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　【論　文】

私の教養主義復権論

 香取　照幸（社会福祉学科教授）

縁あって上智大学で教鞭をとることとなり、1年が過ぎた。
「教鞭をとる」と言っても、2020年は Covid-19が世界中で猛威を振るい、大学の講義も原
則オンラインとなったので、いわゆる対面講義というのはまだ一度もしたことがない。全部
ビデオ講義か zoomを使った遠隔講義である。
従って、これから述べる話はある意味「印象論」の域を出ない話である。
ではあるのだが、この話、前職時代の経験からかねて感じていたことであり、上智大学で

の講義の中でそれを改めて痛感する場面が何度もあったので、ここに記すこととした。
日本の学生たちは、自分の意見を言わない。正確にいえば、人にわかるように話す、理路

整然と表現することがない。しないのかできないのか、、、そんな学生が大多数だ、というこ
とである。

自分の意見が言えない若者たち
厚生労働省の役人時代、日本、欧州、それにアジアの大学生・大学院生を相手にそれぞれ

講義をする経験があった。前任地のアゼルバイジャンでも現地の大学生に講義し討論する機
会が何回かあった。
日本の学生たちと日本以外の学生たちとの間で感じた違いの中で一番印象的だったのは、

講義の中で「これこれのことについて、あなたはどう思うか」という問いを振ると、欧州や
アジアの学生は自分の意見、自分なりの考えをそれなりに答えてくるのに、日本の学生は殆
ど「自分の意見を言わない」あるいは「言えない」ことだった。
多くの日本の学生は、指名されて質問を受けると、一様にまずこちらの顔色をうかがう。

どうやら「正しい答＝講師が考える答」つまりは ｢期待されている答｣ が何か、一生懸命に探っ
ているらしい。
間違うことを恐れているのか、自分の中にある「答」に確信がないのか、はたまた自分の

中に答がないのか。強いて何か言わせようとすると、当たり障りのない無内容なことを言うか、
最後は ｢意見なし｣ になってしまうことが殆どである。
なぜこれほどまでに ｢自分の意見を言わない｣ のだろうか。

正解を教え、正解を学ぶ教育
私が想像する 1つの仮説は、「そもそもそういう教育を受けて来ている」からではないか、
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ということである。
多くの識者が指摘するように、日本の教育は、「自分の頭で考える」というよりは「正解｣

を学ぶ教育である。
正解を学ぶ、という意味は、正解はあらかじめ用意されて―どこかに存在して―いて、そ

れを見つけ出す、というのが基本になる教育、という意味である。試験問題が典型だが、基
本は選択（3択／ 5択）か○×問題。正解は質問の中に組み込まれていて、それを間違えずに
見つけて答えるのが優秀な学生である。
記憶中心、というのも同じ発想である。習ったことを覚えて、その通りに答えれば正解。

年号を覚え、歴史上の人物の名前を覚え、数学の公式を覚え、英単語を覚え…。
英作文でも、単語 6つで英訳しなさい、といった設問の仕方をする。いわゆる「頭のいい子」

は、授業で習ったあの構文で書けってことだな、と質問の趣旨を ｢忖度｣ して、教えられた
こと通りに答案書く。英作文などというものは何通りも表現できるはずなのだが、試験では
一つの問いに対して答は一つだけ。規格化された答を模範通りに回答しないと点は付かない。
自分で答を見つけ出す、作り出す､ ということは殆どなく、それで成績に差がつくわけで

もない。与えられた選択肢の中から素早く違わずに正解を見つけることのできる人＝正解を
（たくさん）知っている人が優秀な人、ということになるわけである。
考えてみると、今や世の中、万事そうなっている。
本屋には ｢カタログ雑誌｣ がいっぱいあるし、ネットも ｢情報｣ で溢れている。答はあら

かじめ世の中のどこかに用意されていて、それを上手に見つける、というのがネットのリテ
ラシーである。
もちろん正解を学ぶことは大事だし、いかに早く正解を見つけるか、を学ぶことも大事な

ことには違いないが、何かが違う。それだけでいいのか。そう感じるのは私だけではないだ
ろう。
そもそも実社会の出来事はそんなに簡単ではない。
世の中の出来事に「科学的真実」「数学的正解」のようなきれいな答はない。物事というも

