
私は新任ですので，最初にごく簡単に自己
紹介します．
私が生まれたのは1955年（昭和30

年）で，場所は東京の神田という所です．神
田というのは，皇居の東側にある下町です．
小学校，中学校，高校と，暁星という，暁
（あかつき）の星と書きますけれども，カト
リックの学校に行きました．大学は後で少し
述べますが，東京外国語大学の英米語学科と
いうところに行って，英米文化と英語を一生
懸命勉強しました．卒業後，実は3カ月ほ
ど会社に就職したのですが，サラリーマンは
合わないと思って辞め，大学に戻りました．
1982年に，フルブライトという日本と

アメリカの間の国費留学の制度があります
が，これに「偶然」受かってしまいました．
それで，当時私は学生結婚していましたが，
1982年 9月にカリフォルニア大学ロサン
ゼルス校（UCLA）の人類学部に留学しまし
た．89年に博士号を取り，国費留学の規程
上，本来は日本に戻らないといけなかったの
ですが，アメリカが大変気に入ったので，何
とか策を講じてアメリカに残り，ヴァージニ
ア州リッチモンドという南北戦争のときの南
軍の首都ですね，そこで4年間教えました．
帰国後，縁あって東京の仏教系の大学で10
年間教えましたが，やはりキリスト教の学校

に通った私とは合わなかったかもしれませ
ん．その後，北海道大学で14年ほど教えま
して，今回，縁あって関西学院大学に参りま
した．最初の小学校と最後になるであろう大
学がキリスト教系であることを，大変うれし
く思っています．

自由と責任のある社会とは

今日のテーマは，「よりよい社会とは」と
いうことですけれども，私の答えは，次のよ
うなものです．よりよい社会とは，より多く
の人々が，自分の考えややりたいことを，自
らの責任において言える社会，やれる社会の
ことです．別の言い方をしますと，1つの圧
倒的に大きい声が聞こえる社会ではなくて，
小さくてもよいので，さまざまな多くの声が
聞こえる社会が，私はよりよい社会だろうと
考えます．
私の人生60年を振り返ってみて──実は

昨日63歳になりました──，日本は確かに
豊かになりました．例えば，食べ物にして
も，私のときよりも数段いろいろなものがた
くさんあって，それに従って日本人もどんど
ん大型化していって，おそらく皆さんの体の
大きさと，皆さんのおじいさん，おばあさん
の体の大きさは，人種が違うのではないかと
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思うぐらい変わってきていると思います．
でも，それだけよい社会になったか，自由

にものが言えて好きなことがやれる，そうい
う社会になったかというと，実は最近少し逆
の方向に向かっているのではないかと私は危
惧しています．特に人々が萎縮していること
が私は気になります．
人間は極めて多様な存在です．他の動物と

比べて，個人差（個体差）が非常に大きいで
す．個人の集合である社会や，その社会が作
り上げた文化も非常に多様です．この文化
的・社会的多様性こそ，私が文化人類学で研
究課題としているものです．であるならば，
さまざまな意見や行為，アクションがこの世
の中にあることは，極めて当然なことです．
問題はそれを自由に表現できるかどうかとい
うことです．
私が生まれた 1955 年（昭和 30 年）

は，第二次世界大戦で日本が負けてから，ち
ょうど10年たったときでした．1955年
はいわゆる高度経済成長が始まった年です．
1964年，私が小学校3年生のときに東京
オリンピックがありました．もうあれは50
年以上前のことなのですね．それから
1970年に，私が中学2年生から3年生に
上がるとき，大阪で万国博覧会がありまし
た．戦後の日本の繁栄が世界の人々の目を奪
った時代で，今日ほど豊かではなかったです
けれども，右肩上がりということで，夢と希
望にあふれていた時代だったと思います．
これは単に経済だけのことではなくて，学

問や文化も大幅に発展したいと思います．今
日，私たちの国・日本はノーベル賞学者を結
構輩出していますけれども，あれはどちらか
というと過去の業績といいますか，当時，
ノーベル賞を取るような研究の基礎が築かれ

たということです．近年のノーベル賞学者が
気にしているのは，果たして私たちの社会が
現在もそうなっているかどうか，今後日本は
本当にノーベル賞を出せるのかどうか，とい
うことです．

戦後の革新──技術・政治・学問

では，戦後日本の発展や成長の源は何だっ
たのでしょうか．いろいろ答えはあるでしょ
うが，私は次のことが大きい要因ではなかっ
たかと思います．それは，明治以降につくら
れた近代日本が，第二次世界大戦の敗戦によ
っていったん崩れて，それまでのさまざまな
抑圧から人々が解放された結果，新たな社会
の建設を求めて，非常によい意味でみんなが
自分勝手なことを言い始めた，よい意味で自
分勝手なことをやり始めた，非常によい自己
主張をし始めた，ということにあったと思い
ます．
例を3つ挙げます．最初の分野は技術で

