平成29年度兵庫自治学会研究発表大会
基調講演要旨

開 催 日：平成29年12月10日（日）
場

所：兵庫県立大学

神戸商科キャンパス

基調講演：
「新しいひろばをつくる
講

師：平田

―賢治の祈り、東北の祈り―」

オリザ（劇作家・演出家）

１．はじめに
私の本業は劇作家・演出家で、作品を作って皆
さんにお届けすることが一番の仕事であり、政策
が専門ではありません。ですので、今日の話は午
後からの発表の前座として、余興程度に聞いてい
ただきたいと思います。
今回、自己紹介のスライドを持ってきました。
「その河をこえて、五月」は、2002年日韓共催ワー
ルドカップの記念事業として作った現代劇です。
日本の俳優６人と韓国の俳優５人に出ていただき
ました。日本からは三田和代さんら、韓国からは

戸の震災直前につくられたと伺いました。私は昨

ペク・ソンヒ先生という人間国宝クラスの俳優さ

日、一昨日と豊岡にいて、３日前までは福島にい

んに出ていただき、日韓両国で大きな演劇賞を頂

たのですが、東北の復興のお手伝いもさせていた

きました。神戸でも上演したのでご覧いただいた

だいているので、少し東北の話、神戸の震災の話、

方もいらっしゃるかもしれません。

あるいは豊岡も震災を経験した街なので、そう

「東京ノート」は私の代表作で、現在14カ国語ぐ
らいに翻訳され、世界中で上演していただいてい

いったところに沿いながら話を進めていきたいと
思います。

るのですが、その日韓版です。手前の２人は韓国
の俳優で、奥の２人は日本の俳優です。今年は台
湾版、タイ版を作りまし た。世界中でこういった
仕事をしています。

２．宮沢賢治の農民芸術概論綱要
最初に持ってきたのは、宮沢賢治の『農民芸術
概論綱要』です。宮沢賢治は、花巻農学校の教員

「ユートピア」は、日本とイランとフランスの３

を退職した後、羅須地人協会という、現在の協同

カ国合同で、フランスの国立劇場で作った作品で

組合のような組織を設立し、昼は農作業、夜は農

す。こういった仕事が本業です。

民が音楽や演劇を楽しんだりエスペラント語を学

もう一つの本業として、大阪大学の教員を務め

んだり、哲学の議論をしたりする場をつくりまし

ています。それ以外に国語の教科書を作る仕事を

た。そのとき、なぜこれからは農民が芸術を楽し

ずっとしていて、今も１年に30 〜 40校ぐらいは小

まなければならないのかを書き記したのが、『農民

中学校で演劇の授業をします。豊岡市や宝塚市な

芸術概論綱要』です。そこにはこう書いてありま

どでは年間10校ぐらいは小学校で実際に授業をし

す。「職業芸術家は一度亡びねばならぬ。誰人もみ

ています。

な芸術家たる感受をなせ。個性の優れる方面に於

今日はそういう話ではなく、文化政策について
の話をしたいと思うのですが、この学会自体が神

て各々止むなき表現をなせ。然もめいめいそのと
きどきの芸術家である」。
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これからは、農民一人一人が芸術的な感性を

認知症予防や治療に演劇やダンスがものすごく使

持っていなければならないということを、約100年

われているのです。東北大医学部の藤井昌彦先生

前の1920年代に書いているわけです。ではなぜ、

が研究なさっている方法に演劇情動療法があるの

宮沢賢治はこういうことを考えたのだろうかとい

ですが、ある病院が全面的に取り入れたところ、

うことを今日は少し考えていきたいと思います。

薬の使用量が半分から３分の１までに減ったとい
うエビデンスも出ています。

３．文化の力

どういうことかというと、認知症は新皮質とい

私は、大学でアートマネジメントという、社会

う新しい脳の領域が衰える疾患です。新皮質では

における芸術の役割を説明するような授業を主に

記憶や計算をつかさどっています。しかし、真ん

担当しています。芸術の役割は三つぐらいに分け

中の大脳辺縁系という情動や感情をつかさどる部

て考えるといいと思います。芸術そのものの役割

分は衰えていないことが分かってきました。衰え

としては、人々の心を慰めたり励ましたり勇気付

ていないどころか、脳はある部分が衰えると他が

けたりすることです。これは皆さん経験している

補う要素を持っているので、大脳辺縁系は活性化

と思います。それから、コミュニティ形成維持の

しているので はないかというのです。だから、認

役割です。どんな文化人類学者に聞いても、どん

知症の人は怒りっぽい分、喜ぶ力も増えていると

な未開の集落に行っても、演劇やダンスや芸能は

いう考え方です。よく認知症のおばあちゃんが財

あるわけです。これは、人類が人類になったあた

布を広げて、「１万円札がない！

りから既に始まっているのではないかといわれて

でしょう」と言いますよね。今までなら、新皮質

います。

に訴えて「おばあちゃん、盗んでいませんよ。こっ

あんた、盗んだ

例えば宮城県女川町は、震災被害が最も大き

ちに忘れたんじゃないの」「最初から入っていな

かった地域です。小さ な入り江がたくさんあるの

かったんじゃないの」と論理的に言うと、ますま

で、40mもの津波が来たからです。ここも高台移

す怒っていたわけです。

転するしかないのですが、小さな港の集合体であ

演劇情動療法の場合はどうするかというと、一

るため、合意形成が難航しました。女川町は獅子

緒に驚いてあげるのです。「え？

舞が有名な地域なのですが、獅子舞の獅子頭も全

の？

１万円札ない

大変だね」と、俳優か演劇のワークショッ

て流されてしまいました。ただ、獅子舞の復興は

プを受けた介護士が演技するのです。俳優ですか

早かったのです。募金もたくさん集まりましたし、

ら演技をするのはへっちゃらです。一緒に驚いて

獅子頭自体を送ってくださった自治体もありまし

あげて、一生懸命探します。15分も探すと、おば

た。獅子舞のお祭りは普段ゴールデンウイークご

あちゃんはだんだん疲れてきますから、「ないね、

ろにあるのですが、３月の発災から間もないため、

どうしよう。じゃあ、お茶でも飲もうか。お茶飲

その年の４〜５月はできませんでした。

んだら、もう一回探すからね」とお茶を飲むと、

しかし、夏から秋に復活していくのですが、面
白いことに獅子舞が復活した地域から高台移転の
合意形成ができていくのです。要するに人間は面

おばあちゃんは大体その話を忘れてし まいます。
どちらにもストレスがたまりません。
今、在宅介護の家族の方などにも演劇のワーク

白いもので、経済の話だけしていても、もっと広

ショップを受けていただいて、お互い楽しく介護

い土地でとか、平らな土地でなどといろいろ言う

することで、ストレスをできるだけ軽減していま

のですが、何十年、何百年続けてきた祭りを一度

す。実際、認知症の方に処方される薬の半分以上

復活させるだけで、「いろいろあるけど、やっぱり

は精神安定系なのです。だから、落ち着けばその

みんなで移るべ」となったわけ です。これが、目

薬は要らなくなり、高齢者医療費も相当削減され

に見えない文化の力、ある意味失ってみないと分

ます。こういったところにも演劇やアートが使わ

からない文化の力ではないかと思います。

れ始めています。
私が関わっている豊岡市は、教育や観光への活

４．演劇情動療法
社会包摂は最近出てきた概念ですが、今のご時

用に重点を置いています。今日は自治学会ですか
ら、公的なお金を使った文化政策を考える場合に

勢、文化による社会包摂が教育や観光に役立つこ

は、限られた予算をバランスよく使うことが重要

とがあります。それから、福祉や医療の分野では、

になります。いくら創造活動が大事だといっても、
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5000人の村で５億円のオペラを作っていたら、税