のはそんなに ｢デジタル｣ ではない。もっとアナログで、曖昧模糊としていて、ゼロと 1の
間にいろんなグラデーションがあるのだ。
大事なことは「正解を見つける」ことではない。｢正解のない世界｣ の中で、「世の中には

いろんなこと、いろんな人がいて、いろんな出来事がある｣ という ｢世の中の多様性｣ を学び、
理解する。そのことが大事なのではないか。
答は 1つではないし、その答にたどり着く思考の道筋も何通りもある。答のないこともある。

そんな中で、いろんな情報、断片的ではっきりしない情報を集めて、自分の頭でそれを整理
して、試行錯誤しながら考えて、｢そうか、きっとこういうことなんじゃないのかな。｣ と自
分なりに理解＝得心する。その「得心」とてもある意味留保付きのものであり、得心して終
わり、にはならない。
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答探しはずっと続いていく。
この ｢得心＝自分で考えて答を探す｣ プロセス、私の言葉で言えば、「アタマで汗をかく」

というプロセスが大事なのであって、それが人を成長させる。そういうことなのではないか、
と私は思っている。

個性・人格・主体性
「いろいろ情報やいろいろな事実､ いろいろな人の意見を聞いて集めて、そこから自分なり
の結論を導く」という ｢アタマを使うこと＝頭脳の鍛錬｣ それ自体が非常に重要なのであり、
そのプロセスの中から一人一人の個性＝主体性とか､ 創造性、要するに「人格」が生まれる。
「正解を教える―正解を学ぶ教育」というのは、いわば「受け身」の教育で、そこからはな
かなか「主体性」とか「考える意思」のようなものは生まれないように思う。
私の講義に来る学生たちが私の問いかけに答えられない、というのは、一つには「正解」

を答えることを求められている、と（恐らく）受け止めているからであろう。無理からぬことだ。
小学校以来ずっとそういう教育を受けてきているのだ。授業とはそういうもの、教師と生徒
の会話は「正解」を求める会話だからだ。
人間の頭というものは「使う」ものであって、単なる「知識の入れもの」ではない。
｢自分の頭を使って考える｣ ためには、もちろん素材としての知識も必要だが、「考えるた

めのインフラ（情報の収集・取捨選択、物事の考え方の「筋道」）が自分の中に形成されてい
なければいけない。
「正解を教える教育」の中で育ってきた若者たちの頭の中に、果たして「考えるためのイン
フラ」はきちんと形成されているのだろうか。

「正解を教える―学ぶ教育」の負の側面
1.自分で考える力が育たない
霞ヶ関での経験の中で感じたことだが、世の中には、｢頭のいい人｣ というのと ｢頭の強い

人｣ というのがいるように思う。言い換えれば、人間の頭脳の能力を測る基準には「いい―
わるい」というのと「強い―弱い」というのがあるのではないか、ということである。
頭がいい人、とは、勉強ができて、試験の成績がよくて、偏差値が高くて、何でもよく知っ

ていて…っていう人のことである。いわゆる「秀才」「勉強のできる人」である。
この頭のいい人、なのだが、頭がよくても頭の弱い人、という人がいる。
勉強ができて、試験の成績がよくて、という「頭のいい人」の「頭のよさ」は、学校での

評価や試験の成績で測られるもの、つまり他人から「君は頭がいいよ」と評価されたもので
ある。そしてその「評価」は、「教えられたことをどれだけ正確に覚え、間違えずに答えられ
たか」で決まる。
すなわち「他者の基準による評価」が自分の優秀さを測る尺度になっている、ということだ。



44 上智大学社会福祉研究　2020. 3

従って、「頭のいい人」の行動様式は「先生や学校（＝より権威のある他者）からいい評
価がもらえるように頑張る」＝「評価される解―正解」を学び身につけ、自分の出した「答」
が他者によって評価されることで自分の頭のよさを確認し自己肯定感を得る、というものに
なる。
他方、人間の頭脳の能力を測るもう一つの基準、「頭の強さ」とは、「自分で考える力」､「疑

