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1. 効用より善を選ぶ時代が-1930年のケ

インズ

いまからひと昔まえ-1930年。世界恐慌の

嵐が世界中を襲い, 日本にもそして日本農業にも

波及。たとえばそれ迄1石 30～ 40円水準であっ

た米価は20円水準に, 1貫 10円水準であったマ

ユは3円水準に,それぞれ急落するという有様。

世に言う昭和農業恐慌である。

そういう「世界中を覆っている不況,世界中に

充足されない欲望が渦巻いているというのに失業

が存在しているという最悪の事態」
1)に

対して,

悲観論が横行していたとき,ケ インズはかえって,

短期的な見方でなく,今後 100年 間の,わが孫た

ちの経済的可能性は,どのようなものであろうか,

という問いかけを試みて,次のように答える。

「重大な戦争と顕著な人口の増加がないものと

仮定すれば,経済問題は,100年 以内に解決され

るか,あ るいは少なくとも解決のめどがつくであ

ろうということである。これは,経済問題が
一

将来を見通すかぎリー 人類の恒久的な問題では

ないことを意味する」
2)。

この結論は想像力にとって, ますます驚くべき

ものであるが,その理由は,「未来でなく過去を

考えるならば,一一経済問題,すなわち生存のた

めの闘争がこれまでつねに,人類にとって
一

た

だ単に人類だけでなく, もっとも原初的な形態の

生命の始源以来,生物界全体にとって
一 第一義

的な最も切迫した問題であったからである」
3)。

そういう意味での “経済問題"が解決されると

いうことになると,「人類はその伝統的な目的を
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奪われることになる」「これは果して恩恵となる

だろうか。・……数限りない世代にわたる長期間,

普通の人のなかに育まれてきた習慣と本能が,わ

ずか 2,30年 のうちに放棄を求められるように

再調整されることを考えると,私は不安を禁じ得

ない。当世風の言葉を使えば,一般的な “神経衰

弱"を予想せざるをえないのではないだろうか」
4)

このようにして人間は,「人間の創造以来はじ

めて,その真に恒久的な問題―――経済上の切迫し

た心配からの解放を,いかに利用するのか,科学

と指数的成長によって獲得される余暇を,賢明で

快適で裕福な生活のために, どのように使えばよ

いのか, という問題に直面するであろう」
5)。

そうなると,その他の領域,道徳や宗教に関す

る原則についても,大 きな変化が生ずる。「貪欲

は悪徳であるとか,高利の強要な不品行であり,

貨幣愛は忌み嫌うべきものであるとか,明 日のこ

となど,少 しも気にかけないような人こそ,徳 と

健全な英知の道を,も っとも確実に歩む人である,

といった原則である」「われわれはもう一度,手

段より目的を高く評価し,効用より善を選ぶこと

になる」
6)。

今後 100年 のそういう経過を予想すると,経済

学者にとって重要なことは,「経済問題の重要性

を過大に評価したり,経済問題で仮定されている,

いろいろな必要のために, もっと大きく,よ り持

続的な重要性をもった他の諸問題を,犠牲にした

りしてはならない。それは歯科医術と同じように,

専門家たちの問題であるべきなのだ。経済学者が

歯科医たちと同じ位置にとどまって,控 えめで有
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能な人とみなされるようになることができたとす

れば,それはなんとすばらしいことであろうか.′ 」
7)

世界恐慌の真只中においてさえも,当面の現実

にとらわれず,100年後の世界を的確に見すえて,

「効用より善を選ぶ時代」が到来するとした, こ

の卓抜なケインズの予言は,その後 100年 といわ

ずもっとテンポを早めて,現実化しつつあるとい

わねばならない。

2. 豊かな社会における経済外問題-1967
年のガルブレイス

1967年 アメリカの経済学者ガルブレイスはそ

の著 『新 しい産業国家』のなかで,ケ インズが

37年 まえに提起 した以上の問題をめぐって,こ
んどは次のように論じる。

「人びとが空腹で,ぼろをまとい,家がなく,

あるいは病んでいれば,そ うした状況を改善する

ことはど重要なことはない。より高い所得を生み

だすことが,その根本解決である。つまり,彼ら

が解決しなければならぬ問題は,経済的な問題で

ある。・……所得が高まるにつれて,経済学の範囲

外のことが,頭をもたげてくる。その結果,産出

を増加させるためには, どれくらい美を犠牲にし

てもよいか, ということを考える必要が生じてく

る。あるいは,財貨がもっと効果的に売れるよう

にするには, どれくらい多くの文化的価値を犠牲

にしてもよいか, ということも問題となろう。と

いうのは,こ の目的のためには,物静かにありの

ままの真実を語っても,けばけばしく騒々しい広

告の暴力にはとても及ばないことが分っているか

らである。あるいはまた,教育はどの程度まで一

般啓蒙の必要に反してまで,生産の必要に譲歩し

なければならないか。さらにまた,生産の増大を

確保するため, どのぐらいまで人に規律を強制し

なければならないか また新技術を手に入れるた

め, どの程度軍事的危険をおかしてもよいか。個

人は,そ の欲望をみたすためにつくられた組織の

ために, どの程度まで完全に個性をすてて従属す

べきか,等々の問題がそこには生じてくる」
8)。

1930年のケインズと対照比較してみると,こ

のガルブレイスのばあいには,問題がはるかに具

体的な様相を帯びて提示されてきていることに,

気づくはずである。

その背景にはいう迄もなく,戦後アメリカの「ゆ

たかな社会」
9)の

現出があった。30余年以前に

ケインズは前記論文のなかで,人間の必要を「絶

対的な必要 (absolute needs)」 と「相対的な必要

(relative needs)」 の二種類に分け,後者は「その

充足によって仲間たちの上に立ち,優越感を与え

られるばあいに限って感じる必要」であるのに対

して,前者は飢と凍のように,仲間の状態如何

にかかわらず,食べものと着るものを欲する―
そういう絶対的な必要をいうとした。

10)そ の言

葉を借りれば「ゆたかな社会」とはその「絶対的

な必要」が充足され,つ まり飢と凍とが克服され

てもっぱら人は「相対的な必要」につき動かされ,

飽くことを知らずにその欲望を追い求め,い っぽ

う欲望は無限定に肥大する (欲望の肥大化),いわ

ば飽食 (a“luent)の社会というべきであろう。

そしてその飽食の社会の裏には,ベ トナム戦争

の拡大とそれを支えた大企業体制の繁栄とがあっ

た11)。 この体制を「新しい産業国家」としてと

らえたガルブレイスは,進歩派の経済学者として

この繁栄の落す影も,見逃してはいなかった。上

の短い引用文を注意して読むと,それが分るであ

ろう。

ところで, この「ゆたかな社会」において経済

外問題が頭をもたげてくること,経済的判断が人

間生活における判断の一部にしかすぎなくなるこ

と,な どについては,ケインズやガルブレイスを

はじめ多くの経済学者たちが,警告し続けてきた。

にも拘らず現実の世界では
一 そして現在の日本

でも一  「経済学は習慣的に公共政策の最終テス

トとされている。国民所得や国民総生産の概念構

成を背景として,所得と産出高の成長率を高める

ことは,失業の大いさの問題と並んで,いぜん社

会的成果の唯一の尺度となっている。これが現代

の倫理にはかならず,聖ペテロは天国の入口で,

天国に入ろうとするものに対し,国民総生産を増
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やすのに,何をしてきたかと尋ねるものと考えら

