排除」だからである。 したがって、「第三の道」の政治は失業のない社
会を目指す。

サッチャー時代のイギリスのように、公的な医療・教育が荒廃しておれば、貧者
は良質な医療サービスから排除され、貧者の子女は良質な教育から排除される。
こうした意味で、サッチャー時代のイギリスは不平等社会であった。

排除される者の数を一人でも少なくすることが、「第三の道」の政治の目指すとこ
ろである。

「市場の力」にまかせておけば、こうした平等化が、おのずから達成されるわけ
ではない。 否、むしろ「市場の力」は弱者を「排除」する傾きが強いとみてよい。

だからこそ、新保守（市場）主義者たちは、セーフティネット（安全網）の必要性を
唱えるのである。

『暴走する世界』 （2001.10.04 アンソニー・ギデンズ）より
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【物語①］制度改革で生まれ変わる（3/6）

■ねつ造された「伝統」が欠かせない

伝統とはなにか。 それは、集団、地域社会、共同体を特徴づける、儀式的、か
つ反復的な営みである。

とはいえ、伝統とは、その語感からイメージされるように、長い歴史をもつ持続的
営みである必要はない。

「伝統は不変である」というのは、つくられた神話にすぎない。 伝統は「進化」す
るし、意図的に「ねつ造」された伝統も少なくない。 極論すれば、「伝統と呼ばれ
るものは、すべてねつ造されたものである」といってもけっしていいすぎではない。

そこで、ギデンズは次のように問う。 「グローバル・コスモポリタン社会は、伝統
を必要としない社会なのか」と。

ギデンズは「伝統の存在は社会を存立させるための必要条件である」としたうえ
で、コスモポリタン社会は「姿かたちを変えた伝統が、そこかしこに繁茂しつづける
社会である」と述べて読者の意表を衝く。

なぜ伝統は必要なのかというと、「人間生活に連続性を与え、その様式を定める
のが伝統だから」というのが、ギデンズの答えである。

『暴走する世界』 （2001.10.04 アンソニー・ギデンズ）より

ピカイチ生活経営塾 2021
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【物語①］制度改革で生まれ変わる（4/6）

■家族と結婚は「貝殻制度」である

保守主義者は「伝統的家族への回帰」を主張してやまない。

ところが、「伝統的家族」もまた、その他の伝統と同じく、その源流が数世紀前ま
でさかのぼるわけではなく、「1950年代の欧米諸国にあらわれた家族の過渡的発
展形態にすぎない」とギデンズはいう。

いまや結婚や家族は、貝殻制度（外見と名前はもとのままだが、中身がすっかり
変質してしまった制度）と化してしまった。

結婚という制度は、制度的束縛がなければ脆弱きわまりない男女の関係を安定
化させる役割をになってきた。 同性の関係についても結婚は同じ機能を果たしう
るはずだから、同性どうしの結婚を認めてしかるべきである。

同性愛もふくめて恋愛関係、親子関係、友人関係などは、伝統や制度に縛られ
ない「純粋な関係」でなければならない。

「純粋な関係」の理念型、すなわち「良い関係」とは、コミュニケーションを基本と
し、同等の権利と義務をもつ関係、おたがいに敬愛しあい、相手にとって最善であ
ることを願う関係である。

『暴走する世界』 （2001.10.04 アンソニー・ギデンズ）より

ピカイチ生活経営塾 2021
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【物語①］制度改革で生まれ変わる（5/6）

■不可欠な「民主主義の民主化」

欧米の成熟化した民主主義国家では、民主主義への幻滅がはびこるようになっ
た。 政治家への不信がつのり、選挙の投票率が下がり、少なくとも表向き市民の
政治への関心は著しく低下した。