す．今日，世界的な車のメーカーに発展した
ホンダですが，あれは本田宗一郎という，実
は昔の尋常高等小学校，今でいう中学校しか
出ていない人が，強烈な個性とリーダーシッ
プのもとに革新的なエンジンをつくって，わ
ずか1代で築き上げた世界的な会社です．
ホンダは F 1，フォーミュラ・ワンにも参戦
して世界を驚かせました．
それから，もう一つ，最近やや業績が悪い

ですけれども，ソニーという会社がありま
す．これは元々小さい町工場から戦後に発展
したブランドで，その社長は盛田昭夫さんと
いいました．これも非常に強烈な個性を持っ
た人で，特にアメリカのビジネスマンには，
当時の経済界の雄リー・アイアコッカ（Lee
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Iacocca）と同じぐらい人気のあった人で
す．
ソニーはトランジスタラジオをつくり，盛

田さんは後にウォークマン（WALKMAN）
というものをつくりました．それまで，音楽
は自宅のステレオの前でしか聞けませんでし
たが，街でウォークマンを聞きながら，つま
り街に音楽を持ち出して，歩くことができる
ようになったのです．
このウォークマンについて，一つ面白い逸

話が残っています．ウォーク（walk）とい
うのは動詞で，マン（man）が名詞ですか
ら，WALKMAN という表現は文法的ではな
いのです．アメリカのソニーの重役たちは，
それは駄目だと言ったそうですけれども，盛
田さんが「いいんだ，ウォークマンで」と言
って押し通したそうです．結局これが当たり
ました．つまり，あえて英語の文法を無視し
て自分の個性を出したのです．それが世界的
なヒットにつながりました．
2番目に，政治の分野でも，戦後は圧倒的

に自民党，自由民主党が強いですけれども，
私が育ったときには自民党の中にもさまざま
な意見がありました．昭和40年代から50
年代には5人の大きな政治家がいました．
今日では歴史的な人物になっていますが，実
名を挙げますと，いろいろ功罪相半ばしたで
しょうけれども，田中角榮さん．大平正芳さ
ん．この人はクリスチャンでした．それから
三木武夫さん．福田赳夫さん．中曽根康弘さ
ん．中曽根さんはまだ100歳近くなっても
ご存命ですね．派閥という弊害はありました
けれども，皆さんがそれぞれ意見をたたかわ
して，切磋琢磨（せっさたくま）していった
時代です．
それから3番目に，大学はどうだったか

といいますと，実は私の時代には偏差値とい
うものがありませんでした．ですから，今日
でいうセンター試験，昔の共通一次試験とい
うものはありませんでした．では，どうやっ
て選抜していたかというと，それぞれの大学
が，これまた自分勝手に，よい意味で自分勝
手に問題を作って，とりたい学生を自分勝手
にとっていました．
今日のシステム，特に AO などと違うの

は，いまは1つの大学にいくつかの入学試
験の種類がありますけれども，当時は1つ
の大学に1つの試験しかありませんでした．
その代わり共通一次やセンター試験のような
ものはありませんでしたから，さまざまな入
学試験があって，当時の高校生や受験生は，
自分の趣味嗜好（しこう）と能力に合わせて
受験することができました．
私は高校生のときに勉強をサボっていたの

で，東大は無理だと思いましたけれども，外
国語が好きだったので東京外国語大学という
ところを選びました．個人が好きなことを自
ら選んだ大学で勉強するという，非常によい
意味での身勝手さ，自己表明というのが尊重
された時代でした．

委縮する社会とオルタナティブの重要
性

では，今はどうかというと，年寄りは大
体，自分の時代はよかったというトーンにな
りがちですけれども，私はそれを言っている
のではなくて，私が皆さんぐらいの世代だっ
たときと今を比べてみると，次のようなこと
が言えるということです．
最近私が非常に気になるのは，だんだん大

きな声しか聞こえなくなってきたのではない
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かということです．つまり小さな声が聞こえ
なくなってきて，人々が，私の時代の若者に
比べても，だんだん萎縮している．何か不安
ばかり，という感じがします．
これは政治の世界に典型的で，いわゆる

「安倍一強」というやつですね．私が中学
生・高校生のときは五大派閥がありましたけ
れども，今は1つしかないような感じです．
さまざまな意見を持つ国民を代表するはずの
代議士が，だんだん黙り始めてしまった．そ
れから，皆さんもご存じのように，政府を支
える官僚も首相周辺の顔色をうかがって，
「忖度（そんたく）」という言葉がはやりまし
たけれども，忖度するようになった．揚げ句
の果てに，残念ながら財務省が文書を改ざん
するという，日本の官僚の歴史上なかったよ
うな事件がつい最近起きたわけです．
その意味で，私は負けるのを覚悟で，この

