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要旨：要旨：要旨：要旨：多分、2050 年頃には現代文明は崩壊するであろう。その後ポスト現代文明が生まれるであろう。

しかし、この現代文明からポスト現代文明への移行はスムーズではなく、断絶があるであろうと思われ

る。この混乱期に生き残れる組織に必要な要素のようなものを、インド古代思想やインドで見られる牛

との共存文化の中から何かヒントが得られないかを考えてみた。 

 

1. 現代文明の崩壊現代文明の崩壊現代文明の崩壊現代文明の崩壊 

 現代文明に至るまでに人類は狩猟文明、農耕文明を経て工業文明に至り、今ポスト工業文明は果たし

てあるのかという文明崩壊論も含め、ポスト工業文明の在り方がいろいろ議論されている。狩猟文明で

は、弓矢や投げ槍などの狩猟技術の革命的発達とその普及で人口が増え、それが農耕文明で農耕技術の

発明と普及によりさらに人口が増えていった。そして、イギリスの産業革命から始まった工業文明では

科学・工業技術の革新と普及で人口は指数的に増えた。 

 

 ポスト工業化文明に関し、楽観論、悲観論、そして、シナリオ分析などでは business as usual と呼ばれ

ている現状を持続的にしていったら、あるいは均衡シナリオという 3 つの予測が存在する。これらのシ

ナリオは、基本的に今後の人類の生存に対して制約になると考えられる事項に対し、それをどう捉え、

どう解決するかによってこの 3 つのシナリオに分かれる。そこで、ここではまず主な制約条件を見て、

それに対する楽観的見方や持続可能なシナリオにするための努力、あるいは悲観的見方を見ていく。そ

の後、これらの検討事項を獲り入れた簡単なモデルでシミュレーションを行い、シナリオ結果を確認す

る。 

 

1.1 ポスト工業文明に向けての主要な制約条件ポスト工業文明に向けての主要な制約条件ポスト工業文明に向けての主要な制約条件ポスト工業文明に向けての主要な制約条件 

 現代文明の発展の制約になっていると考えられている主な要因として、エネルギー、食糧、水、コン

フリクトが挙げられる。もちろん、これ以外にもいろいろあるが、まずはこの 4 つを考える。 

 

(1) エネルギー、特に石油などの化石燃料 

 星野（2014、2015）で詳しい原典情報を使って示されているが、2010 年頃にすでにピーク・オイルを

迎え、石油を調達することが今後だんだん難しくなっていくことが予測される。石油枯渇というような

言い方をすると、石油が枯渇することはないという強固な反論を受けるし、石油は今後も存在するであ

ろう。しかし、安価な採掘コストで採取される石油は枯渇し、残された石油は深海やアクセスが不便な

場所にある、あるいはシェル・オイルのような形で、採掘コストが高いもののみとなる。石炭は豊富か

も知れないが、製鉄向けの良質な石炭はすでに採算ピークを迎えているし、金や銅などの金属資源など

も生産ピークを迎えている。 

 これに対し、シェル天然ガスの利用や、石炭のガス化などを行えばまだまだ化石燃料は十分あるし、

再生エネルギーを増やしていけばエネルギー問題は打開できるとする考えも強い。 

 

(2) 食料、地球温暖化、海面上昇による耕地面積減少 

食料に関しては、地球温暖化で穀倉地帯であった場所が穀物生産に向かなくなってきていることが大

きい。地球温暖化で今まで寒冷地だった地域が穀倉地になるので、耕作地が増えるという要素もあるが、

今までの穀倉地が砂漠化し、穀物生産に向かなくなっていくこと、そして何よりも海水上昇で、沿岸地

の耕地が耕作できなくなってきていることが大きい。寒冷地が温暖化してもすぐに穀倉地になるわけで

もなく、雨水などとの関連や有機物を含んでいない土壌との関係でむしろ砂漠化することが多いという

報告もある。 

一方、海面上昇によって耕地が塩害にさらされることに対し、塩水農業などの農業生産技術で砂漠や

海岸でも作物を育てることや、バイオ技術で塩分に抵抗性があるものを品種改良する、あるいは少ない

耕地でも多量に生産できる種類を開発する、さらには、海で食料を生産するといった技術開発で食料の
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問題を打開できるとする考えもある。 

 こういった反論の中には、現在の地球の食物生産は十分であり、ニュースなどで報道される飢餓は、

食料分配の問題で発生していることを指摘する人がいる。現在の食料生産に関しては確かにその通りで

あるのだが、逆に、現在ですらすでにシステムの崩壊などによって簡単に飢餓に陥る可能性が高くなっ

ていることを示している。 

 

(3) 水 

温暖化で降水が不規則になっていて、砂漠化も各地で進行している。食料生産との関係では、米国の

穀倉地帯の地下水、北アフリカの地下水などが枯渇してきていて、将来的な穀物生産が懸念されている。

また、人類がどんどん都市に移住するようになり、多くの都市が水不足気味の地域に存在するために飲

料水も不足するようになってきている。 

農業に関してはあまり灌漑用水を必要としない品種改良、海水や塩水を利用できる農業などで淡水を

あまり使わなくとも良いような方法が模索され、これが成功すれば農業に関する水の問題を解決できる

とされている。また飲料水は海水を淡水化することで打開できるとされている。現在の海水を淡水に変

えるやり方は概ね膜で塩分をろ過するというものだが、電気エネルギーを大量に消費し、コストが高い。

これに関しても技術開発で安いコストで塩水から淡水を得られると楽観的な意見が主張されている。 

 