れているのだ」
12)。

ケインズの言葉を借りれば,経済学者は歯医者

としての分を守らずして,全身医を僣上しようと

しているのである。

もっともそれには若干の根拠がある,と ガルブ

レイスはいう。ひとつはそれによって経済学者は

社会政策の最高の裁決者という栄誉をうけるとい

うこと。もう1つ は,GNPや失業率は計算でき

るが,人間生活の質に関する問題は主観的で議論

の余地が残される。「文化的ないし審美的進歩は,

たやすくは計測できない」「多くの人にとっては

常に,誤まった目標に向って計測可能な進歩をし

ているほうが,正 しい目標に向って計測不可能な,

したがって確証のない進歩をするよりもよい, と

みえるにちがいない」
13)。

しかし世界の歩みは,急テンポでこの問題の

いっそうの具体化・明確化の方向に進む。そのひ

とつのマイルストーンとなったのが,1973年 に

刊行された,K,E,ボールディングの『愛と恐

怖の経済―贈与の経済学序説』であろう。

3.1973年前後――ゆたかな社会の現出

まず 1973年 前後のこのテーマに関連する世界

の動向を,年表によってかんたんに追ってみると
,

次のようになる。

1972年  ローマクラブ報告書『成長の限界』刊。

1973年 10月  いわゆる石油危機。ペルシャ湾岸

6ケ国石油公示価格 21%引 上宣言。

石油を中心とする資源の枯渇問題が全地球的規

模で問題化するいっぽう,いわゆる公害問題が浮

上してくる。その経過をさかのぼってたどれば,

次のとおり。

'70年  日本では,光化学スモッグ,ヘ ドロ公害,

多摩川のシアン公害,カ ドミウム汚染米,農薬汚

染など,多様な公害が全国的に拡大。アメリカで

はマスキー法案 (大気汚染防止法案)提 出。'72年

OECD閣僚理事会,公害防止費用の汚染者負担原

則 (PPP)を 採択,承認。第 1回国連人間環境会

議 (ス トックホルム)に 112ケ 国参加。そして,'74

年 有吉佐和子の『複合汚染』新聞連載はじまる。

汚染公害問題の発生は, 自然界だけに止まらな

い。社会的公害ともいうべき,社会的逸脱行動が

顕著になり,問題化するのもこの頃。たとえばア

メリカでは,1968年 頃までは離婚率 (人 口 1000

人当り離婚件数)は 2.0台 の数値を示していたの

が,'69年 3.5→ '76年 5.0と 急激な上昇を示す。

核家族崩壊の兆し。(な お日本は'68年 ころまで0.8

～0.9水準,'76年 以降1.0水準に上昇。従ってアメリ

カの5分の1だが,上昇傾向はこの頃から顕著となっ

た)。 カーター大統領をして「政府は家族制度を

保護する政策を立てるべきである。・・。この問題は

政府にとって,最優先の課題である」と言わしめ

た所以
14)。

1930年の世界恐慌のさ中に,ケ インズが孫の

時代を見通して指摘した「人間の創造以来はじめ

ての」課題一  「経済上の切迫した心配からの解

放をいかに利用するのか,科学と指数的成長に

よって獲得される余暇を,賢明で快適で裕福な生

活のために,ど う使えばよいのか」
15)_に

,

真向からぶつかる事態が現出した,と いうべきか。

そして同時にケインズが次のように指摘した,人

間がこの事態の適応に失敗して「一般的な神経衰

弱」におち入るだろうという不安もまた
16),実

際に現出したのである。

このように,こ の問題がもっとも尖鋭に突出し

てきた 1973年 のアメリカで,課題に取 り組んだ

ボールディングは,その問題の解き方もまた,今

までの誰よりも恐らくもっとも尖鋭だったと思

う。たとえば石油資源の枯渇や公害問題に対して

は,各国家の境界を越えた「宇宙船地球号」によ

る全地球規模での対応を,ま た戦争・離婚等々の

大小の社会的公害に対しては,一般の経済的取引

き交換と並んで「贈与 (Grant)」 の経済の設定と

増進を (社会学的用語を用いれば,economic exchange

とsocial exchange)17)_と ぃうような,大胆な

提言を試みている。

ここでは本論のテーマに直接に関連した,いわ

ゆる「登 り道はどっちか問題」に限って,読者とい

っしょに,原文にあたって検討することにしよう。
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4。  「登り道はどっちか問題」― ボールデイ

ング説の検討

「ここで決定的な重要性を持つ問題は,ほ とん

ど『登り道はどっちか問題』とでも呼ぶことがで

きる問題である。すなわち, レレバントな世界の

中にAと いう変数が入っているとすれば,決定

的に重要な問いは,微係数dW/dA,すなわちW
の増加分/Aの増加分,の符号に関するものであ

る。つまり,Aが増加する時,Wは増加するだ

ろうかそれとも減少するだろうか, というのがそ

の問いである。この微係数の符号が正であるよう

な変数― すなわち多ければ多いほど良いもの

一
は「財 (goods)」 と呼ぶことができ,こ の符

号が負であるような変数― すなわち多ければ多

いほど悪いもの
一

は「負財 (bads)」 と呼ぶこ

とができる」
18)。

第 1図   The Goodness Function
(厚生関数 )

限界厚生

り坂)がついに負財 bads(下 り坂)に化す可能性

のある時代に入ったこと,一般的に言えば,「g00d

(善)と は何ぞや」という問いかけが,一部の哲

学者や道徳家の間だけでなく,広 く一般社会で行

われるようになったことを,示唆深く示している

と思う
19)。

次ぎに進もう。

「困ったことが起こるのは,こ の種の関係式の

いくつかが,いやおそらくはそのほとんどが,非

線型であるためである。すなわち,dW/dAが定

数でないためである。ものの中には,それが少し

しかない時には財であり,た くさんになってくる

と負財になるものもある」
20)。

第 1図 を見よ。またガルブレイスの上記の所論,

「人びとが空腹でぼろをまとい……そのときには

より高い所得を生みだすことが,その根本的解決

である」を想起せよ。「貧しい国々や貧しい人々が,

大量の汚染を喜んで我慢しようとするのも,その

ためである」
21)。

「これがアリストテレスのいう中庸の原理であ

る。ごく単純な変数でさえ, この性質を持ってい

る。たとえば,人間の体温を評価しようとすれば
,

摂氏三六度と三七度の間のどこかに最善の体温が

あり,そ れよりも高いか低い体温は,こ の理想的

な体温よりも悪いことに気づく。こうして,厚生

関数に含まれるほとんどあらゆる変数は,究極的

にはこの種の非線型性を示すようになりはしない

かと思われる。青年の寿命の延長は,明 らかに善

である。だが能力を失い老衰した九十才台の人に

とっては,寿命の延長は明らかな負財かもしれな

い。理想的な体温が存在するのとまったく同様に
,

理想的な死亡年令も存在するのである。われわれ

がそのことの認識に失敗した唯一の理由は,今世

紀までは圧倒的多数の人々がこの最適年令以前に

死亡 していたために,寿命を延ばすことが単純に

良いことだと考えられてきたことにある。だが今

日のわれわれは,寿命もやはり非線型関数である

ことを認識し始めている。ある点を越えた寿命の

増加は,負財なのである」
22)。

体温や飲酒などについては,ア リストテレスの

W

ｗ
　
　
　
厚
生
指
標

L

G00DS
(良財 )