や空間を失ってしまったのではないかと思います。

金の無駄使いと言われます。しかし、観光保護政

具体的には、商店街が寂れていくと最初になく

策と似ていて、どんな小さな村や町でも、少しは

なるのが床屋と銭湯だといわれています。浮世床、

やらなければならないわけです。こういうものを

浮世風呂という言葉を何となくお聞きになったこ

バランスよく、町の伝統や実情に合った形で取り

とがあると思うのですが、これは江戸時代の滑稽

組むのが文化政策だと考えられています。

本の題名です。要するに床屋や銭湯は江戸時代以
来のコミュニティスペースであり、人が集まる場

５．無意識のセーフティネット
私は、この大会が終わると大阪へ行って、久し

所だったのです。
私は東京生まれの東京育ちで、駒場という小さ

ぶりに東京に帰るのですが、また来週は関西に

な商店街で育ちました。今もそこで暮らしていて、

戻ってきます。大阪大学の教員なので毎週来てい

２軒隣が床屋なのです。２軒隣が床屋だと、絶対

るのですが、そういう生活を20年ぐらい続けてき

にそこでしか髪を切れません。髪は切ったことが

ました。全国を回る中で非常に感じるのは、地方

ばれてしまいます。向かいは電気屋なのですが、

都市の風景が非常に画一化してきたということで

電気屋は大型テレビなどを量販店で買ってきて夜

す。中心部を国道が走っていて、周りにバイパス

中にこっそり搬入できますが、床屋は毎朝会いま

があって、郊外型のショッピングセンターがあっ

すから無理ですよね。僕はどんなに忙しくても１

て、旧市街地はどんどん寂れています。これはど

カ月に１回はそこを予約して髪を切るのです。予

の自治体も抱えている深刻な問題だと思います。

約を取るような床屋ではないのですが、その代わ

私は1979年に初めてアメリカに行ったのですが、

り朝９時半開店のところを９時から開けてくれた

1970年代末のアメリカの風景に非常によく似てき

り、夜７時半ぐらいまで待っていてくれたりしま

たと思います。白人中産階級は、車でショッピン

す。商店街の付き合いというのは、面倒臭いので

グセンターに行って帰ってくるだけです。中心市

す。しかし、行くと得がたい情報も得られます。

街地はスラム化して昼間でも寄り付けません。完

「あそこの夫婦はちょっと危ないらしいですよ」と

全にコミュニティが寸断されている時代でした。

か「あそこは相続税が払えなくて引っ越すみたい

日本はここまでひどくはなっていませんが、実際

ですよ」というふうに、個人情報など全く保護さ

には空き家や空き店舗の問題が起きています。空

れていないので、そんなことを聞いていいのかと

き家にホームレスが住み着いてしまったり、ごみ

いうぐらいです。

屋敷の問題もあります。完全にコミュニティから

一定年齢以上の方は思い出していただけると思

隔絶してしまった住民が出てきたり、スラム化の

うのですが、昔の床屋は髪を切っている人の横で

一歩手前まで日本も来ているのです。

子どもがず っと漫画を読んでいて、その横で、い

ただ、若い方にはちょっと想像できないと思う

つ仕事をしているのだろうというおじさんたちが

のですが、これはこの20 〜 30年で急速に確立され

将棋を指したりしていましたよね。このおじさん

た風景であり、ずっと昔からあった風景ではない

たちは経済活動からすると、明らかに無駄な存在

わけです。要するに、バブル前後から今に至る段

です。店番をサボって将棋を指しに来ているわけ

階で、消費社会と金融経済が一挙に日本全国に広

ですから。でも、このおじさんたちが子どもたち

がったのです。これは良い面もあります。どんな

の監視係であり、教育係の役割を果たしていたの

に地方の人でも、安くて良い製品をいつでも手に

です。普段元気な子が落ち込んでいたら、「どうし

入れることができるようになりました。そ れは素

たんだ。学校で嫌なことあったのか」と、そうい

晴らしいことですが、利便性を追求するあまり、

うところからいじめが発見されたり、自然な機能

私たちは失ってしまったものもあると思うのです。

があったわけです。

それは何かというと、旧市街地が持っていた経

あるいは子どもが10円玉を握り締めて駄菓子屋

済活動からすれば一見無駄に見えるけれども、社

へ買いに行くわけですが、ある日、１万円札で買

会にとって必要な機能だと思います。抽象的なと

いに行ったら駄菓子屋のおばさんは注意するわけ

ころで言いますと、「となりのトトロ」に出てくる

です。子どもに直接言わなくても、「おたくのお子

ような鎮守の森といった空間や、先ほどの女川の

さん、１万円札で買いに来たわよ。景気いいわね」

例のように、神話や伝統芸能、祭りのような時間

と嫌味混じりに報告します。今はどの自治体でも
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犬の散歩を子どもの通学時間帯に合わせてもらう

駄に見えるものは全て排除されてしまうわけです。

ような見守り運動をしていますよね。しかし、そ

ここに私たちは幻想があったと思うのです。私

んなことはかつての商店街であれば、する必要が

たちは、地方は経済的には苦しいかもしれないけ

なかったのです。私などは商店街の子どもですか

れども精神的には豊かで暮らしやすいのだと考え

ら、人の家に預けられるのは普通のことでした。

ていました。そうだったかもしれません。しかし、

これを僕は「無意識のセーフティネット」と呼

そこに市場原理が入ってくると、免疫のないとこ

んできました。この無意識のセーフティネットが

ろにインフルエンザが入ってくるようなもので、

壊れてしまったのではないかということです。た

根絶やしになってしまうのです。私たちまちづく

だし今日の話は、「だから昔に帰りましょう」では

りの業界では、イオンは無邪気に出店し、無邪気

なく、
「ではどうしましょう」ということです。こ

に撤退するという言葉があります。十数年で撤退

れが壊れてしまったのであれば、補完するものと

するケースはたくさんあります。最短で３年で撤

して何か考えていかなければならないのではない

退したケースがあるのです。

かということです。

私の母方のふるさとは秋田の大館なのですが、
東北はJRの駅と繁華街が少し離れているのです。

６．無駄を許容できなくなった地方都市
まず皆さんに覚えておいていただきたいのは、

仙台も盛岡もそうですが、大館もそうなのです。
駅と商店街が離れているのですが、大館の場合、

こういった市場原理は辺境、末端ほど荒々しく働

イオンが商店街と駅の真ん中にできてしまったの

きます。例えば私は20年ほど前、沖縄県の与那国

です。商店街は壊滅し、イオンは撤退しました。

島に１カ月滞在して作品を作る仕事をしました。

もうぺんぺん草も生えない状態です。でも、イオ

こういうのをアーティスト・イン・レジデンスと

ンに悪気はないのです。イオンは通行量調査に基

いいます。先ほどご紹介にあった城崎国際アート

づいて出店して、売り上げが減ったら撤退します。

センターは、演劇やダンスのアーティスト・イン・

統計で出店して統計で撤退していくのです。なぜ

レジデンスに特化した、世界でも非常に珍しい施

こんなにイオンの肩を持つかというと、２年前に

設として成功しました、その走りのような仕事を

私の小説が映画化されて、そのスポンサーがイオ

20年前からしてきました。
与那国島は東京まで2000km、台湾まで120kmと
いう日本の西端の島です。与那国島には本屋があ
りません。雑貨屋に漫画は置いてあるのですが、

ンモールだったのです。私も資本主義の中で生き
ていますから。
今、これと同じことが東北の被災地で起こって
います。釜石は巨大イオンを誘致しました。津波

「ジャンプ」や「マガジン」など絶対に売れる本し

で真っ平になってしまった所です。巨大イオンで

か置いていないのです。「週刊文春」さえ置いてい

あり、一時的に雇用は増えますから、仕方がない

ないのです。本を買おうと思うと、飛行機に40分

のです。でも、採 用はほとんど非正規です。そし

乗って石垣島まで行かなければなりません。でも、

て、皆さんお分かりになると思いますが、郊外型

僕の本は石垣島にも置いていないのです。僕の本

のショッピングセンターの紳士服店や眼鏡店はど

を買おうと思うと、さらに１時間、飛行機に乗っ

れもプレハブのような建物でしょう。要するに、

て那覇まで行かなければいけません。今は直行便

その土地で50年、100年商売を続けようと思ったら、

があるのですが、当時はなかったので、石垣島経

あんな建物を建てるはずがないのです。

由でした。

神戸の真ん中にある老舗の建物は、どれも石造

与那国の人は僕の本を読まないでいいと言われ

りの立派な建物だったではないですか。でも、10

ればそれまでですが、そうではないから私たちは

年、20年で撤退するから、非正規雇用であり、プ

全国 に三千数百の公立図書館を造ってきたわけで

レハブのような建物なのです。結局、地元には何

す。本を読むことは、憲法で定められた「健康で

も残りません。それでも被災地を責めることはで

文化的な最低限度の生活」に資するものなので、

きないですよね。当面の雇用は欲しいから誘致し

行政が保証します。逆にそれがなくて、市場原理

てしまいます。これが、東北の被災地で今起こっ

だけになると、末端、辺境ほど売れるものしか置

ている現象です。

かなくなってしまいます。在庫と流通のコストが

先ほどの本屋の話に戻ると、皆さんも経験して

一層かかりますから、市場原理だけならば一見無

いるのです。郊外型のショッピングセンターに行
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兵庫自治学