(4) コンフリクト 

私自身は、近年になり、ピーク・オイルやさまざまな資源の採取ピークを迎え、それが行き詰り観を

醸成し、ますます自国主義や排他主義の気運が高まっているように思えてならない。そして、人権や公

害防止よりも経済開発の方が重要と考え主張する国が多いように思える。こういった国の主張ややり方

の方が目に付くせいなのかもしれないが、無力感に襲われる。 

コンフリクトでは、かっての米ソのような超大国の対立が無くなり、コンフリクトが小規模化してい

るので、コンフリクトによって多量に人口が減少する可能性が少ないというように主張されている。さ

らには、コンフリクトは小規模で地域的なものであるので、国際社会とコミュニケーションで必ず打開

できるはずとする考え方も強いし、そのような努力が多大になされていることも承知している。そのよ

うな強い信念で努力している NGO や援助機関に対しては頭が下がる。しかし、本当にそうなのだろうか。

かっては米ソという 2 つのプレーヤーしか考えなくとも良かったが、今は複数のプレーヤーが関係し、

弱者から見て、弱者側の希望や必要要件を受け入れてもらえなく押し切られ、弾圧されているだけとし

か見えなく、コンフリクトはかえって解消しにくくなっているのではないかという指摘がされている。

さらには、主に経済的な理由で超大国自体の力が弱まっていて世界的な平和を力で構築できなくなって

いるし、そのような意思も弱くなっている。そうなると、コンフリクトが泥沼化し、蔓延化し、カオス

状態になっていくのではないかという指摘もある。 

 

 他にも、どこの国家も多大な借金だらけで、問題だらけの経済システムになっているし、実体として

の貨幣と取引としての貨幣の価値の大きな遊離によって、金融システムは危険な状態になっているよう

に思える。そして、都市への人口集中が激しくなり、今や都市人口の方が農村人口よりも多くなってい

る。こうなると、システムが複雑化し、しかも人類はこれらの問題がある経済システム、金融システム

システムにあまりにも依存して生きているので、パンデミックなど何かちょっとした機会で社会システ

ムが崩壊すると、それが全体的な崩壊に繋がっていきかねないという仮説を持っている。 

 

なお、ここでの議論の源情報には Millennium Project Team のデータベースを使っている、記述毎にデー

タベースの中の使った原典資料を列記するのは大変なので、サマリーとして、Millennium Project Team 

(2008, 2015a, 2015b, 2015c)、末武(2016a, 2016b, 2017b)を参照して欲しい。 

 

1.2 簡単なシミュレーションによるシナリオの確認簡単なシミュレーションによるシナリオの確認簡単なシミュレーションによるシナリオの確認簡単なシミュレーションによるシナリオの確認 

 ポスト工業文明を特に意識してというわけではないが、2100 年までで社会がどのようになるかという

シナリオに関し、先にも述べたように楽観的シナリオ、持続可能的シナリオ、悲観的シナリオの 3 つが

考えられる。それぞれのシナリオはさらにそれを支える別のいくつかのシナリオで構成されるので、膨

大な数の未来シナリオが存在する。その組み合わせの中のいくつかに関し、モデルを作成し、そのシナ

リオがどの程度妥当であるのかがチェックされる。図 1 は、そのために使った概念モデル（最上層部）



3 

 

である。このモデルには数個のサブ・モデルが多段的に連結している。 

 

図 1：未来予測に使ったモデル 

 
図 2：先のシミュレーション結果 

 
 

1) 楽観的シナリオとそのシミュレーション結果 

 図 2 はこのモデルを使ってのシナリオの検討のうち、4 つのシナリオのシミュレーション結果を示して

いる。シナリオ A は楽観主義的シナリオで、科学技術がブレクスルーし、人口増加を制約する先の条件

を全てクリアーする。人口は問題なく 100 億人を超え、21 世紀末には人口は 200 億になる。山賀によれ

ば、理論的に地球が養える人口は 240 億人まで可能という。先のモデルでは、主に耕作地がどれだけ確

保できるのか、一人当たりどれだけの耕作地が必要なのかで人口が決まる。確かに現在森林や砂漠であ

るような地域の面積も耕作地にし、あるいは耕作地の作物生産量が飛躍的に高くなり、しかも耕作や食

料品配賦であまり石油エネルギーを必要としないようなことが可能で、もちろんコンフリクトが無く、

食物配賦が非常に効率的になれれば、計算上は 200 億人の人口を養える。 

 楽観主義、いわゆるバラ色世界に関してもいろいろ異なるシナリオがある。未来予測で一番焦点にな
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っているのは、人口知能（AI）やロボット技術の発展をどう捉えるかという点で、ロボットや AI が人間