BADS
(負財 )

A(変数 )N

K.E.Boulding,A Preface to Grants Econolmics,

p,116に 加筆

経済学で限界効用逓減の原理や収穫逓減の法則

などを学習 した学生ならば,上のグラフをみなが

ら本文 を読めば,直 ぐ理解で きるはず。 また

1930年 のケインズが,孫 たちの時代には「効用

(useful)よ りも善 (good)を 選ぶ」時代がくる
,

と言った言葉を思い起すと,その良財goods(上



「中庸の原理」(principle of Aristotelian mean), 日

本での庶民のことわざ
｀

一  「過ぎたるは及ばざる

が如し」「ものごとはほどほどに」「咲きすぎて見

るさえ卑し梅の花」一
が教えていることは,誰

しも知っていたことだが, よもや人間の寿命や食

事にまで,それが適用されるようになるとは,思っ

てもみなかったであろう。何といってもこの世の

最高の善 は「達者で永生きすること」,生命その

ものであったはずだが,そ れすらも(N点 を越えて)

延びると,個人にとっても社会全体にとっても,

果して「善であり得るや否や」という間が発せら

れている。あるいはその生命を直接に維持するた

めの食物は,戦争を知っている我々世代以前まで

は,た えず不足であって,飢 (そ して凍)を 免れ

て生きる「生存のための闘争は,こ れまでつねに

人類にとって,第一義的な最も切迫した問題で

あった」(ケ インズ)。 その食物が過剰に陥り, ま

た人はいかにして摂取カロリーを減らすかとい

う,いわゆるダイエットにうつつをぬかすように

なるとは。いずれも人類創造以来はじめての事態

が,われわれの世代にはじめて到来したのである。

経済のワク外にある
一

その意味での社会的問題

が, クローズアップされてくる所以。

さて,この「登り道はどっちか問題」の, もう

ひとつの重要な側面は,上図の厚生関数の独立変

数として含まれる諸変数の間に,複雑な相互関係

があることから生ずる問題である。

「実際,この複雑な世界においては,同時に他

の変数の値をも変えることなしにひとつの変数の

値を変化させうることは,め ったにない。経済学

者ならば,すべての事物は結合生産物だというで

あろう。すなわち, もしAを増やせば,同時に

Bを増やしたり,Cを減らしたり等々のことをも

しているのだということに気づくようになるので

ある。したがって,『Aの増加は良いことか悪い

ことか』と自問する時には,Aの増加はBの増

加やCの減少等々をも引き起こすということを

考慮にいれ,それらの副次的な結果をも評価しな

ければならなくなってくるのである」
23)。

この問題はたんなる理論的問題ではない。最近
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世界中の問題となっている,い わゆる公害問題や

環境アセスメント,テ クノロジイ・アセスメント

が,そのもっとも典型的なケースである。

「われわれは,こ れらの結合生産物は財をも負

財をも共に含み,同時に負財を増加させることな

しに財を増加させるということは, きわめて困難

な場合がしばしばある, ということをとりわけ強

く自覚するようになってきた。実際,こ れこそが,

汚染や枯渇にかかわる環境問題の本質なのであ

る。汚染,す なわち広く負財とみなされているも

のの増加が発生するのは,汚染したいと考える悪

人がいるからではなくて,財であるAの増加が

同時に負財であるBの増加を引き起こしたり,

さらには財であるCの減少をもたらしたりする

かもしれないからである。こうして,明 らかに財

であるところの電力の生産は,負財であるところ

の煙や大気汚染の増大をも生みだす。それはまた,

化石燃料の存在量の減少をももたらすが,こ れは

財の減少を意味し,そのため総体としての評価を

行なうにあたっては,こ れらすべての変化がW
に与える影響を考慮せねばならないのである」

24)

我々の農業の場面も,例外ではあり得ない。近

年における農業の近代化,生産性の向上は,化学

肥料や農薬の増投と,それによる農産物の汚染お

よび地力の枯渇をひき起こしたことは, よく知ら

れている。

5。  アノミー 。インデックスと社会指標一
日

本のばあい

ゆたかな飽食社会においては,上にあげた経済

学者たちのことばのとおり,む しろ経済外の
一

そういう意味で社会的な諸問題が族生してくる。

その具体的な様相を, もっと一般的に, しかも各

種の統計数値を用いて確かめようとする試みが,

次ぎに示す Anomie lndexお よび社会指標 (Social

lndicator)で ある。

第 1表はAnOmie lndexの ひとつの例を示した

もの25)。
表頭欄には,人々が今日まで永い問「こ

ういうふうになったら,幸せだろうな」と,願い

つづけてきた幸せ(Welfare)に 関連する諸変数(A)

飽食社会・アノミー時代の幕開
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Crime

Strike

Social

Full enploynent

第 1表  Anomie lndex

Industrialization   High educational Social security High incone

Desolation of mitrd Crininal applica" Itrcrease of spirit- Changeofnatureof
because of cetrtra- tion of ktrowledge less people crime
lizatiotr of popula- Ircrease oI crine
tion and urbaniza- andstudentsamonS
tiotr intellectuals

Liberation fron re- Multiple value
ligious taboos and system
restrictions

Deterioration of Corruption of mora
checking faculty to lity
crime by increase Lack of conscious-
of Donreligious ness of crime

Traffic
dents

Monopoly of labor ltrcrease of dis- Increase of ecotro'
lnflation putes between nic and political

capital and labor strife lncrease of
strife

Increase of trouble Increase of critical Increase oI de-
by civil movement power and self mands to cetrtral
and cotrsumerism asserting criticism and local govern-

ment

lncrease of traffic
detrsity

Intentional negli- Destruction of en-
gence vironment
Decline of quality Poisonous waste
oI labor

Same as above Complex and huge
structure oI fac-
tories

Voluntary-unemp-Speedofinnovatiotr Selectionofprofes-Decrease ol sense Voluntary
Ioyment obsolescence sion of diligence ploynent

Chatrgeofstructure Increase of spirit-
of industrial rela. less people

tions lncrease of need.
less social costs

Educational infla.
tion
Lack of chilacter.
istic contact be'
tween teacher and
student
Deterioratiotr of
quality of student