政治的関心が低下したのは、なにゆえのことだったのか。 ギデンズは、次の三
つの理由をあげる。

第一、政治家の多くは自己利益の追求に汲々とし、市民の利益を二の次・三の
次に回しがちであること。

第二、環境問題、人権、家族政策、性的自由など、若者にとって重要な課題に
政治家の多くは真剣にとりくもうとしないこと。

第三、経済のグローバリゼーションの結果、経済を制御する政府の力がいささ
かならず減退したこと。

「政治は堕落したビジネス」だと憤る若者のなかには、国際的な非政府組織
（NGO）に身を投じて、政府の手に負えなくなった問題にとりくもうとする者が少な
からずいる。

彼らはけっして政治そのものに無関心なのではなく、いまある政治に関心なり共
感なりをもちえないだけである。

『暴走する世界』 （2001.10.04 アンソニー・ギデンズ）より
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【物語①］制度改革で生まれ変わる（6/6）

議会制民主主義に従って問題を解決できないのだとすれば、いったいどうすれ
ばよいのだろうか。

「民主主義の民主化」がギデンズの答えである。 国民国家のなかで民主化をさ
らに深化させると同時に、国境横断（超国家）的な民主化が推し進められなけれ
ばならない。

健全な民主主義社会は、政府、市場、市民社会の三つの調和が必要だという意
味で、三本足のスツール（腰掛け椅子）になぞらえられてしかるべきだとのギデン
ズの指摘は、じつに示唆に富む。

中央から地方への実効性ある権限委譲は、国内レベルでの「民主主義の民主
化」のための必要条件である。

市民審議会や国民投票が、議会制民主主義を補完する役割をになうことも期待
される。 環境保護団体のようなシングル・イシュー・グループと既成政党との共闘
もまた、新しい政治のモメントとなりうるであろう。

「民主主義の民主化」は、上からの改革によってではなく、下からの改革によっ
てのみ成し遂げられるのだから。

『暴走する世界』 （2001.10.04 アンソニー・ギデンズ）より
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【物語②］技術革新で突き抜ける（1/8）

■国家の未来

実は、国家が誕生したのはつい最近のことで、それ以前は、小規模な村で集落
という形でコミュニティを運営していました。 それが拡大するにつれ高度化してい
き、軍隊を持ち、法律を整備し、通貨を発行することで近代国家へと進歩していき
ました。

人間の歴史を振り返ってみると、国家という枠組みはそれほど普遍的なもので
はなかったのです。

国家ができた理由を一言でいえば、「生存確率を上げること」に尽きるでしょう。

群れをなす動物と同様、集団行動することで、私たちの生き残る確率は上がりま
す。 外敵に襲われにくくなり、集団の知識を共有し合うことで同じ失敗をしにくくな
ります。 また、怪我をすれば、仲間が代わりに食料を分けてくれるなど、それぞ
れの不足を補うこともできるでしょう。

すべて、個体の死ぬ確率を下げる行為です。

個体にとって、生存以上に直接的に切実な必要性はありません。

『未来予測の技法』 （2018.01.30 佐藤航陽）より

ピカイチ生活経営塾 2021
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【物語②］技術革新で突き抜ける（2/8）

初期の人類は集団で狩猟をしながら暮らしていました。 しかし、狩りは獲物が
いつも見つかるとは限らない、ハイリスクな手段です。 時を経て、人類は、より不
確実性の低い農耕や牧畜へと移行をはじめます。 農耕や牧畜は手間こそかか
るものの、一定の土地とノウハウがあれば継続的に食料を確保することができま
す。

農耕社会において、「土地」は経済力の源泉です。

集団は領土を拡大することで、より多くの食料を確保し、多くのメンバーを養える
ようになります。

個人は、集団のために「税」という形で得られた食料の一部を差し出し、それをも
とに集団は領土を拡大していきます。 そうすることで、集団に所属する個人一人
ひとりに、より豊かな暮らしが提供されるのです。

一方で、領土が拡大し、コミュニティの構成員が増えると、和を乱すものが出てき
ます。 この段階において、コミュニティを快適に維持するために、特定の人に力
を与え、構成員全員にルールを遵守させる必要性が出てきます。 これが「権力」
の起源です。

