第 10 回：貧しい社会のルールから、豊かな社会のルールへ
価値観が 多様化 したと いう事 実から みれば 、こ の問題は 複雑な 話にな ります 。お金 がある
から豊か 、無い から貧 しいと いう簡 単な問 題で はなくな ります。
「人間 の自由 な意思 」の問 題
なのです 。
一つの定 義とし て、社 会の供 給力が 、社会 の需 要力を上 回って いる状 態を豊 かな社 会と定
義します 。社会 が供給 するモ ノは何 でも構 いま せん。仮 定すれ ばいい のです 。その 仮定し た
モノの供 給力と 需要力 の関係 が、
「 豊かな 社会 」か「 貧しい 社会 」を判 断する 、一つ の基準 値
となりえ るので す。
例えば、 わが国 の場合 の「お 米」と します 。日 本の社会 におい て、お 米は、 現時点 では供
給力が需 要力を 上回っ ていま す。従 って、 お米 の供給と 需要の ルール は、豊 かな社 会のル ー
ルが適用 されま す。米 穀通帳 をつく ってお 米の 生産と配 給を管 理しよ うとす るルー ルは論 外
です。お いしい お米が 、欲し いと思 ったと きに 、欲しい だけ手 に入る ルール づくり が豊か な
社会のル ールで す。
事実、我 が国で は、お 米の生 産から 、流通 から 、販売ま での管 理シス テムは 、その ように
なりまし た。安 いこと はもち ろん魅 力的な こと ですが。 高くて もおい しけれ ば買う という 人
たちもた くさん いるの です。 どちら を選ぶ かは 「お客様 の側の 自由な 意思」 です。
例えば、 同じお 米を北 朝鮮の 場合の 「お米 」と します。 北朝鮮 の社会 におい て、お 米は、
現時点で は供給 力が需 要力を 下回っ ている はず です。従 って、お 米の供 給と需 要のル ールは 、
貧しい社 会のル ールが 適用さ れます 。米穀 通帳 のような ものを つくっ てお米 の配給 を管理 し
なければ なりま せん。 おいし いお米 が、欲 しい と思った ときに 、欲し いだけ 手に入 るよう に
する豊か な社会 のルー ルの適 用は難 しくな りま す。事実 、北朝 鮮では 、お米 の生産 から、 流
通から、 販売ま でが国 によっ て管理 されて いる はずです 。そし て価格 の決定 も貧し い社会 の
ルールで 明確に 決めら れてい るはず です。
お米のお いしい 、まず いは関 係なく 、供給 する ことが最 優先に なりま す。こ の場合 は「お
客様の側 に自由 な意思 」がな くなり ます。
「 お米 の生産や 流通や 販売を 管理す る側の 人たち に
自由な意 思」が あるよ うにな ります 。お客 様の 満足は、 お米が おいし い、ま ずいの 問題で は
なく、食 べられ るか、 食べら れない かの問 題で す。人間 の自由 な意思 が、き わめて 狭めら れ
た社会な のです 。
何をして もいい という ことが 自由な ことで はな いのです。
「それ はオレ の自由 だ」と いう開
き直りに は「何 をしよ うとオ レの勝 手だろ う」 という決 め文句 が、お 約束に なって しまい ま
す。
自由とは 、自分 の流儀 を貫く ことで はない ので す。あく まで、 目の前 に置か れた色 々な選
択枝を「 選択す る自由 」があ ること が大切 なの です。A をやり たいが 、B の制約が あるた め
に A ができ ない。C をやり たいが 、D の 制約が あるため に C がで きない ・・・ 。
自由の問 題は、 やりた いこと をやり たいよ うに するとい う問題 ではな く、色 々な選 択枝が
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たくさん 許され ている と言う ことが 自由な こと なのです 。従っ て、
「自 由」に は自由 度があ る
のです。
60 歳の誕 生日を 迎えた。定 年にな った。こ の時 点で選択 枝の自 由度が どれく らいあ るのか。
引退する 自由 、給料 が今ま での 60％ぐら いに なるが 、定年 を延長 して働 ける自 由。可能性 は
低いが、 なかに はいっ たん退 職して 役員に なる か、なら ないか の自由 もある はずで す。自 由
とは、こ のよう なもの と言え ます。 選択自 由の 大原則が 実現し ている 状態を 人間的 である と
する考え 方もあ ります 。
選択する ことに 少しで も制約 がある 状態を 人間 的でない という 考え方 もあり ます。
「 人間の
自由の意 志」と きわめ て密接 にリン クしま す。 これが豊 かな社 会か、 貧しい 社会か を決定 す
る大きな 要因と なりま す。
「人 間の自 由な意 思 がかなえ られて いる社 会＝豊 かな社 会」。
「 人間
の自由な 意思が かなえ られて いない 社会＝ 貧し い社会」。
自由とい う言葉 は、本 来、こ のよう な使い 方が 為される と、誤 解や勘 違いが 起こり にくい
言葉でも あるの です。
※ 次回 掲載 予定 ・・ ・ 第 11 回 ：： 先頭 集団 につ いて いけ ば良 かっ た時 代。
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