う力」、要するに「考える『意思』の強さ」である。
具体的に説明しよう。
何か問題に直面すると、人はどうすればいいか、対応を考える。
「考える『意思』」があるかどうか、とは、「いろんな情報やいろんな事実､ いろんな人の意
見を聞いて集めて、そこから自分なりの結論を導く」という主体的行動に出ることができるか、
ということである。
頭はいいが頭が強くない人は、「自分で考える＝アタマを使う＝頭脳を鍛錬する｣ というこ

とをしてきていないので、想定外の事態に遭遇するとうまく対処することができない。「間違
うこと」に慣れていないので「答」を外に求め、なまじ頭がよくて理解が早い分、物事を要
領よく ｢忖度｣ し、借り物の「正解」を自分の中に置いて ｢自己納得｣ してそれ以上自分で
考えることを放棄する。優秀だが他律的、主体性≒個性がない。
さて、そういう人で構成されてしまった組織はどうなるだろうか。「極めて有能な烏合の衆」

になる。あらかじめ答が決まっていることは効率的に遂行できるが、新しい何かを生み出す
ということがほとんどできない、そういう組織になる。
他方、頭が多少よくなくても、頭の強い人、という人がいる。そういう人は自分で考え、

自分で答を見つけ出そうとする。しかも、自分はそんなに頭がよくない、優秀ではない、と
いうことを自覚しているので、思考が柔軟であり、答が出せないことがあっても落ち込んだ
り不安になったりしない。答の出ないことは答が出ないなりに対処方法を考える。自分の考
えを修正したり改めたりすることを別に恥とは思わないので、いろんな意見に耳を傾け、違
うと思えばいつでももう一度考え直すことができる。
加えて、自分で考える力のある人は、自分と異なる考えの人たちに出会ったときに、「こい

つ間違ってる、ダメ」ではなくて、｢どうして自分と違うんだろう？｣「何が違うから意見が
異なるのか？」と考える。｢ああ、この人はこういう風に考えるから、こういう見方をするか
らこういう結論になるんだな｣ という、「相手の立場から見たモノの見方」に思いを馳せる想
像力、柔軟性と寛容さ、言い換えれば「他人への共感」「他者に対する配慮」の感覚を持ち合
わせている。
念のため付言しておくが、この「他者に対する配慮」は、「忖度」とは似て全く非なるものだ。
私が奉職していた厚生労働省のような組織や社会福祉の世界、常に人に寄り添い、人間の

尊厳に関わる仕事をする人には、この感性は絶対に欠かせない。
自分の頭で考えることのできない人は、「複眼で考える」「多様なものの見方をする」こと
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がうまくできない。しかし、「正解＝他人が評価してくれる行動規範」がないとそれこそ何も
判断できないし安心できないので、「正解」を外に求め、それをあたかも自分の考えであるか
のようにして（自分でそう思い込んでいる場合も多い。）身に纏うようになる。
この、｢他者（＝より権威のあるもの）の言うこと｣ や ｢自分にとって居心地のいい、気に

入った考え｣ を受け入れて身に纏う、という思考様式は、容易に ｢自分の考えと相容れない人・
モノを許容しない＝自分と違う意見を受け付けない｣ につながる。
なんとなれば、多様なものの見方をすることができない、ということは、物事の全体、大局、

全体連関を見ることができない、ということでもあるからだ。自分から見える範囲、自分の
気に入った考え（「正解」）を身に纏って、そこから一歩も動こうとしなくなるのである。
自分たちだけが正しい。自分たち以外の人の考え方を理解しようとせず、単純化して「こ

うに決まっている」とレッテルを貼って決めつけ、「○か×か」「白か黒か」「味方か敵か」と、
結論ありきで他者を断罪するようになっていく。そんな人ばかりが増えていくと、社会はど
んどん分断されていき、対立ばかりが支配する「不寛容な社会」になっていく。