「代理人」に権力を集中させることで、あらゆるプロセスを効率化させていくのが
近代という時代でした。 国家はその最たる存在です。 国民の力を国家という代
理人に集約させることが、近代の社会を運営するうえでは最も効率的でした。

『未来予測の技法』 （2018.01.30 佐藤航陽）より

ピカイチ生活経営塾 2021
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【物語②］技術革新で突き抜ける（3/8）

■領土の重要性が低下する

この近代国家のシステムは、新しいテクノロジーによってどういった方向に変化
していくのでしょうか。

まずは領土から見ていきましょう。

かつて、土地の広さは農業や工業における生産能力と直結していたため、領土
の広さは国力そのものでした。 しかし、資本主義が成熟するにつれ、全世界的に
産業の中心が農業や工業から、金融や情報通信といった物理的な制約に縛られ
ない分野に移ってきます。

農業や工業から金融や情報通信へのシフトという事実自体はよく指摘されるも
のの、その理由、すなわち、どんな必要性があったのかということについては語ら
れることはあまり多くありません。

資本主義社会は、常に次の金脈を求めてさまよい、より効率的に資本を増やす
方法を探しています。 人間の欲望には際限がないとういう前提に立ち、その性質
を活用して経済を発展させていこうとするのが資本主義の本質だからです。 そし
て、その資本主義において最も必要性が高いのが「資本を高速で増やすこと」で
す。

さて、農業や工業と金融や通信産業、どちらがより効率よく資本を増やすことが
できるのでしょうか？

『未来予測の技法』 （2018.01.30 佐藤航陽）より

ピカイチ生活経営塾 2021
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【物語②］技術革新で突き抜ける（4/8）

農業や工業といったビジネスは、資本を一度商品という物質として現実世界に
戻します。 そして、物としての商品を販売し、資本を増やすという形をとります。

一方で、金融や情報通信は現実世界に戻す物質が存在しません。 金融は資
本から資本を生み出し、情報通信は情報を資本に変えます。 貨幣も情報もただ
の概念であり、非物質的な存在です。

現実世界に物質として戻しそれを元手に資本を増やすのと、仮想の概念同士の
やりとりで資本を増やすのと、どちらがより効率的かつスピーディか、結論は明ら
かでしょう。

現実世界の形ある商品をつくるためには工場も必要ですし、倉庫から配送まで
さまざまな物理的な制約も存在します。 そういった制約が多いほど資本が増える
スピードは落ちていきます。

一方で、場所も時間も必要とせず、資本や情報のみで完結するビジネスは、高
いスケーラビリティを持ちます。 工場も倉庫も、何万人という従業員も必要ではあ
りません。 世界中のどこにいてもビジネスができ、かつ、多額の初期投資も必要
ありません。

資本の高速増殖という原理に従い、産業はその中心を移行してきました。

『未来予測の技法』 （2018.01.30 佐藤航陽）より
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【物語②］技術革新で突き抜ける（5/8）

■政治の未来

古代ギリシャのような小規模な都市国家では、広場に市民が集まり、弁士の演
説を聞いてその場で議論を交わし意思決定をするというシンプルな直接民主制を
採ることも可能でした。

たしかに、数百人、数千人程度の国家であれば、広場で代表者の演説を聞いて、
投票したほうが効率的でしょう。 複雑な制度など必要ありません。

しかし、何百万人と国民が増えてくると、この方法は成立しません。

国家のなかにも、利害関係の一致しない数多くのグループ（集落、階級、組合な
ど）が生まれてきます。 また、利害関係が複雑化してくるにつれ議論の内容も細
分化されていき、各人の主張内容をすべて把握することも難しくなっていきました。
その結果、関係者全員が納得できるようなシステムが必要とされるようになりまし
た。