間，自民党の総裁選に出た石破茂さんは，よ
かったと思います．彼の意見に賛同している
のではなくて，彼が言っていたのは，「この
ままいったら安倍さんの意見しか聞こえなく
なるから，自分がオルタナティブを出す」と
いうことです．私はそのオルタナティブ
（alternative）の内容そのものではなくて，
異見（異なる意見）を出したということが，
非常によかったと思います．
あと，皆さんもご存じのように，文科省の

元事務次官で，省の不祥事の責任を取って辞
めましたけれども，「このままでは日本はい
かんぞ」と言って，さまざまなバッシングを
受けながらも1人で発言している前川喜平
さんという方がいますね．あの方の態度にも
敬意を表したいと思います．

世界の大学を多様な学びの場に

では，私たちがいる大学は今どうなってい
るのかというと，国内ではかなり画一化して
いると思います．どこの大学に行っても，大
体同じような感じです．
実は国内だけではなくて，外の世界でも同

じことが起きつつあります．たまに私は授業
で言うのですが，イギリスに Times Higher
Education という組織があります．これが
世界大学ランキングということを過去15年
ほどやっているのですが，ここ5年から10
年で世界の大学はそれを非常に気にするよう
になりました．
2018年の世界のトップ10は，1つの

大学を除いて全部アメリカとイギリスが占め
ています．今年のトップはオックスフォード
大学でした．1つの例外というのは，アイン
シュタインが通っていたスイスの大学です．
関学は比較的小さな私立大学なので，あま

り世界ランキングを気にしてないようですけ
れども，私がこの間までいた北海道大学で
は，とにかく世界のトップ100に入るのだ
と言って，現在せいぜい世界400位から
500位の大学が一生懸命頑張っています．
400位から500位というのは，同じレベ
ルの大学が多すぎて，個別ランキングはつか
ないという意味です．頑張ること自体はよい
のですが，問題は，トップを占めているアメ
リカやイギリスの大学がモデルとなるのでは
なくて，むしろ規範化していて，彼らのルー
ルや価値観に従って世界が進み始めていると
いうことです．
一番顕著なのは言語です．日本の大学がな

ぜランキングが低いのか．世界で今，東大は
40位ぐらいで，京大がせいぜい75位で
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す．アジアで一番高いのはシンガポール国立
大学で，25位ぐらいです．なぜシンガポー
ル国立大学のランキングが高いのか．1つの
理由は，英語が公用語だからです．（註：
2019年のランキングでは，中国の清華大
学がアジアでトップとなり，22位．シンガ
ポール国立大学は23位．東大は42位，
京大は65位につけている）．
というわけで，北海道大学でも学長が文学

部に来て，「英語で授業をしてくれ」と言っ
たことがあります．文学部ですよ．いろいろ
な言語を学んで，いろいろな思想や考え方を
学ぶところで，「英語で授業をやってくれ」
と学長が言ったのです．本末転倒ではないで
しょうか．
各国の大学があまりにも世界のトップを目

指そうとすると，世界の豊かな言語や文化の
伝統が失われてしまう．これでは日本語でも
のを考えて，ものを言う自由や権利が奪われ
てしまうのではないかと，私は危惧します．

努力して自信をつける，そして自由闊
達に振る舞う

では，どうすればよいのでしょうか．関西
学院大学で私が普段接している学生に，もし
アドバイスがあれば，どういうことだろうか
と，2～3日考えてみました．
3つのことを皆さんに伝えたいと思いま

す．私からのサジェスチョンです．一つは
「空気を読む」のをやめましょう．この場合
の空気というのは，もちろん比喩的な意味で
す．汚い空気をみんなが一緒に吸っても肺が

んになるだけです．きれいな空気を求めて，
自分の足で旅をしてください．
それから2番目は，一生懸命勉強して自

信をつけてくださいということです．自信を
つけるには勉強するしかありません．自分で
ここまで勉強して考えた結果だから，という
確信があって初めて自分の意見を言うことが
できる．これはプロフェッショナルな学者も
同じです．先行研究，つまり前にどういう研
究が行われたかということを，ろくに調べも
しないで言うのは，恥以外の何でもありませ
ん．一生懸命勉強して自信をつければ，自分
の道を進むことができます．自分の意見を言
えるようになります．自分のやりたいよう
に，自分がよいと考える方向で行動すること
ができます．
最後に，皆さんにぜひ考えてほしいこと

は，120パーセントの自分を目指そうとい
うことです．もし皆さんが持っているものが
100だとすると，急に150, 200にしろ
というのは無理です．しかし，120ならば
少し努力すればいけるのではないか．逆にい
うと，何もしないと，100持っているのに
80まで下がってしまうということです．
一人一人が自分の120パーセントを目指

して，みんなで切磋琢磨する．一人一人は好
きなことをやっているだけなのです．でも，
全体的に見ると個性がさまざまな所に花開い
て，結果的に私がよりよい社会だと考える，
多くの声が聞こえる社会になる．私はそのよ
うに考えています．お互いにさらなる高みを
目指しましょう．

（社会学部教授）
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