2.自分の言葉を持たない＝人の言葉が理解できない～人が説得できない
正解を教える―学ぶ教育のもうひとつの負の側面は、｢人を説得する力が育たない｣ ことで

ある。
自分で考えて､ アタマで汗をかいて自分で獲得した ｢私の考え｣ は、単なる ｢俺がそう思

うからそうなんだ｣ ではなく、きちんと論理になっていて、かつ自分の言葉でそれを説明で
きる。言ってみれば、「自分で自分を説得できている」「自分の血肉になっている」というこ
とだ。
自分の意見をきちんと持っている人は、｢何でそう思うのか｣ を自分の言葉で人にわかるよ

うにきちんと論理的に説明でき、同時に人の意見を聞いてその筋道を論理的に理解すること
もできる。異なる意見を持っている人と議論しても、相手の意見の根拠や構造を理解するこ
とができるので、この人の意見はなぜそうなるのか、自分の意見とどこまでが同じで､ どこ
が違うから結論が違うのかが理解できるということだ。
相手の考え方、相手の論理が理解できれば、どこをどう説明すれば相手に理解してもらえ

るか、どういう議論をすれば共通点を見つけることができるかがわかる。つまり、｢共通の議
論の基盤｣ が作ることができるということになる。
かつ、アタマが強ければ、相手の考え方を聞いて、｢なるほどそういう考えもあるか｣ とな

るので、お互いに話し合うことで合意形成ができるようになる。
すなわち、逆説的と思われるかもしれないが、自分の意見・主張をきちんと持っている人、

自分の言葉で自分の考えを語ることのできる人こそ、異なる意見の間を調整し、合意形成に
導くことのできる ｢真の調整者・真の裁定者｣ たり得る､ ということになるのである。



46 上智大学社会福祉研究　2020. 3

プレゼンテーション能力の重要性
人前で自分の意見を述べる､ という訓練は、日本の教育の場ではあまり行われていない。
小学校や中学校で、班単位の研究発表、のようなことは行われるが、基本は「言いっ放し」で、

発表の仕方の指導、というのも特にない。質問の仕方、応答の仕方の指導も特にない。多く
の人の前で自分の考えを述べ理解を求めるような機会は（自治会長選挙にでも立候補しない
限り）まずない、というのが日本の教育現場である。
他方、欧米の教育では「人前で自分の意見を述べる・正確に伝える」ということを非常に

重要視している。｢人に分かるように話す｣ ｢人に分かるように書く｣ という訓練、どうすれ
ば他の人に分かってもらえるように話せる（書ける）のか、ということを繰り返し訓練し、
教え込む。
アメリカで教育を受けた私の親族によれば、語ろうとする内容に沿った表現形式＝文章の

型を学び、その形式にふさわしい書き方・語り方についての技術的指導が行われる。その「型」
に沿って、自分が伝えたいと思う内容・目的に応じた表現形式＝様式を選んで自分の主張を
展開する、ということを中等教育段階から系統的に学ぶのだそうである。
この話は非常に興味深い。
表現に「型」がある、というのは考えてみれば当たり前である。論文には形式があるし、

小説にも詩にも型は存在する。音楽然り、絵画もそうである。要するに、自分の主張や考え
を他人とコミュニケーションできる形にして提示する、ということであり、逆に言えば、そ
れができなければ相手に伝わらない、従ってどんなに面白い意見、独創的な意見を言っても
評価されない、ということになるのであろう。
プレゼンテーション、というと、自分の意見を人に伝える、という「一方向」の行為、と

考えてしまいがちであるが、プレゼンテーションの本質はコミュニケーションである。
人にはそれぞれ個性があり、考え方も感性も価値観もそれぞれである。コミュニケーショ
ンとは、お互いの違いを認め合い、認識した上で、「意見の異なる人たちと議論を交わしなが
ら合意形成をしていく」という行為であり、「自分の意思・意見を正確に人に伝える」という
ことと「人の意見を虚心坦懐に聞く」の双方向があって初めて成立する。
「人に理解してもらえるように話す､伝える」ということと「人の意見を聞き､正確に理解する」
ということとは文字通り表裏一体の関係にある。一方的に言い募る、訴えるだけでは人は話を
聞いてはくれないし理解もしてくれない。その人に理解してもらえるように自分の意見を伝え
るためには、その人の人格を尊重し、その考え方を理解することが不可欠なのである。
故に、プレゼンテーション能力の高い人は、ほぼ例外なく、人の話を聞き､ 理解する能力

