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   第３７回「高畠ゼミ OG・OB 会」読書会    ２０１２年１月２１日 

 

「希望のつくり方」 玄田有史 岩波新書   報告者 小田輝夫 

 

 「希望という名のあなたを訪ねて遠い国へとまた汽車に乗る あなたは昔の

あたしの思いで ふるさとの夢はじめての恋 けれどあたしが大人になった日

に黙ってどこかへ立ち去ったあなた いつかあなたにまた逢うまでは あたし

の旅は終わりのない旅」（藤田敏雄作詩、いずみたく作曲、唄 岸洋子） 

 １９７０年、大阪万博が開催され、安保闘争が激しく、水俣病闘争、光化学

スモッグなどの環境問題が派生しながらも、将来の高度経済成長を予見させる

社会状況の中、この歌「希望」は生まれ誰もが希望を膨らませた時代であった。 

 あれから４０年が過ぎ、いま、政治も経済も社会も閉塞状況にあり、若者に

とっても、高齢者にとっても希望の持てない世になってしまった。希望は立ち

去ったまま、探す旅にも出かけない人達が増えている。さらに、３・１１の東

日本大震災は原発事故と相俟って我国に未曾有の衝撃を与えている。 

 日本には最早希望はないのか、若者に夢や希望を持たすことができるのか。 

 「かって希望は前提だった」。現代は誰にでも希望が与えられる時代ではなく

なってしまった。多くの人が、希望がないと感じるようになった理由は何なの

か、希望が前提でなくなった時代に一体何を糧に未来へ進んでいけばいいのか、

著者は希望を単なる個人の心の持ちようとして考えるだけでなく、個人を取り

巻く社会のありようと希望の関係に注目し「希望学」を提唱し希望と社会の関

係を発見しようとしてきた。希望というテーマは一筋縄では解決しない魔物で

あり、現代で最も重要かもしれないが最も難しい問題でもある。 

 

第一章 希望とは何か 

＊ 日本の希望を考える時、やはり若い世代、未来に生きる世代が希望を持てる

ことが何よりも大事である。その為には先に生きてきた世代が自分の経験を

正直に若い世代に話すことが大切であり、世代を超えた率直な対話が出来る

ようになって初めて日本の希望が考えられる。 

＊ 希望について考えるきっかけは若者を取り巻く雇用問題であり、若者の失業

者が急増し、定職のない若者やフリーターが増大している。決して意欲や能

力の欠如ではなく、むしろ中高年の雇用を維持する代わりに雇用機会を奪わ

れているのが現実である。仕事につくことが出来なかったり、不安定な雇用

状態の若者の多くに共通して欠落している「何か」がある。その何かこそが

「希望」である。働くことや、時には生きること自体に苦しさを感じている

若者の問題に取り組むには、希望の問題を真正面から考えることが必要であ

る。希望とは何ものか。希望はどのようにして生まれるのか。希望をもつこ

とが何をもたらすのか。答えは容易にはみつからない。 

＊ 希望が欠けているのは若者だけでなく、中高年サラリーマンも同じ状況であ

る。多くが希望を失っているのは本人の心の弱さが原因ではなく個人を取り
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巻く周囲や社会に、大切な何かが欠けていることが、希望の欠如に繫がって