そこで生まれたのが、各地域から代表者を選出し、代理人として話し合いをして
もらう間接民主制です。

国民は、自分たちの利益を代弁してくれる信頼できる人を選び、その人に意思
決定を任せます。 間接民主制は、まさに典型的な「ハブ型」の近代社会の特徴を
備えています。

『未来予測の技法』 （2018.01.30 佐藤航陽）より
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【物語②］技術革新で突き抜ける（6/8）

間接民主制が生まれたのは、大勢の人が広場に集まって議論すると収拾が付
かなくなるからでした。

そのため、物理的な制約やオペレーション上の問題をクリアできるテクノロジー
があれば、今のアプローチを採る必然性はなくなります。

ただし、データの収集と、意思決定は分けて考えなければなりません。

データの収集が可能になっても、政治的な意思決定までもがシステムによって
行われるようになるには、相当な時間が必要になるでしょう。

なぜなら、政治的な議論は正解を見つける手段というだけではなく、関係者全員
が納得するための儀式的な役割も備えているからです。

システムによって導き出された結論を多くの人が信頼できるようになるまでには、
かなりの時間を必要とするはずです。

■選挙と議会が中抜されるようになる

意思決定についてだけではなく、政治資金の調達方法においても、インターネッ
トは大きな変化を与えます。

『未来予測の技法』 （2018.01.30 佐藤航陽）より
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【物語②］技術革新で突き抜ける（7/8）

これまでの政治活動では、政策を実現するためには、議会を通し、税金から予
算をつけてもらう必要がありました。 そのためには、時間をかけて政党内で力の
あるポジションに就くことが必要でした。

一方、クラウドファンディングを活用すれば、政策を実現したい人とそれに資金を
提供したい人さえ存在すれば、それだけで活動が成り立ってしまいます。

面倒な調整や決議や予算獲得などのプロセスをすべて「代理人」抜きに実現し、
シンプルに民意を反映させられるのです。

さらに、これを政治活動としてではなくビジネスとして継続させていくことができれ
ば、もはや一般の投資と変わりません。

何かに困っている人たちがいて、その問題をビジネスとして解決できる人が存在
していれば、後はそれに投資したい人が、ネットを通して資金を提供し適切なリ
ターンを得るだけです。

実のところ、ビジネスも政治も、目的はまったく一緒で、そのアプローチが異なる
だけです。

何かに困っている人たちのニーズを汲み取り、その解決策を提示するというプロ
セスは共通しています。 その資金調達源が投資であればビジネスとなり、税金で
あれば政治になりますが、どちらも、問題解決のための行為です。

『未来予測の技法』 （2018.01.30 佐藤航陽）より
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【物語②］技術革新で突き抜ける（8/8）

政治に携わりたい、つまり社会の問題解決をしたいと考える場合、以前であれ
ば政治家になることが最も近道でした。

しかし、実際にその理想を実現するまでに、どれほどの時間が必要になるでしょ
うか？ 新米議員として政党に所属し、派閥に入り、法律を通せるようになるまで、
少なくとも 20年以上の時間が必要でしょう。

現在 20代、30代で影響力のある政治家のほとんどは、「地盤・看板・カバン」が
生まれたときから揃っていた 2世 3世の世襲議員です。 また、今政治の世界で

リーダーシップを持つさらに上の世代の政治家も、世襲議員が多くを占めていま
す。

このような状況で、政治家の子どもでもない人が、本当に解決したい社会的な課
題を見つけたとき、政治家になるのが最良の道ということにはならないでしょう。

「社会起業家」という言葉が普及してきたのもこの流れのひとつです。 これまで
は政治の領域で解決されていた問題を、起業家がビジネスの領域で解決しようと
する試みが増えてきています。

これからの時代、選挙や議会すらも中抜の対象になりえます。

政治の世界に入るよりも、機動性も柔軟性も高いビジネスの世界で勝負したほ
うが、結果的に早く問題を解決できるかもしれません。

『未来予測の技法』 （2018.01.30 佐藤航陽）より
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