の高い人、つまりコミュニケーション能力の高い人である。

ただでさえ人間は、自分の考え方とある程度以上かけ離れた考え方を理解したり受け入れ
たりすることはなかなかできない。プレゼンテーション能力は、「他流試合」を何度もやって
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経験を積み、スキルを磨いていかないと身につくものではない。
とすれば、私たちは、多様な人たちが共存し、合意を形成しながら物事を前に進めていく

ための努力、他者を理解し「共通の議論の基盤」を作ることのできる ｢強いアタマ｣ を持つ
ように努力することが必要になる。私はそう思っている。

知識と教養
社会が変化する速度はどんどん上がっている。今回の covid-19禍でも、社会のあらゆる場

面で私たちの生活は大きく変わった。この流れを押しとどめることはできない。after corona

の世界は、これまでの社会とは大きく異なったものになるだろう。旧に復するということは
ない。これまでと同じやり方、これまでと同じ考え方はもはや通用しない。
私たちは、時代に合わせて新しいものを作り出さなければならない。新たな環境に適応し

ていかなければならない。そんな時必要なのは ｢自分のアタマで考えて答えを生み出す｣ こ
とができる能力である。「与えられた選択肢の中から正解を選び出す」能力ではない。
「教養」とはそのために必要なもの。私はそう思っている。
物事を複線で考える。何通りも筋道立てて考える。いろいろな可能性を考える。過去の歴

史に学び、「通時」と「共時」の両方から考える。自分の知らない事を知ろうとする、知らな
いということを知る。そういうことのできる能力を涵養するのが、｢学ぶ＝教養を身につける」
ということではないだろうか。
知識と教養は、違うものである。知識は教養の必要条件だが十分条件ではない。知識とは

素材であり情報である。知識という素材を読み解き、意味を与え、その真贋を判断し、組み
立ててそこから「解」を導き出すという「知的創造力」、あるいはそれを支える OSが「教養」
である。
確かに知識という素材がなければ、物事を知ることも理解することもできない。徒手空拳

で「自分の頭で考えろ」と言っても無理な話である。故に、知識を身につけること、多様な
情報に接し、博物学を学ぶように自分の中に「知識の体系」を作ることはとても大事なこと
である。
しかしながら、「知識を得る」ということと「正解を探す」「正解を身につける」というこ

とは似て非なるものである。
例えば、仕事に必要な知識、は身につけていないと仕事にならないので、誰でも勉強する

だろう。そのために本も読む。｢実用書｣ ｢カタログ雑誌｣ のような ｢知識を整理して集めて
ある本｣ というのは世の中にいくらでもある。今時なら ｢ネットで調べるーググる｣ という
手もあるので、ある程度以上の社会人・企業人であれば、それなりの知識＝力量は比較的簡
単に身につけることができる。
しかし、本で読みネットで調べて ｢分かった気｣ にはなるだろうが、本当に自分のアタマ

で理解したことにはなっていない。それは既成の ｢答｣ を拾って「身に纏った」だけのこと
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である。
大事なことは、その「知識」をどう使いこなすのか、ということである。「自分の頭で考え

る思考力」と「コミュニケーション能力」、言ってみれば自分の知識を相対化し客観化するこ
とができるかどうか、他者との間で共有し、そこから新しい何かを得ることが出来るかとい
う「頭の中の OS」をどう作り上げていくか、そのことこそが重要なのである。
自分の頭で考え、自分の言葉で理解し、主体的に判断し行動する。それが出来るためには、

前提条件となる様々な事柄を知っておかなければならない。「知識」が必要なのは、まさにそ
のためなのであり、頭の中の引き出しに「正解」をたくさん仕入れても、それだけでは何の
役にも立たないのだ。

「批判的考察」の重要性
「正解は何か」にとらわれていると、自由な思考ができなくなる。評価される正解＝評価さ
れる自分に縛られている人は、既存の価値観＝正解に囚われ、他人の評価に囚われ、「常識」
に囚われ、新しいものを創り出す力を欠く人になる。
「学問は人を自由にする」という言葉がある。
歴史を紐解けば明らかなように、人間の知的営為は、「問う」「疑う」ことから始まる。「批