Vol. 24 2018

くと、本の並びから全国統一なのです。POSシス

律一つでAmazonのビジネスモデルは壊れるので

テムというコンピューターシステムでつながって

す。フランス政府ははっきりと、フランス国内に

いますから、売れる本からレジの近くに置いてい

ある4000の地方書店を守る法律だと言っています。

ます。私たちは市場原理によって思想統制され、

地方都市の書店は、ただ単に本を買う場所ではな

読む本まで決められているのです。かつては、神

くて、地域の文化拠点なので、これを法律で守る

戸や姫路ぐらいの規模の都市であれば、ちょっと

のだということです。これは今の日本の規制緩和

変わった本屋や雰囲気のある古本屋が必ずありま

と真逆になっていることは分かりますよね。

した。そういう本屋の店主は、全共闘崩れとか、

日本政府は数年前、薬をインターネットで買え

東京でアングラ演劇を５年やっていたような人が

るようにしました。それは便利になって、良いこ

戻ってきて、親の代を継いでいるわけです。商店

とです。でも、これが進むと地方の薬屋は全部つ

街は基本的にポテンシャルのある場所です。要す

ぶれます。そして、皆さんご承知のように、地方

るに、家賃を払わなくていい商売ですから、日銭

の薬局は、ただ薬を買う場所ではないですよね。

が稼げれば食っていけます。

週に１回、おじいちゃん、おばあちゃんが薬を買

私は商店街の子どもなのでよく分かるのですが、

いに来て、対面で話をしながら顔色を見て、「おば

昔の本屋は雑誌だけ売っていれば、あとは好きな

あちゃん、ちょっと顔色が悪いんじゃないの」「足

本を売っていられたのです。楽しい商売だったの

の具合はどう？」「お孫さん元気？」と聞いてあげ

です。でも、今はコンビニで雑誌を買うでしょう。

たり、来なくなったら心配して電話をかけてあげ

若い人はもう雑誌を買いません。若い人が買わな

たりする、地域医療の拠点なのです。

い から、週刊誌はどれも「70歳からのセックス」

それを単純になくしていいのか。もちろん合理

みたいな特集ばかりですよね。要するに、あの年

性は必要です。だから、もしなくすのであれば、

齢層しか買わないのです。本はAmazonで手に入り

それに代わるものを用意しないと、単なる規制緩

ます。だから、本屋は巨大な背景人口がある場所

和だけなら、完全な地方切り捨てになってしまい

しか成立しなくなってしまいました。

ます。では、それに代わるものは何なのかを、私

要するに、地方ほど無駄が許容できなくなって

たちは考えていかなければならないのです。

いるのです。かつては地方に、無駄で豊かなもの
があったのですが、今は逆転してしまったのです。
地方ほど無駄が許容できなくなって、売れるもの、

７．無意識のセーフティネットがなくなると
無意識のセーフティネットの話に戻ります。20

合理的なものしか、地方では置かれなくなってし

年ほど前、ある週刊誌が、なぜ地方都市で青少年

まったのです。この認識から出発しないと現状の

の凶悪犯罪が増えているのかという特集を組みま

分析を誤ってしまうと思います。

した。ちなみに、青少年の凶悪犯罪自体は日本全

では、地方都市にはそういう本屋はなくていい

体で増えていません。減っているほどです。まだ

かというと、僕はそういう本屋が文学少年や文学

まだ日本は安全な国なのですが、問題は地方都市

青年を育んできたと思うのです。立ち読みしてい

に急に起こるということです。思ってもみなかっ

ると、普段無口な店主が寄ってきて、「おまえもそ

たような事件、かつては東京や大阪のような大都

ろそろいい年なんだからツルゲーネフでも読めよ」

会でしか起こらなかったような事件が急に起こり

とか、
「そろそろドストエフスキーだろう。もう仕

ます。だから、地方の人たちのショックも大きい

入れておいたから 」というふうに、街にはお節介

のです。

なおやじがたくさんいたのです。それは本屋だけ

記事には幾つか理由が書かれていました。一つ

ではなくて、画廊や写真館、ジャズ喫茶、映画館

は、若者の居場所が固定化、閉塞化している。例

などにもいて、そういうところで地域の文化は支

えば高校を中退したり、ドロップアウトした子た

えられ、そこからたくさんの人材が生まれてきた

ちの居場所が、ゲームセンターやカラオケボック

はずなのです。それが、今、根絶やしになってい

スやネットカフェぐらいしかありません。カラオ

ます。

ケボックスはすごく象徴的です。防音がしっかり

ちなみに、フランス政府は３年前、通称Amazon

していて、外から全く見えません。しかも、かつ

禁止法を通しました。ネットで購入した書籍を無

ての銭湯のような学年を超えた交流もありません。

料で郵送してはいけないという法律です。この法

そういう所がいじめや青少年犯罪の温床になって
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いると考えられています。

けて２年前から、新制度入試の前倒し実施をして

それから、成功の筋道が一つしかなく、そこか

います。どんな試験問題を出すのかということも

ら外れてしまうとなかなか戻れない。これも東京、

発表しています。例えば、レゴで巨大な艦船を作

大阪あるいは神戸ぐらいの都市ではフリースクー

るという問題は、数年前にオックスフォード大学

ルなども完備して、今は不登校になっても、親が

で実際に出た問題です。８人１組で、レゴで巨大

覚悟を決めればそれほど問題になりません。引き

な戦車を作るという問題で、設計図を書いて、役

こもりと不登校は違います。今、不登校の子ども

割分担して、作業手順を決めて、地道な手作業も

たちの大学進学率はものすごく伸びています。要

いとわないなどのいろいろな能力を見る試験です。

するに、日本はもはや高校に行かなくても大丈夫

どんな能力を見るのかということも発表していま

な社会システムになっているのですが、地方都市

す。自分の主張を論理的、具体的に説明できたか

はまだ土着性が強いので、「あそこのお子さんは高

という主体性も大事ですが、タイムキープを意識

校に行っていないらしいわよ」と言われて逆に引

して議論をまと めることに貢献したか、地道な作

きこもってしまいます。恐らく不登校の発生率は

業をいとわずにチーム全体に対して献身的な役割

どの地域も同じなのです。今は地方でも不登校の

が果たせたかといった協働性も見る試験です。

問題はあります。ただ、復帰する割合が、人口20

一つだけ問題をご紹介します。「以下の題材で

万〜 50万人ぐらいの都市が最も低いのではないか

ディスカッションドラマを作りなさい。2030年に

と推測されています。要するに、中途半端に世間

日本が財政破綻、債務不履行になって、国際通貨

の目が厳しいのです。

基金（IMF）の管理下に置かれました。IMFから
は、本四架橋は３本も要らないので、２本廃止し

８．大学入試改革
この問題は、不登校などの問題だけではなくて、

なさいと命令が来ました。どの２本を廃止します
か。兵庫県、岡山県、広島県、徳島県、香川県、

いろいろなところで現れています。一番分かりや

愛媛県の各県代表と司会１名の７人１組でディス

すい例が、大学入試改革です。皆さんも関心があ

カッションドラマを作りなさい」という問題です。

るところだと思うので、話はそれますが教育の話

これは実際に出た問題です。四国学院大学は、ほ

に入ります。2020年に今のセンター試験が廃止さ

ぼ全入で偏差値が付かないぐらいのレベルの大学

れて、非常に基本的な学力を問う一次試験になり

です。でも、実際にこの問題を出しました。その

ます。文部科学省は私たち大学側に、「二次試験は

日に初めて会った７人が別室に連れていかれると、

大学に入ってからの学びの伸びしろを問うような

コンピューターが２台置いてあります。検索可な

試験をしろ」と言います。これを潜在的学習能力

ので、このレベルの問題でも大丈夫なのです。分

というのですが、無茶振りですよね。それが分か

からない単語があれば調べればいいのです。当然、

るなら、高校でやっておいてくれという話です。

IMFを知らない子もいますが、検索すればいいの

しかし、文科省は教育機関に無茶振りすることで

です。

自分の権威を高める本能があるので、こういうこ

今時、鎌倉幕府が何年に開かれたかを覚えてお

とを言ってきます。そこでどんな能力が要求され

く必要はないでしょう。僕は全国の中学生が試験

るのか。思考力、判断力、表現力は昔から言われ

中に内心突っ込みを入れていると思うのです。「こ

ていたのですが、最近急に言われ始めたのが主体

れは覚えておく必要があるのかな。検索すればい

性、多様性、協働性を問うような試験をしろとい

いじゃん」。ご存じの方も多いと思いますが、お茶

うことです。主体性と協働性は時に相反しますか

の水女子大学は今年度のAO入試を図書館で行うこ

ら、こんなものを一つの試 験で見られるのかと思

とになりました。調べる力を見る試験をするため

います。

です。理系のAO入試は実験室で行うことにしまし

私は、香川県善通寺市という人口５万人ぐらい

た。私の母校である国際基督教大学（ICU）は数年

の所にある四国学院大学という全学1300人の小さ

前から、大学の授業を受けて、ノートにまとめて、

な大学の学長特別補佐をしています。地方の1000

その後に設問が出ます。要するに、聞いて自分で

人クラスの私立大学は、放っておけば人口減少で

まとめる力を問います。小規模の大学ほど、前倒

確実につぶれます。安倍さんの友達でもない限り

しでこういう入試が現実に始まっているのです。

確実につぶれます。四国学院大学は生き残りを懸

これは夢物語を言っているのではなく、実際にこ
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ういう入試が始まっているのです。
話を戻すと、この試験は７人１組なのですが、