Enlargenent of Increase of easy di. Lackolseriousness
persotrality vorcement

Tendency of fre- Deterioration of Egoism
quent andlongself-control Self-righteousness
strikes because of Shifting responsi-

to others

Deterioration of Egoism
self-cootrol Lack of idea oI
Egoism whole society

Increase of traffic Lack of morality Lack of sense of
density and law-abiding public morality

Same as above Pailure of GNP for
GNP's sake
Lack of sense of so-
cial responsibility

Same as above Lack of sense of so'
cial responsibility
of managers
Lack of sense of so.
cial responsibility
of workers

Ruin oI morality Deterioration oI
between teacher character of teache
and student r

Corruption of
' morality between

teacher atrd stu-
deots

Hedonism.
Corruption of mora
lity
Lack of responsi
bility for home and

Excessive nourish. Release from the Epicurism
ment religious taboos

Hedonism
Deterioration oI

Pollution

Unemployme-

Campus d
putes

Divorcement

Industrial
asters

Diseases i
cidental
civilization

Venereal
eases

Decrease of voli-
tion of study be-

cause oI no fear of
unemployment

Increase of profes'
siotral self-reliance
of women

Diseases by pollu'
tion
Nervous diseases
Professional dis-
eases

Narcotics

Sulclde

Increase of brain Increase of spirit' Same as above Hedonism Hedonism
damage and ner- less people DeterioratioD of
vous diseases self-control

Hedonism and too Same as above
much spare money

Corruption of sex
morality

Release from the [ncrease of esca
religious taboos pisn
Hedonism
Lack of faith and
consciousness

Increase of spir- Loss of vitality Loss of vitality
itual agony Excessive protec

tion

N. Miyazaki, International Comparison of Anomie Index, in W. Michalski
The Future of Industrial Societies Problem, Prospects, Solution, 1987.

Source



を調べあげている。たとえば,「失業の不安のな

いことFull employment」 ,「産業文明が進んで便

利な世の中になることIndustrializatiOn」 ,「上の

学校へ行ってもっと勉強したい High educatiOnal

career」 ,「社会保障が整備 されること Social

security」 ,「 もっ と所得が増 えるこ と High

income」 ,「宗教上のタブーや制約から解放される

こ と  Liberation from religiOus taboos and

restrictions」 「それぞれいいと思った多様な価値

を,自 由に追求 しうること Multiple value

system」 。いずれも人類の永い間の念願であった

ことどもである。

しかしボールディングが指摘していたように,

これらの幸せの実現や増進には,それぞれの社会

的不安や各種の逸脱行動が「結合生産物」として

発生せざるをえない。これは前掲ボールデイング

の第 1図 でいえば,変数Aが N点 を越えて下り

坂領域に入ったときのWの低下を意味するわけ

であるが,こ の著者は別にこれを社会学者E.デ ュ

ルケムの用語にならって,ア ノミー現象と名付け
26),そ の主要なもので統計的数値の得られるも

のをチェックした。それが表側欄で,ご覧のとお

り,「犯罪」「ストライキ」「社会的不平不満」「交

通事故」「公害」「産業災害」「定職につかないこと」

「学園紛争 (い じめ,登校拒否や中退も含めて)」「離

婚」「文明の進歩に伴う病気」「性病」「精神病」「自

殺」の,合計13項 目がとり上げられている。

このアノミー現象の各項目と,上記表頭部分の

現代において実現し手に入れた幸せウエルフェア

に関連する変数の各項と,両者のクロスしたとこ

ろをみると,両者のかかわり方が具体的に記述さ

れている。たとえば「文明が進んで世の中が便利

になったこと」はその反面において,「人口の都

市集中と都市化を促進しそれによって,人の心の

荒廃を招く」ので「犯罪 crime」 を増やす。また

「資本と労働との間の紛争を多くして」「ストラ

イキ」を増加させる。あるいは「くるまを増やし

て交通密度を高める」結果,「交通事故を多発さ

せることになる」等々……と読むのである。

このアノミー・インデックス表の各項すべてに
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ついて,順次上のようにして読解していくと,わ

れわれは現代「ゆたかな飽食社会」の結合生産物

としてあらわれているアノミー現象について,そ

の一般的概観を得ることができるであろう。これ

はいまきわめて有益な作業ではあるが, ここでは

省略する。読者は上の読解モデルに習って,各自

にこの一般的概観を学ぶようにしてほしい。

次ぎに,上のようなアノミー・インテックス表

の各項目について,実さいの統計数値を集めこれ

をあてはめることによって,最近の日本のアノ

次ぎに,上のようなアノミー・インデックス表

の各項目について,実際の統計数値を集めこれを

あてはめることによって,最近の日本のアノミー

状況 (あ るいは社会状況)を統計的に明らかにしよ

うとした,社会指標 (social indicator)の 試みにつ

いて述べよう。

第 2表は表側に掲げたような社会の各分野につ

いて,各種の統計数値を集めて統合し,それを昭

和 50年 を100と した指数として58年 までの 9年

間について比較し,その間の推移をみたものであ

る (但 し昭和 58年分は暫定値)27)。 始めの<A健康>
をみると,一  (A-1),(A-2)の 内部項目の

推移は別として
一

昭和 58年 には,104.6と 向

上していることが分る。以下<B教育,学習,文

化>,<C雇用と勤労生活の質>,<D余暇>,

<E所得。消費>,<F物的環境>,<G個人の

安全と法の執行>,次ぎの<H家族>を ひとつと

ばして,<Iコ ミュニティ生活の質>,<]階層

と社会移動>のいずれをみても,途中若干の曲折

はあっても,昭和 50年 を100と する指標は, ど

れも100を 越えて向上を示している。そしてここ

で注目すべきは,<H家族>の指標だけが昭和

50年 100に対 して 9年後の昭和 58年 87.5と 低

い値を示していることである。

そこでこの点をさらにくわしく見るために,こ

の<H家族>の項の数値が,どのようにして算出

されたか
―

その算出基礎をくわしく調べたの

が,第 3表である。この表はこの項の算出のさい

に用いられた合計 13の統計とその生な数値を掲

げているが,こ れによると,<H家族>の数値の

飽食社会・アノミー時代の幕開
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第 2表 昭50～ 58年社会指標試算値

社会目標分野主構成要素
今回試算指数 年平均増加率

51/50 52/51 53/52 54/53 55/54 56/55 57/56 58/52

A  健 康 1000 1004 1(X.2 1018 1028 1035 103, 1040(1046) 04 -03  17  o9  07  02  03 (05)

(A-1)健康で長生 きすること ,∞

` ", “
, ", お , "′  

“ `  “

,(“ 0 -07 -08  07 -07 -08 -16 -07(-07)

(A-2)健 康を守り増進するため社会的な条

件が向上すること
1000 1016 1019 1“ 5 1071 1092 1112 1125(1143)