いる。（すべて社会の責任にしてよいのか。自己責任はないのか）ニートやひきこもり

を取り巻く周囲に欠けているものの一つの象徴が「大丈夫」という言葉であ

る。「心配ないよ、安心して」と、一人ひとりが希望をもてるよう的確に「大

丈夫」の言葉を投げかけることが重要である。もっとお互いに大丈夫の言葉

を掛け合える状況の生まれることが希望の持てる社会には必要である。（あま

り大丈夫ではない世の中で、「大丈夫」は無責任にならないか、P196大丈夫の使い方参照） 

＊ 若い世代が希望を持って生きていくには、その先を生きる世代が、まずは自

分自身が希望を持って生きている姿を示していくことが大切である。希望は

人から人へ伝播していく。 

＊ 「頑張る」という言葉は最近評判がよろしくない。これから先、何をすれば

よいかが見つかっていない人や自分がやりたいと思っていることではない

ことをやり続けなければならない人には「頑張れ」という言葉はかえってス

トレスになる。目標が定まっていて、今の状態を維持すれば、それが達成出

来そうな「幸せ」な状況にある人にとって「頑張れ」は有効であるが、反対

に未来の希望や目標を模索中の人には「頑張れ」ということばは気をつけて

使ったほうがよい。（それにしても「頑張れニッポン」を初め、「頑張れ」が溢れ過ぎ） 

＊ 浄土真宗のお経の中には「希望」という言葉はでてこない。普段の生活の中

で「南無阿弥陀仏」を唱えれば、ことさらよりよい未来を希望しなくても、

極楽浄土に導いてくれる。だから、あえて未来に希望を持てと説かれること

はない。禅宗でも希望という文言は登場しない。禅宗は希望をもつことより

も「捨てること」のほうが大事とされている。これまで、日本では希望を持

てない人が沢山いるということが深刻な問題として捉えられてきた。だけど

仏教の世界では希望がないことを取り立てて困ったこととは考えておらず、

希望などもたずに毎日を生活できるのならば、それにこしたことがないとい

うのが仏教の理想である。 

＊ キリスト教は仏教とは対照的に、希望の宗教として、希望を持つことの大切

さを真正面から述べている。キリスト教における希望は神による救世を含ん

でいる。希望は善なるものといった、きわめて肯定的な意味で語られる。ロ

ーマ教皇は世界で最も希望という言葉を、影響力を持って発信する人物であ

る。ローマ教皇ベネディクト十六世の回勅（2007 年）の題名は「希望によ

る救い」であり、「信仰とは希望である」と説いている。キリスト教におけ

る希望は、愛と信仰とが分かちがたく結びつき、目には見えないけれどもそ

の存在が信じて疑われない最も大切なものである。また、信仰と同時に政治

にも影響を与えてきた。バラク・オバマの「チェンジ」「ホープ」の言葉も

キリスト教に深く根付いたものだし、「イエス、ウィ・キャン」演説も、「あ

のアメリカの精神―アメリカの約束―」もその背後にあるものは、まぎれも

なく希望という言葉だった。 

＊ 仏教とキリスト教では、希望の意味について、まったく異なった立場で、正

反対の理解であるが、人間が希望を持つということへの共通した何かがある。
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仏教もキリスト教も、人々の生活や生きること自体が、困難の連続であり、

希望を捨てる方向に導くか、より求める方向に促すか、その差し示す先は違

いこそすれ、人間が困難の中で生きざるを得ない存在であることを認める点

で共通している。いずれの場合も困難な状況のなかでこそ希望は生まれる。

人間は本来、日々の生きる困難の中で、希望を否応なく持とうとするか、持

たざるを得ない動物である。よりよい明日を求める。それが人間の業であり

本性である。希望は持つべきか持たざるべきかではなく、困難が連続する社

会の中で生き抜くために、どうしても求めてしまうもの、それが希望である。 

＊ 夢との違いは、無意識のうちに見たり、飽き足らない気持ちから次々と生ま

れるのが夢であり、それに対して、希望は意識的に見たり、苦しい状況だか

らこそ、あえて持とうとするところに特徴がある。 

＊ 水俣病は、希望という言葉とは最も遠いところにある負の側面であるが、水

俣では常に希望が語られ続けてきた。そこには、希望を見出すことが困難な

取り返しのつかない絶望的な状況が広がっていた。そんな困難を生き抜くた

め、それが実現困難であっても、未来に挑む原動力として、人は希望をあえ

て意識的に持とうとする。水俣の困難に挑んできた希望は、時を経て地域の

再生の光へと結実した。それは「もやい直し」と呼ばれ、立場の違いを超え

て対話を深め、共に行動していくことが宣言された。市民主体の「行政参加」

によるまちづくりの推進であり、「地元学」による住民主体の地域再生のた

めの学びあい、気づきあいであり、2008 年には水俣市は環境モデル都市に

指定され、今や環境先進地域として新たな地域の希望の星となっている。 

＊ 幸福と希望との違いは、幸福は満ちたりた状態がいつまでも続くように「継

続」を求めるのに対し、希望は現状を未来に向かって「変化」させていきた

いと思う時に表れる。変化を起こすには一人の力だけでは難しく、同じ変化

を希望する人達と一緒に行動できるかどうかに、変化の実現はかかっている。

いづれにしても、幸福と希望は、人生によろこびを得るための二つの大きな

要素である。頑張れば、変わらず守り続け、維持できる見通しがあれば幸福

に繫がり、現状の厳しさを認め、より良い未来が待っていると信じられるよ

うな変化が期待できる時には希望が育まれる。 

＊ 希望、夢、幸福などと並んで、安心が近年重要視されている価値観である。

安心は希望と大きく異なっている。将来の先行きが見えない、経済の不確実

性が高まっているなど、老後の生活や年金問題など不安が広がっている裏返

しとして、確実な安心を求める気持ちが強まっている。希望は先行きが確実

に見えているわけでなく、厳しい状況の中で、先が見えないからこそ、勇気

を持って前に進むために必要とされる。先が完全に見えてしまったら希望な

ど持つ必要がない。安心は確実な結果を求めるものであり、希望は模索の過

程（プロセス）そのものである。変化の激しい時代には、確実と思っていた

ものが、あっという間に役立たずになる。希望も同じ。どうすればもっと良

い将来をもたらすかを考え試行錯誤を続けることにより、希望は生まれるの

である。 
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＊ 希望という言葉は「頑張れ」と同じように気をつけて使わないといけない。