判的考察」ということである。現実は常に変化する。変化する現実に対して、現在の考え方
や枠組み・組織を批判的に見直し、自分たちを変化させていく。今の自分にとらわれず、現
実の変化に適応する形で変えていく。社会も組織も企業も「永遠」ではない。まさに「万物
流転」なのである。
「変化」には必ず「否定」が伴う。これまで通用した「考え方」を批判的に見直す。現実に
うまく適応できていない理由を考えて新しい枠組み、考え方を提案する。批判すること、否
定することを恐れては創造的な問い、創造的な疑いを発することはできない。それができる
能力、いわば「知的創造力」―「戦闘力」といってもいいかもしれない―こそが人間を自由
にし、自由な人間の営為が人類を進歩させる。私はそう考えている。

現代のエリート像
明治期の日本や第二次大戦後の新興独立国のように、「近代化」「殖産興業」「富国強兵」といっ

た形で「国家建設の目標」がはっきりしている社会にあっては、経済社会を支える「規律を
守る訓練された人材」「国家有為の人材」の養成のため、「正解を教える教育」は非常に有効だっ
たことであろう。
しかしながら、正解を学ぶことを重視し、批判的考察の涵養を重視しない教育システムは、

多くの「頭はいいが受動的で頭が弱い人材」を生み出すことになる。
言いかえれば、私たちの社会は、「自分たちの判断を無意識のうちに規定している暗黙の前

提」に対して「それを意識し、『対自化』して―即ち「外側から」―批判的に考察するという『知
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的態度』」を十分に持ちあわせない（あるいは敢えて持とうとしない）従順な多くの秀才たち」
を生み、再生産している、ということなのではないだろうか。
ユダヤ人の哲学者ハンナ・アーレントは 1963年、雑誌「ニューヨーカー」にアイヒマン裁

判の傍聴記録を連載した。その中で彼女は、ナチスドイツの大幹部であり、SS（ナチス親衛隊）
の将校にして国家秘密警察（ゲシュタポ）のユダヤ人移送局長官として数百万人のユダヤ人
を収容所送りにしたアイヒマンが、裁判で「自分は上からの命令に従っただけだ」とひたす
ら繰り返す姿を見て、その言動のあまりの矮小ぶりに驚き、彼を巨悪を主導した残虐なモン
スターとは程遠い単なる凡庸な（banal）小役人だった、と断じた。その上で、人は「思考し
なければ、どんな犯罪を犯すことも可能になる」と結論づけたのである＊。

＊ 「イェルサレムのアイヒマン──悪の陳腐さについての報告（Eichmann in Jerusalem: A Report on the 

Banality of Evil）」。日本語版は「エルサレムのアイヒマン」（みすず書房、2017年新装版刊行）。アー
レントはこの中で、悪の陳腐性（あるいは凡庸性―banality）について以下のように記述している。

 「彼は愚かではなかった。完全な無思想性―これは愚かさとは決して同じではない―、それが彼をあの
時代の最大の犯罪者の一人にした素因だったのだ。このことが〈陳腐〉であり、それのみか滑稽であ
るとしても、またいかに努力してもアイヒマンから悪魔的な底の知れなさを引き出すことは不可能だ
としても、これは決してありふれたことではない。」（同書より引用）

大学で「ナチスを体験する」授業を続けている甲南大学の田野大輔教授は、「独裁体制の支
持者など、権威に服従する人びとは一見従属的な立場に置かれているように見えるが、実は
上からの命令に従うことで自分の欲求を充足できる治外法権的な自由を享受しており、主観
的にはある種の解放感を味わっている可能性が高い」と述べている。閉鎖的な状況において
権威者の指示に従う人間の心理状況を実験したイェール大学の心理学者スタンリー・ミルグ
ラム（Stanley Milgram）の報告＊によれば、「閉鎖的な環境では、誰でも権威者の指示に服従
して悪魔のように振る舞う」ことがあり、「権威の庇護にある安全圏で個人の思考を放棄する
と、善悪やモラルの判断まで放棄してしまう」そうである。