B  教育・学習・文化 1∞ 0 1010 1023 1034 1“ 5 1063 1085 1087(1090) ,0  1′   11  11  ,7  20  0, ,,'
(B-1滲 礎教育水難 l∞ 0  995  990  966  995 1011 1013  99.5(979)

(B-2)後澪中等及び高等教育水準 41   32   48   14   38   65   04(-0.2)

(B-3)自 己啓発活動水準 1000  988  995 1011 1000 1003 1000  998(1000) -12  07  16 -11  04 -03 -02 (01)

(B-4)文化環境水準 1000 1016 1024 1033 1044 1053 1062 1089(1117) 16  08  o9  10  08  09  25 (25)

C  雇用と勤労生活の質 1000 1025  907 1001 1032 1∝ 8 1023 1022(Ю 27) ,, -2`  0`  ,2  1, -24 -01 0'
(C-1)有利な雇用機会の入手可能性の増前 1000  999  971  963 1002 1005  978  957(949) -01 -28 -08  40  03 -27 -22(-08)

{c-2)勤労生活の質の向上 1∞ 0 ,“ 2 1∝ 2 1“ 8 1“ 2 1"1 1図 , 1“ ,(● 0● 52 -28  16  24  27 -21   18 (15)

D  余暇 1000  092  984  992 1000 1016 1025 1035(Ю 47) -0.8 -0.8 0-? 0.9 t.5 0.9 1.0 (L1)

(D-1)生活時間における自由度の増大 1000  992  995  999  996 1005 1009 1012(1016)

(D-2)自 由時間における生活が向上するこ 1000  992  "3  984 1005 1026 1041 1058(1078) -08 -09  11  20  21  15  16 (19)

E  所得 消費 1000 1014 1030 1051 1081 1083 1088 1120(1147) 14  16  20  29  02  05  29 (24,
(E-1)所得・資産の増加 10(0 1042 1076 1123 1177 1202 1242 1278(1310) 42  32  44  48  22  33  29 (25)

(E-2)所得 資産格差の綸小 1000 1014 1034 1027 1043 1037 1008 1027(1025) ].4 1.9 -0.6 1.5 -0.6 -2.8 1.9 (-0.2)

(E-3)所得・資産の安定 1¨ o  
“`  "0 1∞

1 1"` ,01 1“ 0 1“ ,(1"0 -14 -o5  21  22 -12  04  4.1 (47)

F  物|1環境 1∞ 0 1065 1124 1107 1159 1187 1214 1260(1315) 65   56  -1 5   47   24   23   38  (44)

(F-1)居住状態の向上 1000 1044 1018 1065 1143 1278 120.6 1213(121)

(F-2)有 害 不快な物質幌 象)に よる被害

の減少

1∞ 0 1145 1314 1506 1650 1556 1619 1● 2(2069) 145  147  146  95 -57  60  117(124)

(F-3)災害による被害の減少 76  84 -267 -19  88  78 -27(-27)

(F-4)良好な自然環境の保安 l∞ 0  993  998 1(X)4 1005 1007 1022 1027(1032) -0?  05  06  01  02  15  0.5 (05)

G  個人の安全の法の執行 loo o lo0 0 100 9 103 4 104 4 104 0 109 4 104 0(1011)

(C-1)犯 罪による既成,苦 しみが減少する 1000 1011 1004 1016 1073 1078 1070 1080(1091) 11 -07  13  56  04 -08  10 (10)

(c-2)事 故による犠■.苦 しみが減少する -01  25  36 -34 -13  117 -94(-81)

H  家族 1000  990  989  960  949  916  880  ● 8(875) -10 -01 -29 -1.2 -35 -39 -03(-04)

(H-1)家族生活の機能の円滑化 1∞ 0  988 1000  954  938  875  825  
“

1(855) -12  12 -45 -17 -67 -57  2o (17)

(H-2)家星の解体化の減少 -08 -13 -13 -07 -04 -22 -23(-22)

1  コミュニティ生活の質 1000 1013 1010 1020 1054 1047 1∝ 2 1057(1065) 1 `    02    1 `    ` ,   -0 7   -0 て     , `   0,〕

(I-1)コ ミュニテイ生活の基盤が安定 して 1000 1010  982  978 1029 1016 1013 1019(1025) 10 -27 -05  52 -13 -03  00 (06)

(1-2)住 民が豊かな生活をするために参加

できる住民

0-3 2.8 0.9 4.I I.0 -2.6 4.4 (4.6)

(I-3)住 民が豊かな生活をするために利用

できるコミュニテイ施設をサービスが存在

1000 1034 1039 1047 1059 1038 1056 1049(1016) 34  06  08  11 -20  18 -07(-31)

j  階層と社会移動 1∞ o loo l loo l 101 1 102 9 103 7 101 9 102 1(1026) ol ―oo  lo  ]9  08 -18  03 (05)

0-1)階層における不平等が減少すること 10()0 1014 1025 1(63 1101 1130 1107 1123(1142) 14  12  37  35  27 -21  14 (17)

0-2)社会移動実現が容易になること 1000  989  977  958  958  "4  930  920(911) -11 -12 -20  00 -14 -15 -11(― 11)

資料 :経済企画庁国民生活局『昭和57年 社会指標試算』昭59年 4月 プリント版

低下にとくに寄与したと思われる項目は,次の諸

点である。

1) (H-1)の うち,「少年犯罪発生率」

の 14～ 20才未満および 10～ 14才未満の 2項 目

が,昭和 50年の 12.3,5.3か らそれぞれ58年

の 19.2,8.3に 顕著な増加を示している。下の

指標の意味づけのテーブルに見るように, もし

それが親子間の信頼関係にひびが入ったことを

意味する,ひとつの指標であるとするならば
,

それは家族生活の機能に障害を与える事態が増

大していることを,示唆している。

2) 1人 ぐらし老人数の総世帯数に占める

割合も,18.58(昭 和 50年 )→28.66(昭和58年 )

と著増している。これも家族機能の衰弱したひ

とつの指標とみるとすれば,上 と同様なことが

言えるであろう。

3) 以上の 2指標の増加がきいて,他の諸

指標 (た とえば老齢人口当たり老人福祉センターの

数)の プラス方向への増加を打ち消 して,そ の

結果<H-1>の総合値は,第 2表のとおり昭

和 50年 100→昭和58年 85.5と 低下した。

4)<H-2>家 族の解体化の減少,につ
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第 3表 第 2表の「H家族」の項の算出基礎データ

35

年

指標
S.50 S.51  S.52 s.53 S.54 S.55 S56 S.57 S.58

(H-1)

少年犯罪発生率 (当 該人口対 )

14～ 30才未満

12.3  12.2  124  141  145  17.1  18.6  192  192 警察庁「少年非行等の概要」

10～ 14才未満 5.3  5.2  5.2  5.9  5.9  7.2  8.9  8.6  83

母子世帯数/総世帯数 (千世帯対 ) 11 28   12.02   11.54   11.43   12 65   12.79   13.26   13.10   13 26 厚生省「厚生行政基礎調査」