の仕事を代替するので人間は労働から解放され、好きなことに没頭でき、ロボットや AI を奴隷のように

使い、人間は趣味や研究、あるいは芸実の追及などは好きなことをして暮らすことができるというもの

である。つまり、かってのギリシャ・ローマ時代のような理想世界の再現がイメージされる。ただ、AI

やロボット技術の発展が人間の労働を奪うこと、特に先進国ではこの傾向が強くなることが懸念されて

いる。 

 AI やコンピューターの発達に人間の能力が追い付いていないという点も指摘されている。ただ、人間

はその頭脳の能力のごく一部しか使っていない。そこで、人間への遺伝子操作や頭脳に対する生物的操

作で、AI などを使いこなせるタイプの新人類を作成することも研究されている。人間がどのように頭脳

の中で創造しているのかまだよく分かっていない部分があるが、並行処理によって処理スピードを上げ

るやり方は分かっているので、並行処理できるようにニューロンを改善すればいいことは判明している。

10 人の報告や訴えを同時に聴いて処理したという聖徳太子のような人間の製造は可能である。このこと

により、もっと効率的に AI やコンピューターを使いこなせるという主張がある。そうなると AI に任せ

るとか AI に支配されるのではなく異なる使いかたにより異なる可能性が開かれると考える人もいる。 

 あるいは、人間は人工空間（仮想世界）で生きるとする未来シナリオも考えられている。医学の方面

では、病気はナノテクノロジーなどで解決され、不老不死に近い世界が実現し、死亡したいと思わない

限り死なない世界が実現するとする未来シナリオもある。少なくとも 100 歳まで生きることは現在の医

療技術などで可能であり、かなり高い確度で、近未来的に 100 歳人口が人口のからなりの割合を占める

超高齢化社会が到達すると予測されている。これを進め、異なる惑星環境でも生きられる新しい人類を

創生することも可能と考える人もいる。 

 こういったことは、現在の科学技術を進めていくと 2050 年より少し前には実現されると考えられてい

て、そういったことが実現した場合には、今とは異なる、いわゆるポスト・モダン文明になっていくと

考えられている。そういった楽観的なシナリオでポスト・モダン文明が実現した場合の一つとして、こ

のケース A でのシミュレーション結果が示す人口が 200 億人程度に増えるという世界がある。 

 

2) 均衡シナリオとそのシミュレーション結果 

 これは楽観論と悲観論の中間になるさまざまなシナリオのうちの、世界が持続可能な状態に落ち着き

均衡になっていくというものである。 

 これに関し、国連などは図 3 のように世界人口は 100 億人になり、そこで均衡すると予測している。

ただ、私のモデルでは先の図 2 のシナリオ D1 のようになり、少しは農業技術が発展し、生産性が高い穀

物の品種が栽培されるにしろ、石油生産の低下により現在以上には農業生産にエネルギーを投入できな

いことや水の制約を考えると、せいぜい 80 億人に人口を抑えないと持続できない。国連はいくつか異な

る人口予測を出していて、その中にはこの 80 億人という予測のものもある。先に述べた、人類の未来に

対し制約になるような、地球温暖化、水不足、エネルギー不足といった、現在抱えている問題を、現在

の技術や知識で解決すれば、そして、社会システムが崩壊することなく、カオス状態にならなければ、

このような持続可能社会の実現は可能と考えている人は多い。システム論からも、環境許容量の許す人

口以上には人口は養えないこと、現在、環境許容量を増やすような革命的な事項が見当たらないことか

ら、このようになっていくことが妥当と考えられている。さらには、国連を始めとする国際機関などさ

まざまな機関や人々が、均衡シナリオをベストと考え、その実現に努力している。 

 均衡状態が 100 億人なのか 80 億人なのかは別として、この水準で均衡させるためには、コンフリクト

が無く、インフラが保全され、特にエネルギーや食料配布が均衡であることがポイントになる。また、

天然資源が減少するなど、何かのストックが減少すると均衡状態が破れる。従って、エネルギーの大半

は再生エネルギーにし、化石燃料の減少を極めてゆっくりさせる必要があるし、少子化を進め、死亡率

と均衡させる必要がある。そういったことが可能で持続できれば、この均衡状態、いわゆる持続可能な

社会の状態になる。 

 ただ、持続可能を信条にする社会開発関係者でもまだ成長や増加という観念が抜け切れていなく、「地

蔵可能な成長」というように主張し、高成長は否定しても成長させ続けることを主張する。システム論

的には成長を続ける限り均衡状態に到達することはあり得ない。また、均衡状態とは停滞を意味する。

停滞するとどこかでだれかがそれを打破しようとする。それは簡単にコンフリクトに結び付きやすい。 

 歴史的に見て、コンフリクトや新しい動きによって社会の均衡状態や停滞状態が破れ、新しい均衡に

落ち着いていったことを指摘する人もいる。今までは地球環境は人間社会システムに対し無限大で制約
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条件になっていなかったので、このような勝手な意見が言えるのだが、人口が 80 億を超えると地球環境

は確実に制約条件になる。 

 

図 3：国連の人口予測 

 
（出典：環境省） 

 

3) 悲観論シナリオとそのシミュレーション結果 

 これは人類の未来を悲観的に考えるシナリオで、何かのきっかけで部分的な不均衡が起き、その部分

的な不均衡が 2050 年頃に文明崩壊を引き起こすというものである。シナリオの一つでは、社会システム

が崩壊すると、まずブロック化が起き、さらにその中で混乱が広がってカオス化し、世界は産業革命前

の農耕時代の時の人口にまで激減するというように考えられている。 

 ここでは、この悲観的シナリオでシナリオ B（緩やかな崩壊）と、シナリオ C（急激な崩壊）の結果を

示している。まずシナリオ B だが、直接的で大きな衝突はないが、化石エネルギー問題やコンフリクト

に対し、大国が世界的にコントロールしなくなるなどで世界がまずブロック化する。地理的、政治的理

由から、北米、南米、アフリカ、欧州、中近東、東アジア、南アジアのブロックに分かれると考えられ

る。こうしてブロック化した世界の中でしばらくは、そのブロックでヘゲモニーを握る国家や集団によ

り大きな衝突は避けられるであろう。中近東はイランを中心にしたものになると言われている。ただ、

北アフリカ、東南アジアに関してはコンフリクトの面で不透明な部分が多い。ブロック間の貿易や交流

が極度に減っていくので社会・経済発展が停滞し、その後、特にエネルギー問題から、小さな国家に、

そして農村社会になっていくと考えられる。 

 シナリオ C（急激な崩壊）は、戦争などを経てブロック化するというもので、被害を大きく被る地域

とあまり被らない地域ができる。共同防衛などのアライアンスはあるが、ブロック化し、小さなコミュ

ニティを中心にした、自己防衛型社会になる。人口は、農業生産で自給自足的に養える人口にまで減少

すると考えられる。 

 この際に、社会システムがどこまで壊れてしまうかによって人口が決まる。現在の穀物の高い生産性

は農薬や化学肥料などによって維持されていることを鑑みると、こういったもので維持できるとは考え

にくい。農業のやり方も、中世の欧州で行われていた三耕式（耕地を 3 分割し、1/3 を耕作に、1/3 を放

牧に、そして 1/3 を地力回復のために休耕し、これを周回させる農業のやり方）のようなものとし、穀物
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生産性も中世のもの程度とすると人口は約 30 億人となる。もちろん水田を使った稲作は連作が可能であ