注意して使うことによって、未来に進むための力を与えてくれることがある。 

 若い人すべてが希望に満ち溢れているわけではなく、将来に対し希望を持て

ない人も沢山いる。多くの場合、持ちたいと思っても、どうせ持てないとあ

きらめていることが多い。「悩むことを放棄している」若者が多く、それでは

希望を育んでいけない。 

  希望学で学んだ希望をつくるための一つのヒント。これは希望とは何かと

いうことにまつわるヒントでもある。希望というのは四つの柱から成り立っ

ている。Hope is a Wish for Something to Come True by Action．を踏まえ 

 １ウイッシュ（wish） 「気持ち」「思い」「願い」 

 ２サムシング（something）「何か」将来こうありたい、ああなって欲しいと

いう、何か具体的なことがある。 

 ３カム・トゥル－（come true）「実現」道筋とか、踏むべき段取りを考える。 

 ４アクション(action) 「行動」 

 希望が持てない、見つからない人は、四本柱のうちどれかがまだ見つかって 

 いない人であり、どの柱が見つかっていないかを考える必要がある。 

＊ 「そもそも希望とは何なのか」。希望学が学問である以上、分析対象である

「希望とは何か」を明確に定義することが大切である。リチャード・スウェ

ッドバ－グ（社会思想研究者）の提案した「希望」が Hope is a Wish for                   

Something to Come True である。希望は個人の内面の問題だけでなく、社

会のあり方と深く結びついている。希望は心理学的アプローチだけでなく、

科学的アプローチが可能であるし必要である。 

＊ 先のスウェッドバーグの提案に、広渡清吾（比較法社会論）から社会科学の

対象となる希望の定義には by action（行動によって）を加えることが重要

との新たな提案がなされた。幸福は持続を求めるものに対して、希望は変化

を求めるものと指摘した。変化には二つの、似て非なる側面がある。「変わ

る」と「変える」という変化であり、今の日本で無意識に求めがちなのが「変

わる」変化である。しかし、今本当に必要なのは、自分達の手で「変える」

変化である。希望が叶うのをただ願って待つのではなく、むしろ自分から動

き出すことが必要になる。社会の問題として考えるべき希望とは、自らの行

動によって実現の方向へ何かを変えていけるのだという信念に基づく希望

である。それ以来 Hope is a Wish for Something to Come True by Action. 

となる。四本柱の中で一番多い反応が「行動」の柱である。状況が変わるの

をじっと待つだけでなく、自ら変えるべく行動を伴う希望こそ社会と繫がっ

た希望である。 

＊ 希望は何を望むかとか、どのように実現するかということで、社会と深く結

びついているが、それは個人の思い（wish）として生まれ育まれた、１人１

人の希望の問題である。それでは、社会全体として希望を共有することは可

能であろうか。経済的に停滞する地域や高齢化が進む地域が、再び元気を取

り戻して、新しい社会を作り直そうとする時には、そこに暮らす人々で希望
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を共有することが求められる。多様性の時代、バラバラではなく皆のチカラ

を集め、一人一人を尊重すると同時に、社会全体が望ましい方向に変化して

いくために、希望を個人だけでなく皆で共有する取り組みを、お互いが出来

ることを責任と誇りを持って行うことにより、希望は個人の次元を越えて社

会のものとなっていく。 

  社会の希望には、四本柱に加えて with othersが必要。Social Hope is a 

   Wish for Something to Come True by Action with Others(Each Others). 

   社会的希望とは他の誰かと希望を共有することであり、納得いくまで対話を

繰り返し、お互いが尊重されていることを確かめ合い、そして実現に向け

て共に試行錯誤を繰り返しながら進んでいく。これが「希望の社会化」で

ある。 

 

第二章 希望はなぜ失われたのか 

＊ 「この国には何でもあるが、希望だけがない」（村上龍「希望の国のエクソ

ダス」）といわれるが、実際に希望のない人はどれぐらいの割合にのぼるの

か。希望を持てる人と持てない人に社会が分かれているが、その違いを生ん

でいるのは、どのような背景なのか。 

＊ 「希望がありますか」の質問（全国訪問調査）に 78.3％があると回答してい

る。ウエッブ調査で 76.5％、釜石市同窓会調査で 78.3%が将来に対して希望

ありと答えている。希望がないと言われる日本でも、希望の有無を問われれ

ば、実際には約 8割の大人が希望はあると回答している（調査は 2006年の実施

であり、3.11以降の状況とは異なるかもしれない）。そのうち、実現が見込まれる希

望を持っている人は 80.7％であり、全国調査の結果、２０代から５０代の約

63.2％が将来実現見通しのある希望を持っていることになる。逆に、36.8％

の人は希望がまったくない、もしくは希望はあるが実現しないと考えている。

およそ 3人に 1人が実現可能な希望を持てない社会が今の日本である。 

＊ 「あなたは現在、幸福だと思いますか」の質問に対し、希望がないと回答し

た人のうち、73.8％はイエス、希望がない人でも、4人に 3人は現在、幸福

を感じている。希望がないからといって、皆が皆な不幸なわけではない。し

かし、希望を持つことは現在の幸福と密接な関係があり、希望がある人の

84.2％が現在幸福であると回答し、希望がない人より明らかに多い。さらに、

実現見通しのある希望を持った人の 87.4％が幸福であり、実現見通しのない

希望しか持たない人は 70.6％にとどまり、幸福感が薄くなる。四本柱の一つ

である「実現」は、希望が生きる元気に繫がるためにとても重要な要素であ

る。「実現」は社会の動向とも密接に関係している。社会が悪い方向に向か

っていると考える人で、実現見通しのある希望を持つ割合は 52.9％と半分程

度。かならずしもそう思っていない人では 81.5％が実現見通しのある希望を

持っており、大きな違いがある。実現できると思える希望を皆が持てるよう

になるには、社会が決して悪い方向に進んでいるばかりではないんだと、皆

が実感できる社会であることが大切である。 
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＊ 実現見通しのある希望を持つ人の半分は、3年以内に実現するだろうと考え