1人 ぐらし老人数/総世帯数 (ク ) 18.58   21.53   21 68   21.88   24 09   25 75   27 24   26.93   28.66

老齢人口当た り老人福祉セ ンター

数          (千 人対 )

6325 71.19 76.25 85.98 99.33 11093 119.36 129.07 13994 厚生省「社会福祉施設調査」

母子相談員数/母子世帯数

(千世帯対 )

2.73  2.50  2.61  2.64  241  236  223  227  225
厚生省母子福祉課調べ,「厚生行

政基礎調査」

老齢人口当た り家庭奉仕員数

(10万 人対 )

96.39   95.87   95 87   93 61   92 13   91 82   89 26   88.57   88.11 厚生省「社会福祉行政事務報告」

0～ 5才人口当た り保育所数

(千 人対 )

1.53    1 61    1.70    1.82    1.96    2.10    2.24    2.34    2.44 厚生省「社会福祉施設調査」

(H-2)

離婚件数/普通世帯 (千世帯対 )

4.43  4.56  4.66  4.68  4.75  490  531  5.57  583
厚生省「人口動態統計」,「厚生行

政基礎調査」

家出人捜索願受理件数

(人 口10万対 )

82 05   83.23   83 62   87 73   86 15   86.55   88.75   89.01   89.29 警察庁犯課調べ

自殺率 (人 口10万対 ) 17.8    17 5    17.8    17.5    17 9    17 5    17 0    17.4    17 8 厚生省「人口動態統計」

資料 :前表に同じ

>H家族く

FSc(2) s c(s)

H 家族¬

家族生活の機能の円滑化 家族間に信頼関係があること

家族の機能障害の程度が軽いこと

Indicators(13)

親子間に信頼関係があること

一

①当該人口当た0犯罪少年数,同 触漱少年数

家族での団らんの多いこと 

一

〇家族ぐるみでつきあっている家の数

家族の機能障害が減少すること

一
①母子世帯数/総世帯数,(21人 ぐらし老人数/総世帯数

家庭福祉サービスが充実していること一 ①́ 齢人口当たり老人ふきしセンター数,②老齢人口当たり老人憩

l③母子世帯当たり母子相談員数, ④高齢者世帯当たり家庭奉社員数,

｀
③福祉電話普及率.00-5齢人口当たり保育所数

離婚が減少すること

一

①普通世帯当たり離婚件数

‐L¨

家族の解体化の減少 離婚が減少すること

いてみると,総合値 としては昭和 50年 100→

89.4(昭和 58年 )と 前者と同じく低下している。

5) そのくわしい内訳をみると,辛うじて

自殺率だけがこの 9年間にはぼ横ばいの数値を

示 しているほかは,離婚率も「家出入捜索願受

理件数」も,いずれも増加を示している。この自

殺率にしても, もし性・人口を訂正したいわゆ

る訂正自殺率をとってみると,後に示すとおり

数値は上っている。これらはいずれも,家族の

解体化が進行していることを示す数値である。

これらの統計数値のとり方扱い方などについて

は, もちろん若干の疑念をさしはさむ余地はある

としても
28),近

年において家族の機能の衰退 ,

解体化の進行が見られることは,否定できない。

2-ヽ  

一

=-2-ヽ
―●, 

…
と 

一

C.人 0当た,蒙出
…家出が減少すること

2-c 

- 

H 2_c (1) 6#rrH4.t6.t _OEe+
自殺が減少すること

思うに,個人にとっても,社会全体にとっても,

家族生活はもっとも基礎的な土台であって,それ

がこのように動揺していることは,注目に値する

事象である。しかも第2表にみたように,これは

「健康で長生きする」,「 より高い教育 。学習 。文

化の水準のもとで」,「雇用と勤労生活の質が高上

し」,「余暇も質・量ともに向上し」,「所得,消費

水準が向上し」,「居住状況の物的環境もよくな

り」,「 (他の先進諸国とちがって)個人の安全と法

の執行がより確保され」,「 コミュニティ生活の質

もよくなり」,「階層と社会移動の自由度もより拡

大し」・̈…というような,経済的社会的な「ゆた

かな飽食社会」の実現とその増進という趨勢のな

かにおいて,家族生活においてだけアノミー現象

備  考
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が進行しているのである。半世紀近くも以前に「ゆ

たかな社会の過し方を人は知らない」と言った,

ケインズのあの警告と不安が,い まになって思い

当るのではないか。

6。  「登り道はどっちか問題」の現出―一昭和

45年前後の全国民

だがしかし,こ の社会指標の算出された期間が,

昭和 50年以降となっているために,58年 までの

9年間の趨勢は,第 2表の「年平均増加率」の欄

にみるように,増減の数字も比較的一本調子に

なっている。しかし事態自体はボールデイングの

前掲の第 1図でいうと,変数 AはいずれもM・

N点 を越えて「下り坂」領域に入っている, とみ

てもいい。とすれば第 1図 のような図を画くため

には,昭和 50年 以前のデータを調べてきて,M・

N点 より左の「上り坂」領域を画き出す必要があ

る。

そこで前掲第 3表の統計値のうちで,入手し易

い離婚と自殺の 2つ についてだけ
29),年

次をそ

れ以前まで広げて,第 1図 のモデルグラフを実際

の統計値によって実証しようと試みたのが第 2図

である。変数 Aは消費水準 (指数)一 その他のた

とえば 1人当り国民所得をとっても,ほぼ似たよ

うな結果を得る
一

をとり,Wに は離婚率 。自

殺率の減少をとった。それが減少することがW
(ウ ェルフェア・厚生)の増大につながると,仮定

したからである
30)。

第 2図はご覧のように, まさしくボールディン

グのモデルグラフの型を,実さいの近年統計値を

用いて現出させている。くわしくみると離婚につ

いては昭和 46年 ,自 殺率については昭和 44年が

もっとも低い値 (N点)を示す。つまりそれ以前

からこの年まで (離婚のデータは少し少ないが)は

消費水準が漸次高まるに従っていずれも減少傾向

を示したものが,それ以後は向上するに従って両

者とも高い値を示すようになる31)。
昭和 44年 ～

46年 ころを境 として,国民がゆたかに暮らせる

ようになればなるほど離婚や自殺は増えるという

事実を,こ の図は示しているのだが,ま さに,そ

第 2図 消費水準の向上 と自殺率・離婚率の推移

(全 国民 。昭38年 ～昭60年 )