るし小麦よりも生産性が高いのだが、灌漑や治水を含めインフラが破壊される、さらに国家のインフタ

建設や維持能力が落ちている状態、地球温暖化による天候不順での淡水入手性を考えると、淡水へのア

クセスの面でアジア地域でも全面的に水田の稲作を想定しにくい。 

 さらにコンフリクトのせいで社会システムの崩壊が進み、現在の国家のような塊がさらに分解し、コ

ミュニティのようなものしか存在しなく、しかもしょっちゅういがみ合っているとなると人口は 10 億人

以下になる。 

 比較文明学会での研究発表の予行演習も兼ねて、このシミュレーション結果を還流文明研究会で発表

したら、そんなに人口が減るわけがなく、大戦争が起きても人口はせいぜい 5%程度しか減らないことを

統計データが示しているといった反論があった。欧州での黒死病の蔓延や 30 年戦争でのあるコミュニテ

ィがどうなったかという歴史研究の文献によれば、黒死病や 30 年戦争によって完全消滅したコミュニテ

ィがいくつもある。そういったコミュニティでは、人口が目立つほど減ると、住民がそのコミュニティ

を見捨てて他に逃げてしまう。あるいは 30 年戦争などでも、傭兵があるコミュニティを何度も襲い食料

を完全に奪うと、住民がそのコミュニティを棄てて他に逃げてしまう。また、黒死病が一番猛威を振る

っている時期には、死亡者もきちんと管理されていないことなどから、正確な統計など無い。このよう

にミクロから見ると、大戦争が起きても人口はせいぜい 5%程度しか減らないという主張にはどこかに統

計や記録への過信があるように思える。当時は高出生率のせいもあり、また黒死病に関してはそう長く

パンデミックが続いたわけではないし、人々も多くは農村に住み、インフラやシステムに依存していな

かった。それでも崩壊するコミュニティが発生している。モデルのシミュレーションでは直接コンフリ

クトで死亡する人口は 5%程度にしているが、それよりもコンフリクトによる社会システムの崩壊で、平

均寿命が 30 年や 20 年といったふうに急速に短縮化し、食料不足などで出生率も大きく減るので、全体

として急速に人口が減るとしている。さらに、パンデミックなどが発生し、医療インフラや食料供給イ

ンフラ、治安維持インフラなどが崩壊することでパンデミックが止められないとすると、パンデミック

による直接被害は人口の 10%にも及ぶというように考えている。パンデミックの発生に関しては、イー

スター島に戻ってきた元住民が天然痘の病菌を持ち込み、人口が 10%にまで減少したという研究もある。

核戦争などが直接的にどれだけの人口を殺すのか不明であるが、それよりも、このモデルとシミュレー

ションでは、人口に関し、そういったことによるインフラや社会システムの崩壊により正味生誕率がマ

イナスになるということに焦点を置いている。 

 

図 4：「成長の限界」のシミュレーション結果 

 
（出典：Smithsonian） 

 

 私のモデルでのシミュレーションだけであれば、何か私が勝手に言っているだけのような印象に受け

取られかねないので、メドーズたちが行った研究（成長の限界）についても併記する。図 4 左は最初の

1970 年の際のシミュレーション結果で、人口は 2050 年より少し前でピークになり、21 世紀末では 20 億

人程度まで減少する。メドーズたちは、1970 年の最初の発表の後、約 10 年毎にシミュレーション結果を、

その後の科学技術の発展や天然資源の量、食料や工業生産などの実際と当てはめ、研究を再確認してい

る。2000 年までの実際の推移とメドーズ達の予測を重ね合わせたものが、図 4 の右の Smithsonian 誌掲載

の記事である。これで見ると、確実にメドーズ達が行った予測のように人類は崩壊への道を進んでいる

ように見える。メドーズたちは、最初のモデルに、科学技術の進歩が制約条件を変えるはずだがそのこ
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とが抜けているという批判や指摘について検討しモデル改定も行っている。しかし、そういった要素を

考慮しても、実際には資源消費が増え、枯渇が早まり、特に中開発国での汚染が急速に、かつそれまで

の先進国での汚染以上のスピードと規模で広がっていることなどから、成長のピークの時期は 2050 年で

はなく 2030 年頃になるのではないかというように、崩壊が始まる時期の予想を早めている。 

 メドーズ他の用いたモデルは私のモデルと少し異なっているが、私のモデルでのシナリオ B のシミュ

レーション結果とほぼ同じである。 

 