ている。希望は遠い先にあるものから、すぐに実現して欲しいものへ変化し

てきた。現代はすぐに希望が叶えられなければ、「希望がない」という感覚

につながってしまう。このことは、製造業中心の経済からサービス業に重心

をうつした産業構造の変化に起因し、サービス社会の進展は社会における希

望のありように影響を与えている。希望があまりにも短視眼的になるのは危

険かもしれない。短い希望を求めすぎると、変化ばかりを追い求め、日常に

変化がないことを過度に退屈に思うようになってしまい、落ち着いた未来に

取り組むことが億劫に感じる傾向が強まってしまう。希望は短期、中期、長

期の三つぐらいに分けて持つのが良いと思われる。 

＊ 「何に対して希望を求めることが多いのか」。圧倒的に多くの人達が「仕事」

で 66.3％、日本の際立った特徴である。次いで「家族」46.4％、「健康」37.7％、

「遊び」31.7％と続く。「仕事」は収入よりも「自分らしさを発揮できる」「自

分のやりたいことが出来る」を挙げる人が多く、仕事は単に収入を得るため

の手段だけでなく、自己実現のために不可欠なものと考えることが多いのも

日本社会の特徴である。しかし、仕事に希望を求めがちなことが、社会にマ

イナスをもたらしている側面もある。「自分が駄目だから良い仕事に就けな

い」と自分を責める人もいる。実際は大変な不況であり、社会構造上の問題

なのに、自分が悪いと絶望的に感じてしまう。「日本ではあまりにも仕事に

希望を求めすぎている」（湯浅誠）。仕事よりも、生きることそのものが、希

望でなければならない。 

＊ 「仕事」に希望を求めがちという現実は、日本の雇用社会に特徴な「評価」

のあり方に１つの理由がある。それは、「職能資格制度」で、日本の会社の

多くでは、今でも仕事にではなく人に支払う仕組みとなっており、働くこと

が自分自身の評価になり、働くことに希望を感じやすい社会を作ってきた。

そして希望に繫がる仕事への奮闘が戦後の日本経済を支えてきた。しかしな

がら、1990年代のバブル崩壊後、低成長経済に突入し、「成果主義」へと評

価の仕方に変化をもたらし、人よりも仕事の結果を問われるようになった。

成果がでないと給料は下がり、自分の評価が下がったと思い込み、希望が絶

望になってしまう。働くことに自信を失い、心身の調子を崩してしまう。こ

れは、希望が強すぎることによって生まれる悲劇であり、悲劇を避けるため

にも、仕事と自分の間に上手に一定の距離を置くことが大切である。 

＊ 「最も重要な希望を実現するために行動していることがあるか」の質問に

46.9％が実現に向けて行動していた。希望はもっているが実現に向け行動し

ていない人も約 3割存在した。社会は、希望を持っているかどうかではなく、

希望を持って行動しているかどうかで、半々に分かれている。「最も重要な

希望を実現するために、応援・協力してくれる人がいるか」の質問に、54.4％

がいると回答しており、希望の実現に向けた仲間がいるかどうかで、およそ

半々に分かれている。誰かが希望を与えてくれるのをじっと待っているので

はなく、自らリスクを取って行動する人が半分から 6割、7割へと増えてい
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けるかどうかが、希望再生のカギを握っている。１人でリスクを背負うので