13

14

20

21

50     60     70     80     90     100    110

消 費 水 準

資料 :消 費水準は全国民・昭和 55年 =100と する指数。経済企

画庁調査局編『経済要覧 昭和 62年版』による。離婚率

はその年の婚姻件数に対する離婚件数の割合,自 殺率は男

子・年齢訂正自殺率 (10万 人当り自殺死亡者数)。 何れも

厚生省統計情報部『人口動態統計』による。

のころは米の減反政策が開始された時期に当って

いる。そして米の減反がもし飽食時代の幕開を告

げる,象徴的なできごとだとすると,こ の符合は

必らずしも偶然の一致とは思えないのである。如

何であろうか。

7。  「登り道はどっちか問題」の現出一 現代

日本農家のばあい

ところでこの厚生関数 (Goodness function)の 図

は, 日本の農家のばあいに,実際のデータをあて

はめてみたら, どのようになっているのか。一般

的に考えてみると,平均所得だけをとってみれば

農家は兼業所得まで含めた農家総所得についてい

えば,世帯当りにしても,世帯員 1人当りにして

も,勤労者平均のそれを上まわっている。その点

訂
正
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第 3図 世帯業態別離婚率の推移 (昭 43～ 60年 )

昭434445464748495051525354555657585960

資料 :『 人口動態統計』。分子は同統計の「同居をやめた当時の世

帯のおもな仕事」別世帯の離婚件数、分母は同じく「夫の

結婚生活にはいる前の世帯のおもな仕事」別婚姻件数。

注 :世帯業態の定義は同統計の定義。ただし「勤労者世帯 I」

「勤労者世帯Ⅱ」はこの図ではそれぞれ「ホヮイトカラー」「ブ
ルーカラー」と表記。また同統計に掲出されている「その他
の世帯」及び「不詳」は図示することを省略したが,こ の図
の「全国民」には含まれている。

だけからいうと,離婚率や自殺率なども勤労者 (又

は全国民平均)を 上まわっていても不思議ではな

い訳だが,E.デュルケムも言うように,農業者

は商工業者やサラリーマンに比べて現代のアノ

ミー現象にまき込まれる度合いは,は るかに少な

いはずであるから,32)こ の点からはむしろ勤労

者 (又は全国民平均)の数値を下まわるはずであろ

つ。
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そこで実際の統計数値をあてはめてみると, ま

ず離婚率については第 3図。全国民平均やホワイ

トカラーその他に比較 して,一 農家所得が勤労

者世帯平均所得を上まわっているのに拘らず
―

専業・兼業農家の離婚率はたえず下 まわってお

り,その差はますます開いていることが分る。離

婚率の大きさがもし,それぞれの業態世帯の家族

結合の強弱をはかるひとつの指標であるとするな

らば,現代社会における農家の家族的結合の比較

的な強さが示唆されている。ひいては全体社会の

なかでの社会安定の錘 としての農家の存在が ,

ここで証明された, とみることもできよう (兼業

農家がいっそうこの傾向が強いことにも注目)。 とは

いえ農家の離婚率曲線自体は他の業態世帯のそれ

と同じ趨勢を示 して,昭和 45年前後を境として,

上向の道をとっていることにも,注意を要する。

次に自殺率 (男子のみ)の農家・非農家の比較を,

第 4図でみる。全体として昭和 50→ 60年 の 10年

間の自殺率曲線の推移をみると,20歳 ～30歳の

青年層のピークは日本固有の型として有名なもの

だったが,それが低下 し,逆に 40歳 ～59歳 の壮

年層が急激に上向,全体 としては年齢の上向に

従って順次自殺率曲線も上向く欧米型のタイプに

変ってきたこと。しかし農家・非農家別にくわし

くみると,20～ 34歳 の青年層については,相変

らず農家青年の自殺率が非農家青年に比べて 5前

後 も高いことが注目される。

これらの点をよりくわしく最近年の昭和 60年

の単年度についてみたのが第 4表である。表の(3)

対全死亡自殺率は,その年の死亡者全体のなかで

自殺による死亡者がどの位の割合を占めるかを算

出したものであるが,農家の 25～ 29歳青年のば

あい 32.5。 つ まりその年農家の青年 100人 が死

亡 したとすると,その 1/3の 32.5人 が自殺によ

る死亡ということを意味する。前後の年齢階層で

もこの数値 は 20～ 24歳 で 28.2,30～ 34歳 で

28.3と 高い値を示 してお り,(こ れらの年齢階層で

は鍛 が死因第1位である
一 表の掲出は省略一 )

いずれも非農家青年の値を相当に上まわっている

ことが注目される。
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45-49 50-54 55-59 60-64 65才以上総数 15-19才 20-24 25-29 30-34 35-39 40-44

15,356 310 829 933 1,049 1,364 1.651 1,958 1.989 1,509 867全  国

166 188 242 333 336 213

2,727

農  家 2.871 46 138 179 196

1,902

(1)自 殺死亡者

数

(実数) 非農家 12,485 264 691 754 853 1.198 1,463 1,716 1,656 1,173 654

36.7 48.3 51.0 44.5 36.9全  国 26.0 6.8 19.9 23.8 23.1 25.3

農  家 29.7 7.7 25.6 28.5 28.0 25.3 36.8 41.5 44.8 41.9 34.3

54.0

56.6

22.2 25.3 36.7 49.5 52.5 45.2 37.9 53.0

(2)自 殺率

(10万人当り

自殺死亡者数) 非農家 25.3 6.7 19.0 22.9

24.4 29.5 24.8 19 2 16.1 13.0 8.17 4.91 2.81全  国 3.78 9.75

19.2 14.7 10.0 6 32 3.60

1.02

1.27農 家 3.33 11.0 28.2 32.5 28.3 20.0

0.94非農家 3.88 9.56 23.8 28.8 24 1 19.1 15.8 12.8 7.87 4.61 2.62

(3)対 全死亡自殺率

(自 殺者数/全

死亡者数)%

第 4表 男子・年齢別,自殺率及び対全死亡自殺率―農家・非農家の比較 (昭和60年 )

人口動態統計 昭和60年』,「農家」は同統計の世帯業態別統計の「専業農家世帯」と「兼業農家世帯」を合

計したもの.「非農家」は上記農家世帯以外の合計.「農家」の分母は「農林業センサス」,「非農家」の数は国口,日 による全国数

値から上記農林業センサスの農家数値を引いて算出.

第 4図 農家所得の増大 と離婚率 。自殺率の推移

農家自身も農政も,後継者の確保,若い農業の

担い手の育成確保に懸念の努力を傾けているが,

こうして農家に止まった青年たちが高い対死亡自

殺率を示すということは,彼 らがなにかきわめて

特殊な状況におかれていることを,思わざるをえ

ないのである
33)。

それに比べると老人の対全死

亡自殺率は低 く,一般に世間でいわれるほど問題

視するには当らないことを,第 4表から知ること

ができよう。

以上の農家の離婚率・自殺率のデータを,世帯

員 1人当り農家総所得と関連した厚生関数のグラ

フとして表現したのが第 4図。但し自殺率は前記

のような問題意識によって 20歳 ～34歳 までの 3

第5図 年齢別・男子・自殺率一農家非農家の比較・

昭50,60年

10

資料 :農家総所得は農家所得 (農業所得+兼業所得)に 「出稼

ぎ,被贈,年金,扶助等の収入」を加えたもの。「租税公課」

「家計費」を含む。世帯員数は年間月平均世帯員数。いずれ

も『農家経済調査各年』によって計算。離婚率の算出の方

法は,前掲第2図 と同じ。自殺率は厚生省統計情報部『人

口動態統計』および農林省統計情報部『農業調査』.た だし,

昭和45,50,55,60年は F農林業センサス』.自 殺死亡者数

は『人口動態統計』の「農家世帯」(専・兼農家世帯の合計 )