恐らく日本の大学もこう変わっていくだろうと
考えられます。なぜならハーバード大学やマサ

コンピューターは２台しか置いてありません。だ

チューセッツ工科大学（MIT）、日本の京都大学な

から、その場で初めて会った人の中で、誰が検索

どは、授業内容をどんどんインターネットで公開

するか、いつ検索するか、得た情報をどう使うか

しています。変な話ですよね。試験で受かって高

が問われるのです。しかも、採点官側の基準では、

い授業料を払っているのに、その授業がインター

検索のうまい子が評価されるわけではありません。

ネットで見られるのです。でも、世界の趨勢は、

一番評価されるのは、「検索うまいね。じゃあ俺は

情報はもはや囲い込むものではないと考えていま

メモ取るわ」というふうに、自分の役割を担った

す。囲い込んでお金をもうけることは、ネット社

子です。そういう入試をずっと作ってきました。

会では 不可能なのです。

そもそもなぜ私がこういう仕事をしているかと

例えば、地方の進学校の生徒たちの受験勉強は

いうと、大阪大学大学院の奨学金選抜で研究費も

様変わりしています。塾などないのです。全員が

たくさん頂いたので、日本一ではなく世界最先端

インターネットで予備校の授業を見ているのです。

の入試を作る取り組みを７〜８年ずっとやってい

これは当然課金されて、予備校に料金を払って、

たのです。40人を最終的に20人に絞る試験だった

パスワードを入れて受信するのですが、囲い込む

のですが、ある年は40人をホテルに２泊３日缶詰

ことは無理ですよね。友達が隣にいて、「おまえの

めにして演劇を作る試験をしました。ある年は映

家は貧乏だから、一緒に見ようぜ」と言ったらそ

画を作る試験、ある年はノーベル賞学者の朝永振

れで終わりです。インターネットは情報を囲い込

一郎先生が60年前に書いた「光子の裁判」という

んでお金をもうけていません。GoogleもFacebook

光の性質を表すための戯曲を読ませ、スーパーサ

も全て広告収入でもうけています。

イエンスハイスクールの１年生を想定して、高校

かつては京都まで出ていかなければ得られない

生に光の性質を説明する紙芝居を作りなさいとい

知識、東京まで出ていかなければ得られない知識、

う試験をしました。そういう試験をずっと作って

ニューヨークやパリまで行かなければ得られない

きたのです。

知識があったのです。しかし、ネット社会ではそ

私は一応リーダーだったので、阪大の教員20人

んなものはありません。情報や知識は世界共有で

ぐらいでチームをつくって、最初の会議のときに、

す。それを前提にして、ハーバードで共に学ぶこ

「
『宇宙兄弟』という漫画を全巻買って読んでくだ

とが大事なのです。MITで共に議論することが大

さい」とお願いしました。『宇宙兄弟』をご存じの

事なのです。それが世界のト ップエリート校の基

方は多いと思いますが、JAXAの宇宙飛行士選抜

本的な考え方です。だから、何を学ぶかよりも、

試験を描いた作品です。今までの日本の学力試験

誰と学ぶかの方が大事になります。

は、その時点での生徒・学生の知識や情報の量を

だとすると、いろいろな人がいてくれないと困

問うて、上から20番なら合格、21番以下なら不合

るのです。偏差値で輪切りにしてしまったら、特

格としてきました。でもJAXAやNASAの試験は

に日本の場合、同じような経済力の家庭、同じよ

違うのです。命のやりとりができるクルー（仲間）

うな生活背景の子しか来なくなってしまいます。

を集める試験だから、いろいろな能力を見なけれ

今は東京大学でも、特に東京工業大学などはそう

ばなりません。共同体がピンチのときにジョーク

なのですが、関東出身者ばかりになってしまって

を言って 雰囲気を和ませられたり、斬新な意見で

います。そうすると、大学自体の活力がなくなり

ピンチを切り抜けられたり、一方でどんなに良い

ます。だから、いろいろな人を採らなければなり

意見でも普段真面目に地道な作業に参加していな

ません。そういうふうに、学ぶ仲間を集めるため

ければ信用されないなど、いろいろな能力が求め

の大学入試にこれから変わっていくだろうと考え

られます。共同体ですから、当然いろいろな人が

られています。

いてくれないと困ります。今のジャイアンツのよ
うに、お金の力だけで４番バッターばかり集めて
も勝てません。バントのうまい選手や足の速い選

９．身体的文化資本
世界中の入試を調べると、出題者は「受験準備

手や守備のうまい選手がいろいろいなければなり

のできない問題を毎年考えるのは難しい」と言い

ません。

ます。つまり、高校側からすると受験指導、進路
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指導ができなくなるわけです。進学校では、進路

ではないので、できるだけ若いうちから良い物に

指導のうまい先生がいて、「神戸大に入るなら英単

触れさせれば偽物を見抜く力が身に付きます。だ

語4000語覚えておけよ。阪大なら5000語、京大な

としたら、私がやっている演劇やダンス、オペラ、

ら6000語だぞ」と言われて、真面目に信じて勉強

ミュージカルなどのパフォーミングアーツは、東

して、模擬試験を受けてA判定、B判定が出るとい

京の子が圧倒的に有利ではないですか。神戸や西

うふうに、指導されてきたわけです。でも、レゴ

宮、大阪はまだいいですが、それよりも地方と東

で巨大な戦車を作るのにA判定もB判定もないで

京とでは100倍ぐらいの格差があります。

しょう。要するに、１〜２年の受験準備では太刀

例えば六本木や赤坂がある港区は、サントリー

打ちできないような試験になっていくのです。こ

ホールに小学校６年生全員を招待 しています。港

ういうものを社会学の世界で、身体的文化資本と

区は親の３分の１が社長だそうですから、港区の

いいます。

子どもにそんなことをする必要はないだろうと思

身体的文化資本とはピエール・ブルデューとい

いますが、港区に悪気はないのです。港区にサン

うフランス人が提唱した概念なのですが、センス

トリーホールがあって、サントリーホールは地域

やマナーといったものです。例えば、人種偏見

還元事業という立派な事業です。世田谷区は日本

やジェンダーに対する偏見がないことです。分か

語特区ですから、１週間に１回、国語以外の言語

りやすい例では、男尊女卑の家庭で育って、男子

活動があります。豊かな区なので、自前で音声言

校に通っていた子が先ほどのような試験を受け

語中心の日本語の教科書も作っています。そして、

たときに、大抵は女子の方が弁が立ちますから、

世田谷区には野村萬斎さんが芸術監督を務めてい

わーっと言われたときに「女は黙ってろ」と一言

る世田谷パブリックシアターという日本で一番強

言えば、その子は不合格です。今までの神戸大や

い公共ホールがあるので、そこに依頼するとアー

阪大の試験には、ジェンダーなどという項目はな

ティストが無償で派遣されます。世田谷区内の３

かったでしょう。でも、文科省は私たち大学側に、

分の１の小中学校がプロの狂言師や俳優から授業

大学に入ってからの学びの伸びしろを見なさいと

を受けています。

言っています。大学は、アクティブ・ラーニング

ちなみに、兵庫県内では伊丹市がこれと同じこ

化といって、先ほど言ったように知識や情報を授

とをしています。多分、財政が豊かだからできる

ける授業ではなく、ディスカッションする授業を

のだと思うのですが、私もお手伝いしています。

どんどん増やしています。そのときに、女の子と

もっと分かりやすい例では、４〜５年前の数字で

議論できないのであれば、その子にはその能力が

演劇やダンスを本格的 に習える高校が全国に50校

ないということなので当然不合格です。そういう

あるのですが、このうち８割が東京、神奈川、大

能力を見られるようになれということです。

阪、兵庫に集中しています。兵庫県にも宝塚北高

身体的文化資本は大体20歳までに形成されると

校があります。他の地域には教える人がいないの

いわれています。分かりやすい例は味覚です。味

で、コースさえ開設できません。このぐらい文化

覚は12歳ぐらいまでに形成されるといわれてい

格差が広がってしまっているのです。

ます。ファストフードばかり食べていると、舌先

もう一つは、経済の問題です。経済格差が教育

の味蕾がつぶれて微妙な味の見分けができなくな

の格差に直結していることは最近よく報道されて

ります。身体的文化資本を蓄積するためには、本

いますが、文化格差はもっと深刻です。教育の格

物、良い物に触れさせ るしかないといわれていま

差は、まだ発見されるのです。学校に来てさえく

す。味覚を身に付けるためには、おいしいものと

れれば、「この子は勉強ができるのに、家が貧乏で

まずいもの、安全なものと危険なものを両方食べ

大学に行けなくてかわいそうだな」とみんな思う

させて、「こちらがおいしいでしょう」と言う親

し、本当に優秀なら奨学金などで助けてあげられ

はいません。おいしいもの、安全なものを食べさ

ます。でも、文化格差は発見すらされないのです。

せ続けることによって、まずいもの、危険なもの

親が美術館やコンサートに行く習慣がなければ、

を吐き出す能力が培われます。あるいは、骨董品

子どもだけで行くことは起きないので、行く家庭

の目利きを育てるにも、本物、良い物だけを見せ

と行かない家庭でスパイラル状に差が開いてしま

続けるそうです。そうすると、偽物を見抜く力が

います。

身に付きます。要するに、身体的文化資本は理屈
16
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日本は明治以降150年をかけて、教育の地域間格