はなく、大切なのはリスクを共に分かち合う仲間の存在や希望を共有する仲

間の存在がかかせない。（3.11東日本大震災の復旧・復興の地域、ボランティアの仲間） 

＊ 希望があるかどうかは心の問題以上にその人を取り巻く環境、即ち「可能性」

に大きく左右される。可能性が大きければ、希望を持ちやすくなる。何かを

実現するには「資源」が必要。「年齢」「収入」「健康」といった要因が希望

の有無に影響するが、特に年齢が若いことは「時間」が多いことであり、そ

れだけ希望をかなえる可能性が開かれる。希望をつくる上で「時間」は最も

貴重な資源であり、若者の特権である。しかしながら、年齢が高く、収入に

恵まれず、さほど健康ではない人でも、希望を持って行動している人がいる

ことを忘れてはならない。（我々、読書会のメンバーも然り） 

＊ 希望を信じて、未来に向かって挑戦する若者達は、たとえ失敗に終わっても

社会に元気を与え、社会を切り開いていく革新や創造を生む。しかし、時代

は 1990 年代以降、閉塞感が広がり希望の持てない社会となった。その背景

の１つは「高齢社会」の進展である。日本は急激に高齢化社会（65歳以上 7％）

から高齢社会（14％）になり（2005年に 20％を超え、現在はすでに 21％を越え超高

齢社会となっている）、希望を持つことの多い若者の相対的に少ない、希望の持

てない社会となってしまった。その上、歯止めが利かない少子化が出現（2011

年新生児 105万 7千人、過去 100年で最低）し、合計特殊出生率も 2005年で 1.27

人（2010年 1.39人、2.08人以下で人口減少）で、この年より人口の自然減少が始

まり、少子化が更なる少子化となる。子供を持つことに不安を感じないです

む社会作りが大切であり、子供を社会全体で育てる環境作りを進めることが、

希望を持てる社会作りの第一歩である。 

＊ 収入が多い人ほど希望を実現しやすい。しかし、ある一定の年収水準までの

ようであり、境目は年収 300 万前後であり、誰もが年収 300 万以上が確保

出来る社会を目指す必要がある。しかし、現実は、300万以下の人が沢山い

る一方、年収数千万の人も多く、分断社会となっており、希望を持つ割合が

低くなっている。ほとんどの人が年収 300万を越えているような平等社会に

なれば、多くが希望を持ちやすい社会となる。皆が最低限の所得を分かち合

えるような、所得再配分機能を強めた税制や社会保障制度の実現は、希望の

多い社会を生む（この文脈には納得しかねます）。無職で年収のない人は希望を持

てない。仕事に就きたくても就けない現実を前に、希望を持つことをあきら

めていることが多い。働きたい人が誰でも働ける完全就業社会を作っていか

なければならない。今後は、グローバル化によるショック（ex.リーマンショッ

ク）など、様々な経済的衝撃を皆で乗り切ることが出来るよう政策的な準備

をして、ショックに強い体制を作る必要がある。誰もが一定の収入や仕事を

確保でき、希望を失わないためには、起こるかも知れないリスク（危険）の

イメージを共有することが大切であり、その上で、不確実な未来に備えて、

出来るだけの行動をしておくことが求められる。 

＊ 希望をもたらす可能性を支える背景として、年齢、収入、健康と並んで重要
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な要因は教育機会である。高卒よりも、大学・大学院卒の方が希望を持つ確

率が約 11％ 高い。教育は希望の可能性を拡大する重要な社会的道具である。 

＊ 行動や選択の範囲を規定する「可能性」の程度によって、希望の有無が左右

されるが、可能性と並んで希望に影響を与える重要な他の背景は「関係性」

である。希望は個人の内面だけに閉じた問題ではなく、社会のありようと深

く関わっている。社会とは、人と人が繫がり、関わり合うという関係の網の

目である。希望があるかどうかも、社会における他者との関係によって影響

される。「自分は孤独だ」と思う人は、実現見通しのある希望を持つ確率は

低く、逆に友人が多い人は実現できると思える希望を持ちやすい。多くの人

が日本に希望がなくなってきたと感じているが、急速に広まってきた社会の

孤独化現象が背景にある。自殺者は 10 年以上 3 万人を越えており、高齢男

性の孤独死も増え、ニートの若者やひきこもり、いじめ、不登校など人間関

係の息苦しさの中で、孤独にさいなまれている。現代は、日常のあらゆる面

で、人間関係をやりこなす対人関係もしくはコミュニケーション能力にすぐ

れていることが重視されるようになり、人間関係に疲れ切っていて、もう孤

独に生きるしかないと感じる人が増えるのは当然である。希望の四本柱の多

くは、他者との適度の交流の中で発見されるものであるが、孤独化が広がっ

た結果、希望が持てない人が増えてしまった。 

＊ 希望が持てない原因は、日本社会に孤独化が広がっていることであるが、希

望の回復には人間関係を良くする社会への改革が必要である。しかしながら、

人間関係を広く再構築するための具体的政策はすぐには思い付かないし、人

間関係を良くするための対策など簡単には判らない。1 つだけ方法がある。

それは、共通の敵を仕立てて、皆で倒すことを共通の希望とすることで、人々

に一体感をもたらすが、これはスポーツを除き、社会でやってはいけない禁

じ手である。人間関係をどうするかは、政府や自治体に頼るのではなく、や

はり自分達で考え、行動することしか決め手はない。どのような日常的な関

係作りが具体的に重要となるかの興味深い事実がある。それは、仕事につい

て、実現見通しのある希望を持っている人の特徴は、職場を離れた友人・知

人が多いことである。自分のことを評価してくれたり、期待してくれたり、

時に心配してくれる人々がいることである。社会学の「ウィーク・タイズ

（Week Ties）」（米・社会学者・マーク・グラノヴェター が提唱）、「緩や

かな繫がり、絆」という転職につての考え方で、自分と異なる情報を持って

いる人との緩やかな繫がりが、転職を成功させる条件として重要。自分と違

う環境にある人との、たまに会う程度の緩やかな繫がり、ウィーク・タイズ

が希望の実現につながっていく。 

＊ 転職に対して、ノイズ（雑音）のない正確な情報によって判断するには、自

分の周りだけで閉じていない、開かれたウィーク・タイズが効果的である。

いつも会うわけではないけれど、ゆるやかな信頼で繫がった仲間は、自分の

知らないヒントをもたらしてくれる。働くことそのものにも、ウィーク・タ

イズの重要性が増している。同じ組織の同じメンバーの強い結束（ストロン
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グ・タイズ）の下にあることが仕事の成否を左右した時代から、プロジェク