＊ この実験は別名「アイヒマンテスト」と呼ばれ、50年以上にわたって何度も再現された社会心理学を
代表する模範的実験とされている。ミルグラム自身による詳細な報告書は「服従の心理」（河出書房新
社）を参照。2008年に山形浩生による新訳版が刊行された。

現代のエリートとは一体どんな人たちであろうか。
最近の就職人気企業ランキングを見ると、日本でも、最難関の大学を卒業した秀才たちは、

もはや国内の大企業や中央官庁には目もくれず、外資系企業（特に金融・テック企業系）や
コンサルの世界を目指すようになっているようである。
さらに、「もっと優秀」な人たちはそもそも日本の大学などは目指さない。はじめから海外

の有名大学を目指し、そこからビジネススクールやロースクールへ進んでMBAや法曹資格を
得て、海外の金融・テック・コンサルといった世界で活躍することを目指している。
それはそれで結構なことだと思う。東大や京大に進学できたという「ささやかな受験戦争
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の勝利―アドバンテージ」にしがみついて、狭い世界の中でチャレンジすることなく人生を
過ごす多くの「受験勝者」よりはよほど世の中に何かを生み出す可能性があるのかもしれな
いからだ。
さて、その「現代のエリートたち」が目指す職業、現代の花形職種であるテック企業やコ

ンサルの世界について少し眺めて見よう。
ここからは、ロンドンに住む私の友人、某コンサル会社に勤め、ヘルスケア分野のテック

系企業のスタートアップを支援する仕事をしている友人から聞いた話である。
この業界は非常に競争が熾烈で、優秀な人材の引き抜き・転職が日常茶飯事だという。
彼の話を聞いてまず驚いたのは、彼らの業界の職階体系である。
通常の企業では一般社員から役員まで大体 8～ 9程度の階層が設定されているのが普通だ

が、この手のコンサル会社では基本的に 5階層しかない。入社するとまずアナリストになり、
成績が良ければ次にアソシエイト、さらにその中のごく一部がマネジャー、そしてアソシエ
イトパートナーとなり、さらに選び抜かれたごく少数の人が最終的にはパートナーになる＊、
という極めてシンプルな仕組みである。

＊ 各階層の名称は各社様々である。ここではマッキンゼーの例を挙げた。

最近では様々な組織で「多様性」が大きなテーマになり、キャリアパスの複線化とかスタッ
フ職の活用とか、組織の「フラット化」が進んでいるが、コンサル業界というのはその真逆で、
少数精鋭、極めて単純かつ明確なヒエラルキーになっている。
報酬も同じ仕組みで、階層間の報酬差は非常に大きく、だいたい 1.5倍から 2倍のペースで

増えていく。業界で中堅どころという彼の会社の例でいえば、アナリストが大体年収 70,000

～ 80,000ポンド（邦貨で約 1,000万円）、1階層上がるごとにそれが 1.5～ 2倍になっていく。パー
トナーともなれば 1億円プレーヤーも夢ではない。
そしてその「昇進の基準」なのだが、実に機械的というか単純なのである。業務、つまり

コンサルティングに求められるスキルの項目というのがあり、それをどれくらい満たしてい
るか。それで決まるのである。
組織が求めるもの、それは「理念」でも「哲学」でもない。「成果」である。彼の会社でも

毎週のように会議があり、そこで様々な事業の提案や分析が行われ、意思決定が行われるそ
うだが、そこでの決め手は「投資として適切か、即ち投資に見合う経済的利益が見込めるか」
という一点に集約される。自分のコンサルとしてのスキルを駆使してそのことにどれだけ貢
献できるか。データと情報の収集、分析、顧客対応能力（プレゼン能力）……、それで彼／
彼女の評価が決まる。
わかりやすいと言えばこれほどわかりやすい組織はないだろう。組織の中で生きる人間に

とって「この組織にどう適応していけば良い成績が残せる―昇進できる―のか」が極めて明
確でわかりやすいシステムなのである。
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こういう組織で昇進していく人とは、どんな人だろうか。
与えられたシステムの中で、そのシステムの是非を問うことなく（「余計なこと」で悩んだ