2. ポスト現代文明までの移行期ポスト現代文明までの移行期ポスト現代文明までの移行期ポスト現代文明までの移行期 

 私自身は長期的に考えると、シナリオ A のバラ色世界や持続可能な世界であるシナリオ D1 のような

事態は起きないのではないかと悲観的に見ている。ポスト現代文明がどのような社会であるのか良く分

からない。ただ、私自身はシナリオ B や C の世界になると考えている。そして、そういった世界に移行

する移行期にどのような組織や集団が生き延び、別の形態の農業社会として定着していくのかに興味を

持っている。 

 ポスト現代文明社会への移行期ではコンフリクトに満ち溢れ、暴力的な解決手段を取る、そして収奪

的に生きようとする集団や組織が現れるであろう。社会システムの崩壊が崩壊していく中で移行が起き

るとすると、当然こういった暴力集団に対する被害者側の団結による防御も起こるので、大規模な暴力

集団は長くは続かない。これは、経営学などでタカ派戦略とハト派戦略のどちらが生き延びる確率が高

いかといった実験や研究が行われ、タカ派は攻撃に失敗すると傷つくリスクが高くなることから長期的

には有利な戦略ではないことが知られている。歴史研究でも、タカ派的な戦略を採択した国家が、仮に

成功しても短命であることが知られている。 

 ハト派になれというような単純なものではないが、そういった混乱期を生き延びる上で、集団をまと

めるしくみやリーダーシップ、政治力、地勢的条件といったものの他に、集団をまとめる上での集団の

思考、メンバーの信念のようなものへの思考、習慣の志向のような精神性に関する要素の重要性が考え

られる。これは、これまでは宗教が担ってきたものである。この発表では、そういった精神的な要素に

ついて考えてみる。ただし、宗教というのではなく、宗教が担ってきた集団の成員の生活習慣や考え方

について考える。 

 

2.1 宗教が担ってきた、環境への対応に対する考え方宗教が担ってきた、環境への対応に対する考え方宗教が担ってきた、環境への対応に対する考え方宗教が担ってきた、環境への対応に対する考え方 

 宗教は集団の成員が環境に対して生き易くするための方法を与えているというように見ることができ

る。そういったもの無しでは、あるいは個人単体では環境に対して生きるのは大変である。しかし、宗

教が与える生き方や考え方、さらには生活習慣によって、個人が環境に対して生き易くなる。この際に 3

つのやり方があると考えられる。一つは、集団環境を作り、集団環境の中で生き易くする方法であり、

例えばイスラム教や初期キリスト教などにこのやり方が見られる。 

 初期キリスト教が古代ローマ時代に迫害されたことは多くの文献で知られていて、それを取り上げた

クオ・バディスやベン・ハーといった映画にまでなった時代小説はベストセラーになっている。ローマ

時代は多神教であり、統治側はキリスト教徒に対し、多神教の中で共存することを求めていた。しかし、

キリスト教徒はキリスト教徒の神意外の神を神として認めることや多神教の中での共存を拒んだために

迫害された。その中で、互助的な組織を編成し、迫害や混乱を生き延びた。宗教を共通的な要素として

互助的な集団を作り、それで環境を生き延びるというやり方は回教にも見られ、今日の世界的なイスラ

ム教の普及には、左手にコーラン、右手に剣でムスリムが回教を異教徒に強要したというよりは、回教

徒の商人の世界的シンジケートやネットワークが形成され、それを利用するには回教徒になった方が有

利ということで回教徒に改宗した人の方が多い。インドなどでは、カーストの壁を回避するために、下

層民が回教徒になったという側面も大きい。 

 

 回教は一日に 5 回お祈りをしなければならないとか、ラマダンでは日中は断食しなければならなく、

水も飲めないとか、女性は外出の際にはベールを被らなければならないとか、いろいろ宗教的な生活に

対する規定が厳しく、外から見ると大変な宗教集団のように思える。しかし、中に入ってみると、そう

いった戒律を表面的に守っていればかなり自由で行き易い集団なのだと言う。片山もとこ著の「イスラ

ームの日常世界」に回教徒の女性の世界が描かれているが、ヒジャーブという回教徒の女性の被り物さ

え着ていれば、その下は自由でめちゃめちゃ派手な服装をしていても構わないし、女性たちのヒジャー

ブの下に着ている着物はかなり派手だという。この著者は、そういったものは建前で、それさえ守って
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いればあとは自由だという。厳格で面倒くさそうに見える回教徒社会も、宗教が集団の構成員を縛り規

定しているという面よりも、異なる性格の人間が衝突しないようなしくみや環境を作っているのだとい

う面が強いようである。 

 

 2 番目は自然との持続可能な調和を図れるような考え方や生き方が宗教になったものである。この例と

して、後で、インドの牛との共存文化について述べる。 

 

 3 番目は、自然環境との一体化により、自然との対決や自然を変えるといったことを避ける方法や考え

方であり、アニミズムや米国インディアンが持っていた生きかたなど、この方法を推薦する宗教は多い。

1970 年代に米国のヒッピー文化の中で米国インディアンが持っていた精神世界が見直され有名になった。

例えば、「ホピの書」などが有名であるが、自然界のスピリッツ（精神）を尊重するという考えが強調さ

れている。仏教で言う、全てに仏性があるとか、日本の神道に見られる、あらゆるものが神であるとい

う考え方に近い。アイヌにも、狩猟した動物の魂を元に返すという考え方がある。この考え方からは、

自然に逆らうのではなく、自然と共に存在するという生き方が重要視される。 

 

2.2 ポスト現代文明までの移行期ポスト現代文明までの移行期ポスト現代文明までの移行期ポスト現代文明までの移行期をををを生き延生き延生き延生き延びびびびるるるるたたたためめめめにににに必要必要必要必要なななな要素要素要素要素 