ト（事業計画）をベースに仕事をすることが多くなり、職場以外にゆるやか

な人間関係としてのウィーク・タイズを持つことが重要となる。日本の希望

の再生において、新しい人間関係としてのウィーク・タイズを一人一人が広

げていくことが出来るかが、1つのカギを握っている。 

＊ ウィーク・タイズは誰にでも自由に作れるものではなく、社会階層の問題が

影響する。お金や時間があったほうが有利ではあるが、すぐには理解出来な

い相手であっても共感しようとする姿勢があれば作ることが出来る。共感に

基づくゆるやかな関係から、自分自身の希望、そして他者との間の希望を作

ることは出来る。 

＊ 人との関係として、友人と並んで、希望に大きな役割を果たしているのが家

族である。家族関係に恵まれてきた人ほど、未来に希望を持ちやすい傾向に

ある。お金より親からの信頼や期待が重要であるが、期待し過ぎや干渉し過

ぎは重荷になり、子供が自主的に生きることを難しくする。親子関係が余り

にもかけ離れてしまうと子供を生きづらくさせる。今、家族の中ですら孤独

な状態に置かれた人が増えている。さらに、単身者世帯が増加している。1980

年時点で 18.1％だったが 2005年には 24.6％になり、４世帯に１世帯の割と

なり、高齢者のみならず、若い無業者の間でも増えている。また、「帰る家

のない」ホームレスやネットカフェ難民が増えている。家族関係を如何に立

て直すかというのは、経済、医療、福祉、教育以上に難しいテーマである。

本人にとっては選ぶことの出来ない家庭環境のために希望を持つことが難

しい人達がいる。すぐには解決策が見つからなくても、何よりも大切なのは、

希望を持てない人の実情を、共感を持って理解しようとすることである。 

＊ 〈希望が失われた理由〉 第二章のまとめ 

  日本の大人の３人に１人は希望がないか、もしくはあるけれど実現をあき

らめているのが現実であり、希望がないと感じる人が増えている。バブル経

済崩壊後の「失われた 10年」を経て、長期の経済停滞が続き、十分な収入や

仕事が得られなくなり、貧困状態にあえぐ、希望を持てない人々が増えてき

ている。希望イコール仕事と考える傾向が強い日本社会では、仕事にやりが

いを感じなくなったことも、希望喪失に繫がっている。希望が失われた理由

の１つはまぎれもなく経済問題であり、さらに、年齢や健康問題、高齢社会

の進展であり、希望を持つ若年人口の減少、健康不安を抱える老人の増大で

ある。長寿大国となったが、医療、社会保障体制の維持は微妙であり、教育

機会を保証されない人々が拡大している。推進しなければならないあらゆる

政策は行き詰まり、希望の喪失を増幅している。その他、孤独化現象の拡大、

家族の崩壊、解体などが増大している。友人や家族などの人間関係は政治や

政策の問題ではなく、当事者同士の問題である。このまま、日本は永遠に希

望を失った社会となるしかないのか。そうは思わない。希望には、可能性や

関係性とは別の重要な側面がある。 
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第三章 希望という物語     

＊ 先にみたように、希望を持てるかどうかは、その人が社会においてどれだけ

の「可能性」が開かれているか、又人と人との繫がりによって、見出された

り、一緒に行動することによって実現する、他の人との「関係性」が希望を

左右した。可能性、関係性と並ぶ、希望を取り巻く三つ目の大切なポイント

は、希望の「物語性」である。社会が希望を取り戻したり、新たな希望に向

けて動き出すためには、まずは可能性の拡大や関係性の再構築が求められる。

同時にそれに加えて、社会に生きる一人一人が自分にとって物語として希望

を紡ぎ続けることが重要である。では、希望に欠かせない物語性とは何か。 

＊ 小６の時、70.9％が「希望する職業があった」と回答しているが、「希望し

た仕事に就いたことがある」は 8.2％に過ぎなかった。中学 3年生は 62.2％

と小学時代より減っている。あこがれは専門性（薬剤師、栄養士、看護婦）

へ移っていくが、希望の仕事に就いたことがある人は 15.1％にしか過ぎなか

った。子供の頃に抱いた希望は実際にはほとんど実現しないし、大人になる

と失望に変わってしまう。 

＊ 情報化の進んだ社会の若者は、過っての若者以上に、希望の実現が困難であ

ることを直感的に知っている。昔の子供よりも、今の子供の方が夢や希望を

持ちにくくなっている。子供の頃の希望に限らず、希望の多くは失望に終わ

る。それでは、希望を持たないほうがいいのか。いいえである。むしろ、希

望は失望に変わったとしても、探し続けることにこそ本当の意味がある。誰

もが、やりがいのある仕事に出会うことを望んでいるが、希望の多くは簡単

には実現しない。大事なのは、失望した後に、つらかった経験を踏まえて、

次の新しい希望へと柔軟に修正させていくことである。「希望の多くは失望

に変わる。しかし希望の修正を重ねることで、やりがいに出会える」これが

希望の物語性についての第一の発見である。 

＊ 希望の物語性として、修正体験と並んで、希望と密接に関わっているのが挫

折体験である。ほぼ半数の 48.4％が挫折体験を持ち、挫折を乗り越えたと自

負を持つ人が 83.2％いる。就職してから挫折を経験し、それを乗り越えた人

はおよそ 4割であるが、現在希望を持って仕事をしている割合はこの人達が

圧倒的に高くなっている。過去に挫折を経験していない人ほど、希望を持ち

にくくなっており、何も仕事だけでなく、失恋の挫折の経験のない人ほど結

婚への希望が持てない。挫折を経験し、なんとかくぐり抜けてきた人ほど希

望を持っている傾向にあり、過去の失敗を自分のものとして捉え直し、それ

を現在の自分の言葉で表現できる。挫折と希望は過去と未来という時間軸上

では、正反対の位置にあるが、現在と言葉を通じて共に繫がっている。「過

去の挫折の意味を自分の言葉で語れる人ほど、未来の希望を語ることが出来

る」。これが、希望の物語性についての第二の発見である。 

＊ 自分の過去の経験に基づいた言葉は、それが何気ない言葉であっても、どこ

かしら、共感を呼ぶ。挫折が希望に変わる瞬間には、しばしば人から人への

経験の伝播がある。 
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＊ 挫折そのものはつらい体験だが、その挫折が時として希望のバネになるとい