差がない素晴らしい国をつくってきました。しか

前に特殊出生率2.81という日本一の町になりまし

し、文化の地域間格差と経済格差の両方向に引っ

た。2.81は驚異的な数字です。２点台後半は沖縄の

張られて、子ども一人一人の身体的文化資本の格

離島ぐらいしかないのですが、からくりは簡単で

差がものすごく広がっています。しかも、大学進

す。隣は人口10万人の津山市なのですが、津山で

学や就職に直結する時代になってきています。こ

働く若い夫婦が結婚や出産や家を建てるときにみ

れを解決しない限り、東京一極集中は解決しませ

んな、教育政策と子育て支援がしっかりした奈義

ん。実は、これは経済の問題ではないのです。東

町に移り住むのです。それで、どんどん子どもを

京が文化を握っているから、そこに人が吸い上げ

生みます。

られているのです。ここを変えなければなりませ
ん。

神戸辺りでは当然、職場の沿線に住みますが、
兵庫県北や岡山県北は車社会ですから、津山で働

気付き始めた自治体もあります。例えば岡山県

いていても、車で30分圏内ならどこに住んでも同

奈義町です。鳥取県境にある人口6000人の小さな

じです。当然、子育てや教育の環境が良い所を選

町です。昨年から公務員試験を演劇にしました。

びます。恐らく夫婦であれば８割方は奥さんの意

実は豊岡市も今年度から、公務員試験に演劇を導

見で決まるのではないかと思います。男は働いて

入しました。演劇ができないと公務員になれない

いるだけですから。それがいいとは言いませんが、

というすごい時代です。
豊岡市では今年どんな問題を出したかというと、
「2030年に旧城崎町が住民投票で再独立を可決し

日本の現状はそうです。奥さんが子育てと教育を
担うので、女性に好かれる町でなければ駄目なの
です。

てしまいました。法的拘束力はないのですが、 対

要するに人口減少対策は簡単です。25 〜 35歳の

応せざるを得ません。そこで、市の中に諮問委員

女性に好かれる町をつくらなければなりません。

会をつくります。ステークホルダーを洗い出して

大体成功している町は、おしゃれなカフェやイタ

ディスカッションドラマを作りなさい」という問

リアンの店が必ずあります。でも、奈義町はそれ

題です。もう一つの問題は「2040年にコウノトリ

だけではないのです。子ども歌舞伎をずっと守っ

が増え過ぎて、隣の新温泉町でコウノトリが通学

てきて、小学校３年生は学校で歌舞伎を習います。

途中の子どもを襲う事件が起きてしまいました。

奈義町の子たちは面白くて、例えばスポーツ少年

対策委員会をつくるので、ステークホルダーを洗

団などで遠征に行ったときに、車内で飽きてくる

い出して対策委員会をつくりなさい」という問題

と普通はしりとりなどをしますが、奈義の子たち

です。市長以下、非常に好評でした。

は一人が歌舞伎のせりふを言うと、みんなで唱和

奈義町の試験は、試験問題を変えただけではな

するのです。「白浪五人男」などもみんな言えるの

いのです。試験官に必ず若い女性職員を入れても

です。文 化資本がどれだけ蓄積されているかとい

らうことにしました。それで、半日一緒にグルー

うことです。

プワークを見続けるのです。そして、能力を見る

それから、6000人の町ですが、磯崎新建築の現

試験から、働く仲間を選ぶ試験に変えていきまし

代美術館と図書館を持っています。荒川修作さん

た。奈義町は職員80人の町役場です。80人の町役

の作品も常設されています。図書館は素晴らしい

場ならば、どんなに優秀でも雪が降ったら雪かき

眺めで、小窓から奈義の象徴である奈義山が見え

をしてもらわなければならないし、認知症のおば

ます。周りを保育園児たちが走り回っています。

あちゃんを担いで病院まで運んでもらわなければ

隣にもう一つ建物があって、奈義町はここに今年、

なりませ ん。いろいろな能力を持っていなければ

窯焼きピザを提供するイタリアンを誘致しました。

なりません。そして、その瞬間から6000分の１の

オープン以来、行列が絶えません。津山から平日

町民になってもらわなければなりません。良き公

の昼間でも皆さん食べに来ます。美術館があって、

務員である前に、良き町民として振る舞えなけれ

自然があって、おいしいイタリアンがあります。

ば、共同体の一員にはなれないわけです。そうい

ますます奈義のイメージは良くなっているわけで

う働く仲間を選ぶ試験に変えていくことが、この

す。

試験の眼目です。
奈義町はそれだけではありません。きめ細かい
子育て支援と教育改革をずっと行ってきて、２年

要するに、教育だけでは駄目なのです。教育
と文化をセットでまちづくりをしていかないと、
若い女性は引きつけられません。文化というの
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は、ただ単にアート・芸術だけではなく、生活文

います。一つは、あまりご記憶ないかもしれませ

化、食、環境といったものも含めた暮らしやすさ、

んが、渋谷区は宮下公園のネーミングライツを

センスのようなものがこれから重要になります。

NIKEに売ってスポーツ公園化し、一部有料化しま

ターゲットは25 〜 35歳、広く見積もって20 〜 40

した。社会的弱者の居場所がない街なのに、公園

歳の女性に好かれる町をつくっていかなければな

を一部有料化してしまったのです。しかも、そこ

りません。だから、壇蜜さんをイメージビデオに

にいたホームレスたちは、支援団体に左翼勢力が

使っていたら駄目なのです。あれで話題になった

入っていたので、折り合いが付かなくなってしま

からいいと県知事は言いましたが、何を失ったか

い、結局は行政代執行で警察権力を導入してホー

全く気が付いていないのです。ああいうことをし

ムレスを排除しました。

ていては駄目です。男性目線で町をつくっていた
ら、その町は滅びます。

でも、排除の論理からは何も解決しません。結
局、そこにいたホームレスたちが渋谷中に拡散
し、渋 谷はものすごく汚い街になりました。半蔵

10．一体型からネットワーク型に

門線という地下鉄があるのですが、コンコースが

無意識なセーフティネットの話に戻したいと思

２層構造になっています。それをぜひ夜の８時ご

うのですが、もちろん青少年犯罪は地方だけの問

ろ、地下２階に行ってみてください。ホームレス

題ではありません。私は、駒場という街に生まれ

がたくさんいます。地下１階にはいないのです。

育ちました。駒場は渋谷の近くにあるのですが、

多分、警察と協定しているのです。その向こう側

私は子どものときから渋谷が遊び場でした。渋谷

にファッションビルの109があります。その地上が

は今でこそ修学旅行生がみんな行くような若者の

ワールドカップやハロウィーンでばか騒ぎするス

メッカといわれていますが、私が小学生の頃まで

クランブル交差点です。これは日本の象徴です。

は汚くて小さな街でした。「渋い谷」と書くぐらい

皆さん知らないと思いますが、あの２層下にホー

ですから、谷底の小さな街だったのです。戦前は

ムレスが普段たくさんいるのです。それが渋谷で

世田谷の陸軍の兵士が週末に遊ぶためにつくられ

す。表面上はものすごく華やかですが、排除の論

た街でした。それが西武と東急という２大資本の

理でどんどん街が危険になっています。

力で無理やり広げられたのが今の渋谷です。

もう一つの結末は、海老蔵事件です。チーマー

にぎわって経済的にも発展しましたが、その結

の子たちが成人して六本木に流れて、元暴走族と

果どうなったかというと、谷底のセンター街と呼

つるんで「半グレ」と呼ばれるやくざより恐いと

ばれるところで、今はもういないのですが、チー

される反社会的集団をつくり、海老蔵事件を起こ

マーと呼ばれる不良少年たちが地べたに座って、

し、クラブで人違いによる殺人事件まで起こして

ものすごく危険な街になってしまったのです。一

しまいました。こう なると、「繁栄したのだから、

説によると、新宿の歌舞伎町より危険だといわれ

そういうやつらがいてもしょうがないだろう」と

ています。帰り道なのでそこをよく通るのですが、

いうレベルではないわけです。まちづくりの失敗

地べたに座っている子たちを見ると、この子たち

がそういう反社会的集団まで生み出してしまった

の責任ではないだろうといつも思うのです。渋谷

のです。

という街は、資本の論理だけで広げてしまったた

この問題はさすがに極端な事例なのですが、こ

めに、ヨーロッパの街なら必ずあるような噴水の

ういう事例もあります。20年ほど前ですが、東村

ある広場や公園が一つもないのです。一つだけ宮

山という東京の近郊の街で、中学生がホームレス

下公園という公園があるのですが、この十数年、

を撲殺する事件が起きました。これは２月の寒い

ホームレス のたまり場になっていて、若者たちは

時期だったと思います。やはり居場所がなかった

寄り付けない状態になっていました。

のだと思います。ホームレスも中学生も図書館に

要するに、社会的弱者の居場所のない街になっ

行くのですが、日本の図書館は残念ながらコミュ

てしまったのです。しかし、社会的弱者は富に吸

ニティスペースではありません。コミュニティス

い寄せられるように集まってきます。そして、居

ペースに作り変えている図書館も結構ありますが、

場所のない社会的弱者が右往左往することによっ

基本的にはまだ学びの場です。静かにしなければ

て、渋谷はどんどん危険度を高めていきました。

なりません。そこで中学生が騒いで、ホームレス

その結末を、皆さんはワイドショーを通じて見て

がたしなめて、中学生がそれを逆恨みして、塾の
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帰りにバットでホームレスを撲殺したのです。こ