(1) 牛との共存文化 

 2017 年春に、北インドの仏教遺跡を回りながらインド農村の様子を見てきた。その中で、宗教が人間

の生活を環境に合うように変えたのではなく、環境の中から、環境に合わせて人間が生きられるように

するような宗教が生まれてきたのではないかという仮説である。 

 釈迦はインドとネパールの国境近くになるルンビニで生まれ、ラジギールで修業し、ガヤで悟りを開

き、サルナートで最初の説法を行った。その後、死ぬまで、インド北部を旅している。この地域は、5 月

頃から雨期に入り、雨期は 9 月頃まで続くが、その後半年強は乾季になり雨はほとんど降らない。従っ

て、この時期に灌漑などで水を与えないと穀物は育たない。 

 この地域は釈迦が生まれた紀元前 5 世紀よりもかなり前から農耕が行われていて、人口が多かった。

釈迦の生きていた時代は森林があり、肉食も行われていたようだが、こういった生活や人口の増加のた

めであろうが、燃料や建築などのために木が伐り倒され、多分紀元後 5 世紀ごろには、山はもう禿山に

なってしまったようである。こうなると木を燃料に使えなくなってくる。土地も痩せてきて、さらに一

年のうち半年は乾燥しているので、肉食を中心とした生活を維持するのは難しくなっていく。ウォータ

ー・フットプリントという、食物生産にどれだけの水が必要とするかという研究があるが、肉生産は穀

物生産の何百倍も水を消費する。このような環境にうまく適応しながら多い人口を養うやり方として、

肉食をしないで菜食主義にする、しかし採食主義だと動物性蛋白質が不足するので牛乳を蛋白質として

利用する、山の木を燃料に使えないので、糞を燃料とする生き方が生まれ、それを維持させるようなヒ

ンドゥー教が成立したのではないかと思われる。神出（2014)は、インドのこの牛との共存文化をポスト

現代文明の一つの在り方というように示唆している。彼は、ヒンドゥー教徒は、牛の労働力を使い耕作

や運搬を行い、牛乳を貴重な動物蛋白源とし、糞を燃料とするが、しかし神聖化し殺さない。そうなる

と死亡した牛の処分に困るが、そこは回教徒が、肉を動物蛋白質に、皮などは皮革製品の原料に使うな

どうまく牛を中心に人間の営みが回っていることに注目し、これこそハーモニーが取れた持続的なシス

テムというように主張している。 

 インドの農村を訪れてみて、確かにこのスタイルやシステムは今も機能していることを目で確かめら

れる。牛の糞は集められ、藁を混ぜてこねられ、建物の壁を利用して乾燥している。乾燥したものが燃

料となり、プロパンガスも出回っているが、インド人は、こちらの方が火持ちがいいと言う。形状も、

円盤のようなものだけではなく、槇を意識しているのか、棒状のものも作成されている。 

 食器なども、持ち帰りや一回限りの使用用には、素焼きのものや木の葉をプレスした、あるいは楊枝

で編んだ皿が使われる。ミルクティー用やヨーグルト用の素焼きの容器は使用後、土に還元するし、木

の葉を使った皿も腐って土に帰る。ただし、繰り返し使うものは陶器製ではなく真鍮などの金属製で、

乱暴に扱っても壊れないようになっている。 

 もっとも、インドでは緑の革命や農業近代化で、トラックターが導入され、耕作や収穫物の運搬など

に牛に変ってトラックターが使われる頻度が高くなっている。燃料も都市部ではプロパンガスの普及が

どんどん進んでいる。一回しか使わない食器にしても、プラスティックのカップやプラスティック・バ

ックが出回っていて、ミルクティーはプラスティックのカップに入れてくれるし、カレーなどはプラス
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ティック・バックに入れてくれるようになってきている。このように、世界のその他の地域にも見られ

るような現代技術や現代文明がインドにもどんどん広がり始めている。 

 

写真 1：インド北部、ラジギール地域の乾季の風景。山に木が無いことが目立つ。 

 
 

写真 2：農村のあちこちで見られる牛糞を原料にした燃料の乾燥風景 

 
 

写真 3：素焼きのミルクティーを飲むカップ（左）と木の葉で作った一回だけ使用の皿（右） 

 
 

 このようなインドの牛との共存文化を見るにつれ、混乱期やポスト現代文明にあって、人間環境も含

め、環境に適用させるような考えや生き方が必要であり、それは既存の宗教とは異なる形態になるであ

ろうが、宗教が果たした機能のようなものを発揮させることでその集団をして混乱期を乗り切らせるこ

とができると考えられる。（注 1） 

 

(2) アミッシュ 

 容易に全体的な流れやスタイルの受け入れを行うことは、コミュニティ消滅になりかねないのではな
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いかと考える。混乱期やポスト現代文明では、コミュニティ単位になるであろうし、コミュニティに存