う関係がある。しかし挫折が苦しいまま、希望につながらないこともあるは

ず。だとすれば、挫折を乗り越えて希望に繋げるには何が大切なのか。実際

の事例や経験に基づいて考えた結果、釜石にたどりついた。釜石は、過って

は地域の希望の星だった場所である。戦前二度の大津波に見舞われ、さらに

艦砲射撃によって街が完全に破壊された。戦後の復興は目覚ましく、製鉄（高

炉）と共に産業は活性化し、地域内外の人が大勢出入りし、高度成長期に製

鉄の街として繁栄した。しかし、やがて訪れた不況により、人員削減・合理

化が行われ、1989年全ての高炉が停止し、多くの人々が立ち去って行った。

ピーク時（1963 年）に 9万人いた人口が、2010年には 4万人弱に減ってし

まった。過って、希望の星であった釜石は、同時に多くの試練や挫折をし続

けた街でもあった。高齢化も進んでいたが、2000 年代から新しい希望が芽

生えてきた。それは、物づくりを中心とした産業構造からの転換を迫られ、

「物づくり」という原点を大切に守りながら、新たな製品化にチャレンジし

てきたことである。今や、健康食品などの新製品を初め、製造出荷額は過去

のピークを凌ぐ勢いである。挫折を挫折として、真正面から見つめ直し、も

がきながらも 1つ 1つ潜り抜ける、その先でこそ新しい日本の希望を語るこ

とが出来る。挫折の歴史から目を背けることなく、そこから進むべき道を学

習し、新たな希望を育もうとする。そんな釜石の経験から、挫折から未だ抜

け出せない日本社会全体が学ぶことが沢山ある。（3.11以前にすでに釜石を取り上

げ、挫折からの克服を語っている。東日本大震災からの立ち直りのメッセージでもある。） 

＊ 何かを行動しようとする時、皆が皆ないつも応援してくれるわけではない。

時には、誤解や批判を受けることもある。その中で、どんな時も自分を信頼

し、助言して呉れたり、真剣に意見して呉れる仲間がいることが重要である。 

＊ 「これまで苦しいことも沢山経験したが、今思えば、無駄なことは何もなか

った」。これは、つらい経験、体験を教訓として、その後に再び訪れた難局

を乗り越えることが出来た人の実感である。希望が持っている物語的性格を

理解するための、「修正」「挫折」に続く第三のキーワードこそ「無駄」であ

る。希望は、実現することも大切だけれど、それ以上に探し、出会うことに

こそ意味がある。希望とは探し続けるものであり、模索のプロセスそのもの

である。そして、見つけたはずの希望も、多くは失望に変わり、また新しい

希望を求めた旅が始まる。希望は「あえて迂回し、距離を取ること」によっ

て出会える（政治思想史・宇野重規）。時代や社会に流されることなく、自

分自身もまだ気づいていない「何か」と出会うためには、そんな無駄に見え

るものにあえて挑むことが、むしろ積極的行為となる。寄り道することを許

されず、じっと待つことすら出来なくなった社会。そんな社会からは、希望

との出会いも失われていく。 

＊ 物語には大きく分けて二種類ある。１つは筋書きの見える物語であり、もう

１つは筋書きの見えない物語である。後者は、ストーリー展開とは一見無関

係に見える「脱線」が絶妙な形で散りばめられている。当初、無駄に思えた
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脱線が、実は話し全体の流れに重要な影を落としていることに気づく。無駄