が居場所と出番という考え方です。若者たちの居

れは明らかに中学生が悪いです。でも、その背後

場所をつくり、さらに社会との接点をつくってい

には社会的弱者の居場所をつくってこなかった日

くのです。

本の都市政策の無策があるのです。
あるいは、あまり短絡的に考えるのはよくない

今までの日本の政策は、居場所づくりと出番づ
くりを別々の部署でやっていました。これをつな

のですが、昔もいじめは学校でありました。しか

げていかなければなりません。つなげるのだとし

し、昔は子どもたちの居場所が学校だけではな

たら、劇場や音楽ホール、美術館、図書館といっ

く、
「ドラえもん」に出てくるような原っぱみたい

た公共文化施設の役割は非常に大きいです。とに

な世界がありました。でも、原っぱでもいじめは

かく若者たちにそこに出てきてもらって、そこか

あるのです。ジャイアンみたいなのがいじめてい

ら社会とつなげていく役割がこれからの公共文化

るのですが、昔は学年を超えた交流なので、ガキ

施 設や文化政策に求められます。そのとき大事な

大将は自分の子分がいじめられていると仕返しに

のは、たくさんのメニューを用意することです。

行ったわけです。でも、今の子どもたちの世界に

子どもたちが何に引っかかってくるのかは分かり

は、ガキ大将という言葉も仕返しという言葉もあ

ません。ヒップホップに興味のある子もいれば、

りません。学校しか生きる場所がないから、ここ

絵に興味のある子もいれば、音楽に興味のある子

でいじめられてしまうと、あっけないほどに不登

もいます。これらを全て用意するのは無理なので、

校になったり引きこもったり、極端な場合は自殺

NPOの方々にやってもらって行政が支援するシス

に走ってしまったりします。要するに、子どもに

テムを早くつくらなければなりません。

と っても、大人にとっても、重層性のない社会は

今までの日本社会は、稲作文化の仕方がないと

生き苦しいのではないかと思います。この重層性

ころで、みんなで田植えをして、みんなで草刈り

は、経済原理や市場原理だけではどんどん失われ

をして、みんなで稲刈りをしないと、米の収量が

ていってしまいます。合理性だけで街をつくって

上がりません。麦は家族経営でできますが、米は

いくと、どんどん重層性のない社会になってしま

集落で頑張らなければなりません。だから、みん

います。

なでお祭りして、みんなで休んで、みんなライフ

では、昔に戻ればいいかというと、そうではあ

スタイルは一緒だったわけです。しかし、どんな

りません。原っぱを作れば子どもは戻ってくるか

地方の若者たちも、夏は盆踊り、秋は祭り、冬は

というと、日本の子どもは、塾だの、家庭教師だ

餅つき、春は福引きというふうに全部の行事に参

の、習い事だのと世界で一番忙しいですから戻っ

加させられるような強固な共同体はうんざりです。

てきません。だから、私たちが考えなければなら

だから、みんな都会の無名性に憧れて、外に出て

ないのは、現代社会に合った、市場原理とも折り

いってしまいます。

合いのつく新しい広場をつくることではないかと

ただ、最近はどんなアンケートを見ても、高度

思います。その一つが、私が仕事をしているよう

な芸術文化活動、スポーツ、環境保護運動、ボラ

な劇場や音楽堂、美術館、あるいはフットサルの

ンティア活動など、自分が積極的に参加したいア

コートかもしれないし、ミニバスケットのコート

クティビティに関しては、車で30分圏内ならば、

かもしれないし、図書館かもしれません。

人々はストレスなく移動するといわれています。

例えば図書館は、これから非常に重要な役割を

だから、今までのように強い共同体をつくるので

果たします。引きこもりの方の中で一定数、図書

はなく、少し緩めて、自治体でいえばやや広域に

館とコン ビニなら行けるという層がいるのです。

する代わりに、いろいろなアクティビティを細か

その方たちに、とにかく図書館まで来てもらって、

く用意していく必要があると思います。誰もが誰

今までと違って談話室のような防音した空間を

かを知っている強固な共同体から、誰かが誰かを

作って、ここではしゃべってもいいという地帯を

知っている緩やかなネットワーク社会に編み変え

作れば、先ほどの中学生もホームレスとぶつから

ていく必要があると思います。その接点に、音楽

なかったでしょう。そこに、できればボランティ

があったり、演劇があったり、美術があったり、

アやカウンセラーを配置して話せるようになれば、

フットサルがあったり、ミニバスケットがあった

今度は絵本などを持ってきて、「ちょっと読み聞か

り、農作業体験があったりするのではないでしょ

せでもやってみない？」というふうに誘う。これ

うか。つまり、何かでつながっているということ
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です。今までの一体型の政策からネットワーク型の
政策に、私たちは切り替えていく必要があります。

デンマークやスウェーデンでは、雇用保険の受
給期間が大体２〜３年あって、最初は演劇やダン
スのワークショップや農作業体験などを受けさせ

11．文化による社会包摂
こういうことは、ヨーロッパの文化政策では普

るのです。通常、製造業が厳しいのであれば、介
護の人手が足りないのだから介護に回ればいいで

通に行われています。一番象徴的なのは、ホーム

はないかと統計学者は考えるでしょう。でも、人

レスプロジェクトです。ホームレスの方たちに１

間は統計どおりには動きません。真面目にねじを

カ月に１回ぐらいシャワーを浴びてもらったり、

30年回して日本の産業を支えてきたという誇りを

バザーで集めた服に着替えてもらったり、美術展

持っている方が、失職したからといって翌日から

やコンサートに招待したりします。先進国のホー

高齢者のお尻を拭く仕事をするのは無理なのです。

ムレスは生まれながらホームレスではないので、

それはプライドが許しません。だから、北欧の 雇

芸術的な体験やスポーツをしてもらうことで、生

用政策では、最初の職業訓練の段階で演劇やダン

きる気力を取り戻してもらい、社会復帰してもら

スのワークショップをして、人を喜ばせる喜びを

うのです。皆さんからするとホームレスプロジェ

感じさせ、マインドを変えてから技術を教えるの

クトは遠いイメージかもしれませんが、ヨーロッ

です。今の職業訓練は、刑務所の受刑者に「これ

パでは普通に政策として行われています。
私は東京の駒場で、民間の劇場を経営している
のですが、７〜８年前から雇用保険受給者に対す

をやれば食っていけるぞ」と彫刻を教えるような
感じですよね。でも、人間はそうはいかないでは
ないですか。

る大幅な割引を設定しています。これはヨーロッ

日本の社会が抱える大きな問題の一つが、中高

パの美術館や劇場では普通に行われて います。海

年の男性の引きこもり、そして孤独死・孤立死で

外に行く機会があったらぜひ見てください。学割

す。孤独死・孤立死は、社会にとって大きなリス

や高齢者割引や障害者割引は兵庫県内のどの施設

クとコストになります。その部屋は誰も住まなく

にもありますが、ヨーロッパではその他に失業者

なるし、周りの人のショックも大きく、近所の人

割引というものが必ずあるのです。

さえ引っ越してしまいます。それは、勝ち組であ

日本は逆の施策を行ってきました。雇用保険受
給者が平日の昼間に劇場や映画館に来たら、求職

るはずの不動産所有者にとっても、個人では負い
切れないほどのリスクとコストになるわけです。

活動を怠っているとして雇用保険を切ってしまい

だから、私たちは考え方を変えていかなければ

ます。もっと厳しい場合は生活保護さえ切ってし

ならないと思います。失業中の人が平日の昼間に

まうような政策をとってきたわけです。これにも

映画館や劇場に来てくれた方が、最終的に行政や

理由がありました。高度経済成長の時代であれば、

社会のコストもリスクも軽減されるので、「失業し

半年も頑張ればもう一度職に就けました。そうい

ているのに劇場に来てくれてありがとう」「社会と

う時代の政策のままなのです。今はもう人手不足

つながってくれてありがとう」「生活保護を受けて

は解消したので、問題は自分に合った職がないこ

いて大変なのに音楽を聴きに来てくれてありがと

とです。日本人は真面目だから、失職するとまだ

う」「犯罪に走らなくてありがとう」と考えた方が

まだハローワークに行って、一生懸命職を探しま

いいと思います。こういう考え方を「文化による

す。ただ、製造業で真面目に働いてきた方たちに

社会包摂」といいます。いわゆるソーシャルイン

とっては、製造業の現場はもうないので、自分に

クルージョンです。

合った職がなかなかありません。そうすると、中

日本は古くから地縁血縁型の社会でした。しか

高年の男 性が「自分は社会に必要とされていない

し、戦後に崩れたわけです。それに取って代わっ

のではないか」と思ってしまうそうです。要する

たのが企業社会でした。社宅に住み、社員運動

に、非常に強い疎外感を感じてしまうのです。世

会に参加し、社員旅行を楽しみ、企業年金に守ら

間の目も厳しく、「あそこのおじさんは会社に行っ

れました。しかしそれが1990年代以降、企業がグ

てないらしいよ」などと言われて、どんどん引き

ローバル化する中で労働者を守る必要が全くなく

こもってしまうところが、一番の問題です。つま

なってしまい、企業社会が崩壊しました。ふと振

り、精神的なマッチングができていないというこ

り向くと地縁血縁社会もありません。これが一時

となのです。

流行語になった「無縁社会」の正体です。
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しかも日本には、最後のセーフティネットであ