在する意義のようなものが求められる。コミュニティに存在することによって享受できる便益や安全性

といったもの、例えば武力で守られるとか、比較的食料が豊かな地政学的場所を確保しているといった

もの、コミュニティを率いるリーダーが魅力的だとか、雰囲気が良く互助的で暮らしやすいといったよ

うなこともあるであろうが、それだけでなく、ここではコミュニティの生き方、考え方、思想のような

ものを重要視する。混乱期やポスト現代文明を生き延びるために宗教集団になる必要があるという意味

ではないが、宗教集団のようなコミュニティを意義付ける思想や態度が必要であり、それがあれば困難

に対し一眼となってより強く立ち向かっていける。 

 アミッシュは、現代文明を受け入れないで、近代以前の技術や生き方を守る集団というように言われ

ている。例えば、自動車は使わないし、電力も引かれていない。確かにアミッシュはプロテスタント系

の宗教集団ではあるが、このグループはむしろ、現代の技術の受け入れを注意深く検討しながら受け入

れていると見る方がいいのではないかと思う。彼らは、現代文明を否定しているのではなく、自分達の

アイデンティティを否定しないかどうか注意深く検討しながら、受け入れるかどうかを決めている。従

って、電話などは使っている。 

 こういった、注意深く相手や周辺のコミュニティなどを観察しながらどうするか考えるというやり方、

そしてどうするかの判断の基本になっている考え方やスタイルが重要である。アミッシュはそういった

ものを持っているので、現代でも存続しているのだと思う。 

 武力による対抗から集団を守り、集団を存続させることは、明確な対抗集団がなく、平和裏に見える

環境の中で集団を守り存続させるよりも比較的容易である。集団の構成員も相手や目的が明確に見える

ので一致団結しやすい。しかし、平和裏に見える環境になってしまうとだらけ、こういった時の環境変

化に弱く、コミュニティの団結心などは容易に崩れ去る。また、少し遠く意識していなかった対抗勢力

との対立にも弱い。このように、平和裏に見える環境に慣れ過ぎたり、少し遠く意識していなかった対

抗勢力との対立によって滅ぼされたコミュニティの例は歴史上多い。逆にアイデンティティを強く持つ

集団は強い。宗教集団が強いという所以も、宗教うんぬんよりも、このアイデンティティのせいではな

いかと考える。 

 ここではアミッシュを例として取り上げたが、このような生き方をする宗教集団は、実は今でも世界

にいくつか存在する。 

 

(3) 原始仏教集団 

ここでは、原始仏教の教団であるサンガを、宗教というよりは生き方と集団をまとめるという観点で

考えてみる。彼らは、物を余分に持たないこと、物欲を捨てること、真理を追究することを信条とし、

そういった生きた方を選んだ集団であるというように考えられる。ここで言う最後の真理とは、釈迦が

主張した、存在するものは実は実体がないものであるということ、実体がないにも係らず、実体がある

ように錯覚し、捉われてしまうということ、目で見て、見えているものを短絡的に真実と思い込んでし

まうということで、大乗仏教ではさらに洗練され、空の思想、あるいは中観となっている。 

 

物を余分に持たないこと、物欲を捨てることという清貧に対する考え方（あるいは教え）は実はどの

宗教でも同じであり、清貧に生きること、欲望を抑えて生きることを薦めている。例えば、ジャイナ教

では、次のような不殺生と、禁欲と厳しい戒律を信徒に求め、それは 5 大禁戒（マハーブラタ:mahavrata）

というように言われている。 

 

1) 生き物を傷つけない（アサンヒー） 

2) 嘘をつかないこと 

3) 盗まない 

4) 禁欲 

5) 無所有（アパリグラハ:aparigraha) 

 

そして、ジャイナ教のこの禁戒は極めて極端であり、無所有のために裸で暮らしたり、生き物を傷つけ

ないことを守るために、不用意に虫が口の中に入って殺してしまわないようにマスクを付けて生きると

いったことをやっている。しかし、仏教では極端さを避け、中道を説いている。また、断食といった苦

行ではなく、瞑想による精神の安定を重要視している。さらには、古代思想の中で清貧に関する哲学的
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な展開を行ったのは仏教だけである。 

 

 こういった清貧という考え方は重要であるが、私自身は、最後の真実を求めるという生き方、目で見

て、見えているものを短絡的に真実と思い込んでしまうということを避けるという生き方やスタイル、

考え方が、ポスト現代文明を考える上でとても重要と考えている。 

 

 2017 年の比較文明学会の研究発表会（全国大会）は「暴力」がテーマであり、イスラム研究を行って

いる研究者からは、イスラム教徒を文明の対立、あるいはテロ集団というように見ないでほしいこと、

イスラム文化を拒絶しないで、理解して欲しいという訴えがなされた。これは援助関係者にも多い考え

方でもあるが、この学会発表でも、コンフリクトは力で抑え込むのではなく、対話を通じて解決すべき

という主張と、そのような活動をしている事例が紹介された。 

 私自身も、コンフリクトがあった国での援助関係の仕事に従事し、そういった国での仕事では、コン

フリクト緩和のワークショップ実施を仕事の一環として義務付けられるので、そのようなワークショッ

プ開催にも係った。しかしながら、果たして対話や、相手を理解するという努力だけで本当にコンフリ

クトが完全消滅できるのかということに関し疑問を持つようになった。単に緩和だけでは、どうも根っ

こにある考え方の違いを解消できないように思える。確かに対話や相手を理解する努力で、相互の考え

方や立場、希望といったものを理解できるし、利害関係も調整できる。しかし、コンフリクトが発生し

たその根本的な原因となっている考え方の違いは是正されていない。そもそも両者共に相手の考え方の

ようには変ってなどいない。しかも理解は概ね、調整や妥協のための範囲に留まっている。 

 

 人間は、自分が生きている世界や集団での考え方にどっぷり使い、それを元に無意識に考え、判断し

ている。これを否定し、目で見て、見えているものを短絡的に真実と思い込んでしまうということを避

けるようにしようしたのが、原始仏教のサンガの構成員たちであったというように考えられる。 

 