をとり,分 母は農林省『農業調査』および『農林業センサ

ス』のデータを用いたが,少なくとも年次別比較については
,

相当に信頼性があるとみてよい (昭和 48年以降は沖縄を含

む)。

資料

500            1ooo           1500

世帯員 1人当り,農家総所得 (円 )

農家の青年は都市の勤労青年より自殺率が低い

というのが,世界の通例であって, 日本のばあい

はきわめて異例。デュルケームのいうように,自

殺率の高さがある特定社会の著しい変化ないし特

質を表わす,ひ とつの指標だったとすると,上の

農家青年の高い自殺率はいったい何を物語るので

あろうか。

(65以 上 )

資料 :自 殺者数は『人口動態統計』,「非農家は総計から「専・

兼農家世帯」の数値をひいたもの。分母は「農家」は『農

林業センサス』,「非農家は国調の全国民数値から前記農

家の数値をひいたもの。
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つの年齢階層に限定した。これによると
一

昭和

43年 以前のデータを欠くためにやや不分明であ

るが
34)_農

家世帯のばあいも第 2図全国民の

ばあいと似て,ち ょうど減反開始の昭和 45～ 47

年の辺 りにMN点があって,そ れ以降は世帯員

1人当りの農家総所得が増大すればするほど,離

婚率,自殺率ともに高くなる。つまりW(ウ ェル

フェア)が減少する傾向があること (「下り坂領域」

に入ったこと)が統計的に示されている。

8。  神逃亡時代の農業問題

思えば,昭和 36年 に公布されて今日まで農政

の基本理念を示してきた農業基本法は,周知のと

おり,他産業従事者と農業従事者との所得均衡を

掲げてきたし,実際の農政や市町村政,農協施策

も亦,今 日なお農家 (な いし農業)所得の増大を

第一義の目標に掲げつづけている。ガルブレイス

流にいうならば,農政関係者はいまなお三途の川

の渡り場で,お前は農家の所得を増やすのに,生

前何をやってきたかを,姥にたずねられるかの如

くである。わが農業経済学界も似たりよったりの

有様ではないか。ここで更めて問いたい。農基法

の理念はいまなお有効なりや否や。また農家の所

得を何程か増やして,それによって農家世帯員の

離婚と自殺とを (他 のことはいま問わずとして)何

程か増やす結果になっていても,そ れでもいいの

かと。これを,止むを得ざる悪 (ネ セサリイ・イー

ビル)と して看過してはならない。なぜならば減

反時代以来すでに現代農村は「下 り坂領域」に入っ

ているからである。

いつぽう農村社会学界は事態を対岸の火事視し

ていいのか。わが学界の巨匠=有賀喜左衛門はか

つて, 日本の家制度が少なくとも最古の (戸籍残

簡)以来今日まで,生 きつづけており,今後もこ

の伝統のうえに「新しい家」として生きつづける

であろうと主張した35)。 また実証的にも名著『大

家族制度と名子制度』の中心調査地の岩手県石神

を昭和 41年 に再訪して調査した結果,た とえば

家と家との間の義理 (ッ キアイや贈答等)は ,戦後

のはげしい生活条件の変化の下で旧い形のものは

次々に消滅 したが,「その代 り新しい義理 (規範)

が生じてきた。・……家単位の互助組織は全体社会

の変化に対応しつつ,変化を見せてはいるが,こ
の変化の上で絶えず新 しい義理を創 り出してい

る」
36)と

結論している。これらの背後には,イ
エは全体社会のなかで家族の生活保障のための組

織として (い わば「上り坂領域」において)生成・

存続してきたとする有賀説がある37).

ば家と家との間の義理 (ス ケアイや贈答等)は ,

戦後のはげしい生活条件の変化の下で旧い形のも

のは次々に消滅したが,「その代 り新しい義理 (規

範)が生じてきた。・……家単位の互助組織は全体

社会の変化に対応しつつ,変化を見せてはいるが,

この変化の上で絶えず新しい義理を創り出してい

る」
36)と

結論している。これらの背後には,イ

エは全体社会のなかで家族の生活保障のための組

織として (い わば「上り坂領域」において)生成・

存続してきたとする有賀説がある
37)。

だが上掲データの示唆したとおり,今 日の日本

も農村もすでに「下り坂領域」に足を踏み入れて

いる。とすれば,こ こで直接の生活保障の役割を

解除されたイエおよびイエ連合 (ム ラ)は ,如何

なる運命をたどるか。有賀は日本の伝統を重視す

るいっぽうで,イ エをめぐる全体社会の自然・経

済 。社会的条件に着目して,前記のような生活保

障説を説いた柔軟な考え方の持主。いまもし存命

中でこれらのデータを読んだとしたら,更めて自

説をどう展開するであろうか。

稿を閉じるに当って,私は近代経済学界の巨匠

ケインズが半世紀も昔,世界大恐慌の渦巻きの真

只中で書いた本稿巻頭のコトバを,こ こで再び想

起せざるをえない。

「経済問題は人類の恒久的問題」ではあり得な

い。100年 も経たない間に,世界は途方もなくゆ

たかになり,飢 と凍とを免れようとする絶対的欲

求 (absolute needs)か ら解放されるからである。

だがそれは幸せを保証するか。果して人類はその

創造以来の永い伝統をもつ「生きようとする目標」

を奪われたとき, どうなるか (デ ュルケームの前述

の用語でいえば,社会のあらゆる規制の要に位置して
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いた飢と凍,そ れから解放されて,ア ノミー状況が一

般化する)。 この相対的欲求 (relative needs)の と

めどなき肥大時代に入ることについて,「私は不

安を禁じ得ない」と。

前古未曽有の経済的繁栄,そ して貿易摩擦問

題 。それにからむ農産物輸入自由化問題
―

いま

の日本と日本農業はまさに, この上もなくきびし

い「経済問題」の渦中にある如くである。その経

済の最高潮期においてわれわれもケインズにな

らって,そ していまは事態を具体的に示唆する統

計的数値を添えて言いたい。経済問題が第一義の

目標理念を主張する時代は終ったと。

だが,その以降の「下り坂領域」において,生

起している諸種のアノミー現象,あ るいは本質的

な「生の不安」に対する有効な救治策はまだ発見

されていない。M.ハ イデッガーふうに言うなら

ば,「かっての神々が逃亡した,そ のあとに,新

しい神は現れていない」神逃亡の時代。

われわれの当面の課題
―

これからの農村,農

家,農民はどうなるか一
も,こ の時代の大きな

うねりのなかで, しばらく揺れ動く外はないであ

ろう。われわれはいまやっと,当面している壁の

大きさに気付き始めた, というべきであろうか。
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