り考えたりすることなく）、そのシステムが求めることに対応する最高度の適応能力を持って
いる人。つまりはそういうことになる。自分のやっていることの社会的意義は、などと悩ん
でいたら昇進などできない。
こうしてみると、既存のエスタブリッシュメント組織―例えば官僚組織―とは随分違う、

超「能力」主義、成果主義の塊のような組織に思えていた「コンサルタントー現代の花形業界」
なのだが、実はその本質はほとんど同じで、彼らの組織というのは現代社会を構成する様々
なサブシステムの持っている特徴を極端な形で表しているだけのことではないか。
私にはそう思えた。
思うに、そもそもエリートというのは「あるシステムの中で、そのシステムに対して最高

度の適応力を持っている人」である。システムへの適応力こそが、彼らを組織の中での競争
勝者たらしめている能力である。このことは、組織の如何を問話ない。官僚機構然り。大企
業然り。アカデミズム然り。IT企業やコンサル、ベンチャーの世界だって同じなのである。
そう考えていくと、「正解を教える教育」を受けてきた「競争勝者」の若者たちの多くがこぞっ

てこういう業界を目指すようになっている、というのも何となくうなずける気がしてくる。
さらに言えば、世の中全体の風潮という意味でも、「成果主義」「結果主義」重視の流れは

どんどん強くなっていて、数字で示される目の前の成果や「経済」合理性を求めるようになっ
ている。
なまじ「教養」だの「批判的考察の能力」なんてものがあるとろくでもない、といわんば

かりの「反知性主義」がどんどん幅をきかせているようである。
「システムへの適応能力―従順かつ的確に『期待される対応』をする能力＝『忖度』する能
力」に長けた頭のいい人たち、あえて余計なことは考えない、進んで「批判的考察をする自由」
を放棄する「極めて優秀な烏合の衆」ばかりが社会の中枢を構成する、どんどんそんな社会
になっていっているということなのだろう。
果たしてそれで本当にいいのだろうか、というのが、本稿での私の問題提起である。
私たちの世界は、「不確実性」と「緊張」に満ちあふれている。政治も経済も、既存の社会

システムは世界中で機能不全を呈し、誰しもが現状に不満を持ち、将来に不安を抱え、他者
への寛容の気持ちを失いつつある。
「変わらないでいるためには変わらなければならない。」
歴史は何度も同じことを繰り返している。正解のない世界の中で、「今のままで本当にいい

のだろうか」「私たち（私たちの組織、私たちの社会）は本当に「人々に貢献している」と言
えるのだろうか」と謙虚に自問し、現状を変えて行くこと、より良い可能性を求めて「徹底
的に考え抜き、行動すること」が求められているのではないだろうか。
教養なきリーダー、理性と感性を併せ持たないエリートたちによる「変革」は単なる破壊
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行為でしかない。
「権威の庇護にある安全圏（＝自分が安住できる与えられた社会システムの中）で思考を放
棄することは、善悪やモラルの判断まで放棄することにつながる。」
「ホロコーストという人類史上類を見ない蛮行は、「残虐なモンスター」のなした所行では
なく、思考を停止し、ただシステムに乗っかって組織に命じられた通りに行動した小役人た
ちによって「計画的」かつ「効率的」に実行された。」
権威者＝トップリーダーがしっかりした思想・哲学を持たず、部下たちが権威者に逆らわず、

権威者の意思に阿って個人の思考を放棄するようになれば、その組織はモラルを失い、時に
は人道に反するようなことでも黙々と遂行するようになる。
そして、社会は荒廃し、堕落していく。
そんな「社会のありよう」そのものを―少しでもいいので―変えていく努力が、今こそ求

められているのではないだろうか。今必要なのは、既存のシステムの中で最適の生産性を発
揮する「頭のいい秀才」ではなく、自らの「理性」と「感性」をはぐくみ、既成の「正解」
にとらわれない自由な知的営為・創造的実践を行うことのできる「教養人」であり、そうい
う人材を一人でも多く育て、彼らに私たちの未来を託すこと。
そういうことではないだろうか。
これが、私が今「教養主義の復権」を訴える理由である。