 原始仏教集団のこの考え方は、大乗仏教になり、もっとスマートにかつ理論的になる。例えば、具舎

論では、人間の存在（我）は肉体（色、肉体を構成する物質）と、感覚（受）、想像（想）、意思（行）、

認識（識）といった心理作用が一時的に和合しているだけであり、どれもが無常で絶えず変化している

というようなまとめ方がされている。人間の存在はこの 5 つ（五蘊）の要素の一時的な集まりでり、従

って、我はない（一時的）のだが、実在しない（恒久的ではない）ものを、我がある、恒久的だと錯覚

し、実存しない我、わがものの概念に捉われるために苦悩が生じるのだという。欲望はわれわれの感受

の仕方（受）に基づき、感受は対象との接触（触）によって成立するのであり、われわれの感官（六入）

と対象（名色、精神的存在と物質＝五蘊）、認識機能（識）があって欲望が生まれる、つまり、対象認識

の仕組みが欲望を産み執着を引き起こすとする。そして、われわれの認識が過去世の長い経験、身、口、

意による業（行）に支配されていて、しかもその経験はすべて真実についての無知（無明）の産物であ

るとする。つまり、無知こそが苦悩を産む究極の原因であり、無知を克服し、叡智を得れば、無知に基

づく行為も起こらず、人生の苦を克服できるとする。 

 

 このように、最初の、単に目で見て、見えているものを短絡的に真実と思い込まないようにしましょ

うという素朴な考え方が、心理学的でもあり哲学的でもあるような、いわゆる仏教哲学に発展していっ

た。こういった哲学になってしまうとそれはそれで固定化した考え方になってしまうように思える。私

自身は、原始仏教集団が持っていた、いわば、「真理を求める」という態度のようなものを、混乱期やポ

スト現代文明を生き延びるために集団に必要な要素というように考えている。こういった態度や考え方

が無いと、いくら対話で相手を理解したように思っていても、さらには善意で信じていていても、根本

的な部分で、相手の主張やなぜそのような生き方、考え方をするかは理解できないし、受け入れられな

いのではないかと思っている。 

 

 現代文明は科学的な思考方法が一番すぐれたものであり、ある意味絶対的なものと信じているように

思える。しかし、西洋哲学の歴史を見ると、現在ほとんどの人が絶対的な方法であると思っている科学

的な考え方とは異なる考え方や哲学があったことに気付かされる。例えば、原始仏教集団が持っていた、

単に目で見て、見えているものを短絡的に真実と思わないという考え方、つまり、感覚で捉えたものに

対する懐疑的な態度は、英国の経験論の流れで、バークリーなどによって提示されていく。彼は、ロッ
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クの言う物体の第一性質（大きさ、位置、形状など）は視覚と触覚の複合にしかすぎないとして、第一

性質を持つ物体という実体の想定を否定した。彼は、人間ができることは、外界に関するすべての主観

的な感覚、知覚を捉えることだけと述べ、精神によってたんに想像されるだけの概念は任意に作り出さ

れるものと考えた。とはいえ、まだ彼は、知覚する実体としての精神の存在は疑ってはいなく、精神に

よって知覚される山や川などの概念は、人間が勝手に作り出せるものではなく、それは神の所産という

ように考えた。 

 

少し現代に近づき、ヒュームになると、彼は、人間の心の動きは全て、感覚及び反省によって心に獲

られ、その都度の新鮮な印象と、それが消え去った後に心中に残る記憶や想像による概念に還元される

というように考えた。彼は、この概念の複合が起き、類似と時間空間における接近、原因と結果という 3

つの連想の法則によって複合されると考えた。そして、最初の 2 つは確実であるが、最後の原因と結果

は 2 つの事項の必然的結合が成立する必要があるとした。しかし、いくら接近し、いくら継起したとし

ても、2 つの事象に因果関係が含まれているとは言えなく、それは、人間はこれまでの経験に基づき、 2

つの事項の間に恒常的な接続が認められ、その 2 つの間に因果関係があると人が信じているからだけ、

つまり、習慣的概蓋然性にしか過ぎなく、絶対にそうだとは言えない、つまりは、精神は知覚の束にし

かすぎないと考えた。こうなるとかなり具舎論のまとめ方に近くなってくる。 

 

 こういった感覚で捉えたことを真実と思い込むことへの否定は西洋哲学でも繰り返し現れてくるのだ

が、しかし、科学思想や科学主義の元に、観察し、それを実験で確かめ、確かめられたものが真実とい

う、先の哲学者たちが否定した目で見えたものを真実と思う思考が絶対的なものとなってしまった。ポ

スト現代文明では、多分にこの科学的な考え方が絶対という志向が変る必要があると考える。 

 

3. ままままととととめめめめ 

 ここでは、現代文明は資源枯渇、資源枯渇をきっかけに発生しインフラやシステムを崩壊するコンフ

リクトの蔓延で現代文明が崩壊するというシナリオとそのシミュレーション結果を紹介した。そして、

このようなことが起き、ポスト現代文明に変っていく過渡期に生き延びる集団に必要になるであろう精

神的な要素について考えた。そのような集団には、暴力から自衛するとか優れたリーダーシップ、政治

力、地勢的な立場の確保などのようなものも必要であるが、それだけではなく、環境に合わせるような

スタイルや考え方が必要であり、慎重に何を受け入れるか考えアイデンティティを失わないこと、そし

て、真実を追求し、追求した真実をベースに理解し判断していくことが必要と考える。 

 

注釈： 

1) 現代文明は自然を人間の都合の良いように変えるというやり方をしていて、人間の生活も、自然を無

視し、自分の都合の良い環境を人工的に作って、その中で営んでいる。（例えば都市生活。）このような

やり方や考え方は、システムやインフラがあってのみ成立できる。（例えば飲料水を供給する水道システ

ムや食料品の流通システム。）このようなシステムやインフラが破壊される、あるいは機能しなくなると

いうシナリオでのポスト現代文明は、従って自然に調和するような生き方や考え方にならざるを得ない。

そのような生き方や考え方のひとつのヒントとして、このインドの牛との共存文化を挙げた。 
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