お金は限られています。例えば、ウイーンのオペ

る宗教がありません。ヨーロッパのホームレスは

ラ座は毎日違う演目です。毎日違う演目を上演す

教会に駆け込めますが、日本にはそれがないので、

れば、オペラ好きはずっと残ってくれて、昼間は

先進国の中で最も人間が孤立しやすい社会になっ

ザルツブルグに行ってモーツァルト・ハウスを見

ています。そして、いったん孤立してしまうと、

たり、チロルの森に行って「サウンド・オブ・ミュー

行政は手が付けられません。何の接点もなくなっ

ジック」の舞台を見たり、ミュンヘンまで足を運

てしまうからです。それがあるとき、犯罪を起こ

んで美術館に行ったりします。でも、帰ってくる

したり、反社会的な行動を起こしたりします。だ

と、泊まって食事をしてオペラを見て、最低でも

から、社会とつながっていてもらい、セーフティ

５万円ぐらい落とします。ウイーンのオペラ座は

ネットをつくっていくことは、最終的に行政のリ

収容人員が2000人ですから、１回で １億円、年間

スクやコストを軽減させるというのが社会包摂の

250ステージで250億円、そこにホテルやレストラ

考え方です。であるならば、広い意味での文化活

ンの従業員の雇用が生まれ、消費が生まれます。

動の役割は、今までのような情操教育や生涯教育

経済波及効果は数千億円といわれています。だか

という視点ではなく、社会政策の一環として捉え

ら、法律で毎日違うオペラを上演すると定めても、

られる時代になるのではないかと思います。ただ、

ウイーン市あるいはオーストリア政府としてはペ

社会包摂はどちらかというと受け身の政策なので、

イするのです。これをナイトカルチャー、ナイト

これだけでは駄目です。

アミューズメントと呼びます。ヨーロッパの各都
市は、今これを競っています。

12．観光について

観 光 業 界 で も、 神 戸 は 注 目 さ れ て い ま す。

そこで、少しポジティブな観光の話をします。

ちょっと口の悪い人たちが「異人館にインバウン

金沢21世紀美術館をご存じの方も多いと思います。

ドは来ないしなあ」「中国人は中華街に行かないし

今、兼六園に行く10人に９人は金沢21世紀美術館

なあ」と言います。神戸はイメージが良かったの

にも行きます。金沢の宿泊者数は2002年だけ一度

で、改革が遅れたのです。でも、神戸にはすごく

上がって、また下がっています。2002年に何があっ

強みがあるのです。なぜなら、これほどの世界遺

たかというと、
「利家とまつ」が放送された年です。

産に囲まれている大都市はそれほどありません。

大河ドラマ効果の１年なのです。「軍師官兵衛」も

京都、奈良、高野山、仁徳天皇陵、姫路城、足を

そうだったと思います。金沢というのは兼六園一

伸ばせば広島もあります。だから、神戸は今まで

つに頼っていた典型的な日本の観光都市で、1980

と違って昼の観光ではなく、夜泊まってお金を落

年代以降、団体客の減少と海外旅行の増加によっ

として もらうようにすればいいのです。夜景もき

て長期低落傾向にあったのですが、2004年以降にV

れいだし、食は世界に冠たる神戸ビーフを持って

字回復します。これは21世紀美術館効果だろうと

います。富裕層に神戸で長期滞在してもらい、い

いわれています。

ろいろな所に行ってもらうのです。でも、そのた

兼六園の開園時間は５時までなのです。寒い地
域なので、２〜３時で観光を終えて、和倉温泉や

めには文化政策をきちんとしないと、絶対にお客
さんは来ません。

加賀温泉に行ってしまいます。ところが、21世紀

昔は、男しか旅行をしなかったので、観光地の

美術館は６時までで、周辺のカフェは８時まで、

近くには歓楽街を作っておけばよかったのです。

交流ゾーンは10時まで開いています。そうすると、

温泉街にはストリップ小屋を作っておけばよかっ

一定数の人が金沢に残るわけです。今、ヨーロッ

たのです。でも今は、家族で旅行するでしょう。

パは完全なローコストキャリア（LCC）の時代です。

世界の富裕層はみんな家族で旅行します。だから、

ヨーロッパ中どこに行くにも100ユーロ、１万円以

夜の時間帯に家族で楽しめるもの、子どもが安心

内で移動できます。時間は１時間半以内です。だ

して見られる質の高い芸術がないと、世界の観光

から、昼間にエッフェル塔に登って、夜はウイー

都市にはなれません。それが世界標準です。神戸

ンでオペラを見るということが普通にできます。

が世界標準の観光都市を目指すなら、それしか生

そこで、ヨーロッパの各都市は、どうすれば滞

き残る道はありません。

在客が増えるかを競っています。泊まってもらわ

大阪が今せっかく間違った道を進もうとしてい

なければお金は落ちないので、昼の観光で落ちる

るのですから、神戸はぜひ同じ道を進まないよう
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にしてください。カジノだけで成功することはあ

をするために、大規模資本と戦おうとして福引き

りません。ご存じのように、アメリカ中にカジノ

や値引き競争などの経済原理で戦おうとしていま

はあったのですが、ほとんどがゴーストタウンに

した。でも、それでは勝てるわけがありません。

なっています。なぜラスベガスだけ生き残ったか

商店街は元々、人が来る場所だったはずです。だ

というと、ラスベガスはショービジネスやスポー

から、来る理由が一つあれば来るのです。現在、

ツと合体させて、お父さんがカジノに行きやすい

大体成功しているのは複合施設です。高松市も撤

状態をつくっているからです。「おまえら、ちょっ

退した天満屋のデパートのワンフロアを買い取っ

とミュージカルを見ておけ。俺はスロットマシー

て、図書館の分室とデイケアサービスと子育て支

ンに行くから」というふうにできるから、ラスベ

援と市役所の出張所 を設け、日曜でも住民票を取

ガスだけが生き残ったのです。なので、文楽の助

れるようにしました。それから、ワークショップ

成金を廃止してカジノを誘致するのは政策矛盾で

スペースを作りました。そうすると、家族で来て、

す。世界標準からすると間違っています。文化が

認知症のおばあちゃんを預けて、おじいちゃんは

ないところには、カジノさえ成立しません。

図書館で新聞を読んでいて、小さい子は子育て支

シンガポールは、カジノだけが成功したのでは

援に行って、お父さんと小学生はワークショップ

ありません。カジノを始める前に、シンガポール

を受けて、その間にお母さんは商店街で買い物し

オーケストラが成功しています。今や東南アジア

てくることができます。それを市場原理とも整合

一のオーケストラです。半分以上が白人で、お金

性が付くように、例えばそこに冷蔵機能付きのコ

の力でものすごい演奏者を連れてきてい ます。周

インロッカーなどを置いておけば、お母さんが買

りの華僑の富裕層が、何度でもシンガポールに来

い物を終えた後、お父さんが代わりにまた服を買っ

ています。かつてシンガポールは買い物天国だっ

てくるようなことができて、消費も伸びるわけで

たのですが、シンガポールドルが高くなって買い

す。大体成功している例は、こういう施設です。

物の魅力がなくなった段階で、シンガポール政府

八戸はこれが成功したものですから、その向か

は観光政策を見事に転換して文化都市にしたので

い側に市直営の本屋を開きました。図書館ではな

す。だから、シンガポールは成功したのです。

く、本屋です。先ほど言ったように、本屋は街の

もう一つは、東北・八戸の「ポータルミュージ

文化拠点です。それをわざわざ作りました。民業

アムはっち」です。八戸も中心市街地の通行量が

を圧迫しないように、とても特殊な写真集や文化

どんどん減ったので、活性化の切り札として「はっ

人類学の専門書のようなものばかり売っています。

ち」を造りました。人口23万人の街ですが、「はっ

市長がとても本好きなのです。民業を圧迫しない

ち広場」という大きな広場が一つあるだけで、あ

ように、本屋を始める前に市内の小学校６年生全

とは小さなスペースや子育て支援施設などの集合

員に500円の図書カードを配りました。それから、

体なのです。この建物では年間400のワークショッ

仕入れなどは全部、民間の本屋に頼んでいます。

プを行っています。200が実施事業で、200はNPO

これで人の流れが一変しました。今まで青森県は、

の事業を支援しています。職員は大忙しで、10人

弘前に紀伊國屋書店が１店あるだけでしたが、今

ぐらいの職員で回しています。

は弘前や盛岡から八戸に本を買いに来ます。もち

しかし、それを行ったおかげで、１年目にちょ

ろん１回買いに来たら、本を買うだけではありま

うど88万8888人を動員したと本人たちは 言ってい

せん。周りにおしゃれなカフェなどもできてきて、

ます。これは嘘の数字だと思っていて、八戸で

八戸はものすごくにぎわっています。

「はっち」だからといって、こんな都合良いことに
なるわけがないと思うのですが、このぐらいの数
字を出しています。表通りの通行量は倍増し、中

13．文化の自己決定能力
最後に、城崎国際アートセンターです。これは

心市街地全体でも１年で30％増えました。そして、

かつて城崎大会議館だった建物で、温泉街の一番

驚くべきことに、１年で23、３年で50の空き店舗

端 に あ り ま し た。30年 ほ ど 前 に で き た 収 容 人 員

が埋まりました。これは最も成功した文化施設に

1000人のコンベンションセンターでしたが、一度

よるまちづくり、商店街活性化の事例として、注

も1000人入ったことがありませんでした。最大が

目を集めています。
仕組みは簡単です。私たちは商店街の再活性化
22
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「新婚さんいらっしゃい」の公開録画の630人でし
た。最後の方は年間20日間ぐらいしか使われてお

らず、県が市に払い下げることになりました。払

る街、住むことに価値を見いだせる街をつくれば

い下げるといえば聞こえはいいのですが、体のい

いいのです。これが豊岡の方針です。

いお荷物施設の押し付けです。「つぶして駐車場に

富良野は、北海道最大の観光地です。ラベン

でもするか」と言っていたのですが、市長が急に

ダー生産が盛んで、香水の原料が人工香料にどん

思い付いて、「劇団やダンスカンパニーに貸しては

どん代わっていく過程で耕地面積が減っているの

どうか」と言いだしたのです。

ですが、これを見事に観光アイテムにしていきま

私はそのときたまたま、全然関係ない文化講演

した。私は富良野でも、市内全部の小中学校で演

会で来ていて、相談を受けました。これはものす

劇教育を実施しています。1970年代までは普通の

ごくダサい建物だったのです。「よほど頑張って工

農村でしたが、富良野は面白くて、行くと15人ぐ

夫したら、どうにかなるかもしれません」ぐらい

らいの子どもたちに対して30人ぐらい見学に来る

に担当者に言ったのですが、担当者が市民ミュー

のです。お父さんも農作業を休んで見に来ます。

ジカルなどが大好きな方で、市長と中学・高校が

そのぐらい関心が高いのです。なぜなら、自分の

同級生らしく、市長に「平田先生が、頑張れば大

子どもに農業を継いでもらいたいけれども、これ

丈夫と言っていました」と嘘をついたのです。そ

からの日本の農業は高価格・高品質の付加価値で

れで諮問委員にさせられて、本当に皆さんのご協

勝負していくしかないから、消費者のニーズをく

力で、素晴らしい施設に造り変えることができま

み取る柔軟性や何かを生み出す発想、表現力やコ

した。１年目から330日稼働し、市議会でトイレッ

ミュニケーション能力は農家ほど必要だと考えて

トペーパーの予算をどうするかというのが問 題に

いるからです。農業こそがクリエイティブ産業だ

なったぐらいで、世界中から二十数カ国、100件近

という感覚を、自分たちの成功体験から非常に

い申し込みがありました。たった３年で城崎、豊

持っているのです。

岡の名前は、世界中のパフォーミングアーツの世

一方、隣の芦別を見ると、大観音があって、日

界に広がっていきました。全て口コミで、広告は

本最大の五重塔があります。中身は鉄筋コンク

一切していません。

リートのホテルです。隣には三十三間堂を模した

短期的な成果は問わないのですが、利用する方

ホテルがもう一つあります。全て北の京（みやこ）

には必ずワークショップや公開リハーサルをした

リゾート開発が運営しています。その隣には、第

り、学校に行っていただいたりしています。「この

三セクターで破綻したカナディアンワールドが

まちで世界と出会う」が標語になっています。豊

広がっています。私は真冬に富良野へ行ったと

岡はそれだけではなく、今年度から市内39校全て

き、隣町ですから連れていってもらったのですが、

で、小学校６年生と中学１年生を対象に演劇教育

人 っ子一人通っていません。もう地獄絵図のよう

を実施しています。これも地方創生の予算を多く

です。山の向かいは富良野ですが、富良野にこん

使っていて、東京や大阪で豊岡市主催のワーク

な醜悪な建物は一つもありません。隣の美瑛町は、

ショップを開催しています。豊岡市に来れば、こ

景観を守るために高規格道路の進出を拒否してい

れだけの教育政策と文化政策が保証されているの

ます。便利になる必要はなく、景観で世界と勝負

で、安心して移住してきてくださいとお伝えして

しているのです。何でこんなに違ってしまったの

います。人口が少ないので、東京と遜色なく、そ

でしょうか。自分たちの価値は何で、自分たちの

ういった政策を全員が受けられるのです。東京以

文化は何で、自分たちの愛するものは何で、そこ

上の質の文化と教育が保証 されています。安心し

にどんな付加価値を加えれば、よそから人が来て

てIターン、Uターンで来てくださいというのが、

くれるかを自分たちで判断できないと、あっけな

豊岡市の政策です。

く東京資本やグローバル資本にだまされてしまう

豊岡は景気が良いので、雇用は既にあるのです。

のです。

雇用がないから戻ってこないわけではありません。

今は資本主義の黎明期ではないので、資本家が

私は大学で17年教員をしていますが、私の教え子

労働者にむち打って搾取する時代ではありません。

で「地元に雇用がないから戻らない」と言う学生

文化力の差によって収奪・搾取が行われるのです。

は一人も会ったことがありません。口をそろえて

これを私は「文化の自己決定能力」と呼んできまし

「田舎はつまらない」と言います。つまらないから

た。文化の自己決定能力はどこから来るのでしょう

戻らないのであれば、面白い街、帰ってきたくな

か。最初の話に戻ると、身体的文化資本です。
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「ルノワールの30億円の絵を１枚買えば、たくさ

家になれたのではないかと何度もお書きになって

んお客さん来ますよ」と言って買ってしまった自

います。徳川幕藩体制は米本位制です。でも、当

治体はたくさんありますよね。一方、
「ヤン・ファー

時の農業技術で岩手県で米を作ることはとても大

ブルの作品とジェームズ・タレルの作品を組み合

変なことです。だから、５年に１回の凶作に見舞

わせて参加体験型にしたらお客さん来ますよ」と

われたのです。かつての岩手県は、平泉にあれだ

言って造ったのが金沢21世紀美術館です。どちら

けの金色堂を建てるほどの富を持っていたのです。

がかっこいいですか。それは、リスクを取って自

しかし、中央集権に組み込まれる中で、それがど

分の判断でつくるということです。市場価格や偏

んどん収奪されていきました。

差値という他人が決めた尺度で生きていくのか、

今回の東日本大震災で何より私たちが痛感した

リスクを取るけれども自分の判断で生きていくの

のは、東北がいかに東京を下支えしてきたかとい

か。そこが地域に問われているのだと思います。

うことです。それはエネルギーやサプライチェー

今は公共事業をやっても地方は潤いません。現

ンだけの問題ではなく、やはり人なのです。明治・

実に、道路や橋など必要な公共事業はあると思い

大正 の日清・日露戦争の時代は一兵卒として、大

ますし、かつては経済波及効果もありました。昔

正・昭和の時代は満蒙開拓の尖兵としてです。私

は、従業員が商店街で買い物をしたり、スナック

の母のすぐ上の兄は、14歳で満蒙開拓青少年義勇

でお酒を飲んだりしたから地域が潤ったのです

軍として、鉄砲を担いで開拓に行きました。そし

が、今は建設業にお金を投下しても、東京資本の

て戦後は出稼ぎ集団就職の供給源として、東北は

ショッピングセンターで買っ てしまうし、スナッ

常に人を出してきたのです。そして、東日本大震

クにも行きません。ファミレスで食べてしまうの

災が起こりました。だから、もう付加価値を付け

で、いくらお金を投入してもその地域でお金が回

られる人が払底しているのです。

る前に、東京に吸い上げられてしまいます。だか

宮沢賢治は、私のふるさと・駒場の農学校で農

ら、乗数効果はものすごく低くなってしまってい

業を学んだのですが、最先端の農業技術を岩手の

ます。

子どもたちに教えることで、岩手の農民を飢餓貧

公共事業は、もちろん原材料費を全て輸入に

困から救おうとしました。しかしあるとき、これ

頼っているわけですから、とても非効率です。そ

だけでは駄目だと気が付いたと思うのです。当時、

んなことは分かっているから、みんな地産地消と

米は商品作物でしたから、たくさん取れれば価格

言い始めたのですが、食料品だけを地産地消して

が下がり、取れなければ貧困になります。だから、

も限界があります。日本のエンゲル係数は二十数

自分たちで何を作り、どう売っていくかを自分た

パーセントです。問題は、この可処分所得をどう

ちで決定できなければ、どんなに収穫を増やして

やって地産地消させるかです。だから、大事なの

も、いつまでたっても岩手の農民は豊かになれな

はソフトの地産地消です。自分たちでつくり、自

いことに、あるとき宮 沢賢治は気が付いたのだと

分たちで楽しみ、そこにどんな付加価値を持たせ

思います。

るか、そのためには付加価値を生み出せる人材を

だから、これからの農民たちは、一人一人が芸

つくらなければなりません。

術的なセンスを持たなければなりません。今日の

14．賢治の祈り、東北の祈り

なりません。100年前に宮沢賢治はそのことに気が

文脈でいえば、身体的文化資本を蓄積しなければ
そう考えていくと、なぜ宮沢賢治が冒頭に紹介

付いていたのです。人口減少対策は、喫緊の課題

したような言葉を言ったのかが分かると思います。

です。これを誤ると、本当に日本の多くの自治体

宮沢賢治は、こういうことも言っています。

は滅びていってしまうと思います。そのとき大事

「かつてわれらの師父たちは乏しいながらかなり

なのは、今までとは次元の違う、経済政策だけで

楽しく生きていた。そこには芸術も宗教もあった。

はない、人間の心に根差した政策なのではないか。

いまわれらにはただ労働が生存があるばかりであ

そのときに文化政策が非常に大きな役割を果たす

る。宗教は疲れ近代科学に置換され、しかも科学

のではないかと思っています。駆け足になってし

は冷たく暗い」。

まいましたが、これで終わりにしたいと思います。

司馬遼太郎先生は生前、南部藩は徳川幕藩体制
に組み込まれなければデンマークのような酪農国
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どうもありがとうございます。