が見事に散りばめられ、驚きや感動をもたらすのがおもしろい物語である。

人生という長い物語を歩き続けるには、無駄を適度に散りばめることも必要

である。 

＊ 希望には無駄が必要であるが、今や、無駄は社会の中で諸悪の根源と見なさ

れている。事業仕分けに見られるように、これ以上の無駄を認めることが出

来ないほどの、1,000兆円を越える財政赤字は、予算の効率的な活用を求め、

無駄の排除に着目することで、誰もが幸せになれる状況を考えるヒントが得

られると訴える。効率的に資源を配分する要請が強まる中、無駄の削減が最

優先で求められがちであるが、明らかに「不要な無駄」もあれば、希望に繫

がり、将来的には社会の創造性を高めるような価値ある「必要な無駄」もあ

るはずである。現代社会は、効率という名のもとに「必要な無駄」まで排除

した結果、希望を失ってしまった。 

＊ セレンディピティ（serendipity）という言葉がある。何かを探しているとき、

偶然に意外な出来事に出会うことでひらめきを得て、もともと探していたの

とは別の価値ある大切な何かを発見できる才能のことである。（イギリスの

政治家・ホレス・ウォルポールの言葉） 

＊ ・独の哲学者エルトン・ブロッホは、「希望の原理」の中で希望を哲学の問   

題として真正面から研究した。「私たちは誰なのか」を知るためには「私た

ちは何を希望するのか」を知らなければならない。未だ実現しない未来への

予感やあこがれから、人間を具体的に捉えようとした。ブロッホは希望を「ま

だない存在」と表現した。「まだない」からこそ求めるべき対象として、希

望は確実に「存在」する。 

・キルケゴールは、希望は「新調の衣服でぱりっとして、しかもきらびやか

である。しかしそれはまだ着てみたわけではない。だから、はたして体にぴ

ったりかどうか、またよく似合うかどうかもわからない」 

・ 魯迅は「絶望は妄想だ、希望がそうであるように」と表現した。 

希望は、「実現」と「挫折」、「ない」と「ある」など、一見すると相反する

ように思える内容を同時に含み得る存在であるところに特徴がある。相反す

る意味合いを同時に含む「両義性（アンビバレンス）」こそ、希望の物語性

の本質である。希望は、幸福と不幸の両方の物語を兼ね備えており、両義的

な性格を持っていて、簡単な定義や理解を拒絶する難物である。そのことが、

これまで社会科学として「希望」を分析することを難しくしてきた。 

＊ 希望を語る時に多くの人が「物語」や「ストーリー」という言葉を使うが、

これは、希望が物語性を帯びていることの発見である。もう 1つ、希望を物

語として捉える重要性に気付かされたのが「フィクション」という考え方に

出会ったことである。希望は 1つの「フィクション」である。希望もブロッ

ホの言葉を借りれば「まだない」という意味では虚構かもしれないが、同時

に確実に人々の中に存在する事実でもある。変わるべき方向性を示す希望は、

そんな両義的な性格を含むフィクションである。フィクションの存在は、望
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ましい未来の行き先について、社会や個人が想像力をたくましくするための

基盤である。事実とそうでないものの両方を併せ持つものとして、希望の性

格を「物語」という言葉で表現できるのである。 

＊ 希望は、不安な未来に立ち向かうために必要な物語であり、希望がある所に

は何がしかの物語が存在する。物語の主役はかならず紆余曲折を経験する。

物語は、あえて無駄や脱線が加味されることで、内容に豊かな魅力をおびて

くる。希望は未来の幸福を保証するわけではないが、実現見通しのある希望

は、現在の強い幸福感に繋がる。しかし、希望が将来の幸福をもたらすとい

う必然はどこにもない。希望は人々を物語の世界に引き込む魔力があり、活

力の源であるが、同時に使い方を誤れば怖いものになる（ヒットラーも希望

を語って熱狂的に支持された）。過去の挫折経験を豊かな言葉で省みること

が出来、無駄を無駄と思わない考え方や柔軟性を含んだ行動力を持った、い

わば物語的な個人ほど希望をつくることができる。それらの特性を有した

人々が繋がり、それぞれの物語が交じり合うことで、社会全体に 1つの物語

が醸し出される。そこに、個人の希望を越えた、社会の希望の物語が生じる。

社会における希望も、また新しい変化にさらされ、成長し続けるのである。 

＊ 将来が全く見えない時、人は希望を失う。同時に、将来が見えてしまったと

感じる時にも、やはり希望は失われる。将来への豊かな想像力をその職場に

持つことができず「ワクワクしない、面白くない」ために、会社を辞める。

どんな不確実な将来であっても、そこに一筋の光明さえ見出せれば、挑戦す

べき対象として、希望を持つことが出来る。「見えてないようで見えている」

「見えているようで見えていない」。想像力を描き立てるどっちつかずの両

義的な状況、それが豊かさや人間関係と異なるもう 1つの希望の源泉である。 

＊ 希望学は海外からも関心を寄せられている。日本語の希望は「hope」ではな

く「アンビション（ambition）」 (野心 )もしくは「アスピレーション

（aspiration）」(熱望)と訳したほうが近いといわれる。希望に関係した書物

として「アニマル・スピリト」（ジョージ・アカロフとロバート・シラー）

を紹介された。これは、ケインズの「雇用、利子および貨幣の一般理論」に

でてくる言葉である。「・・・われわれの積極的活動の大部分は、・・・おの

ずと湧き上がる楽観に左右されるという事実に起因する不安定性があ

る。・・・積極的になそうとする、その決意のおそらく大部分は、ひとえに

血気（アニマル・スピリット）と呼ばれる、不活動よりは活動に駆り立てる

人間本来の衝動の結果としておこなわれる・・・」。アカロフとシラーはア

ニマル・スピリットを「安心」「公平」「腐敗と背信」「貨幣錯覚」そして「物

語」の五つの側面から考察している。アカロフらも、人間の動機の相当部分

が自らの人生という物語から生じると述べている。物語性を帯びたアニマ

ル・スピリットは、曖昧さや不確実性に対峙するための新鮮なエネルギーで

ある。しかし、同時にそれは、私たちを麻痺させ、結果的に経済全体を不安

定化させる「落ち着くことなく首尾一貫もしない」ものであると指摘してい

る。アニマル・スピリットにもやはり両義性がある。現代経済では、人々の
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抱く物語が市場や社会を動かしている。経済学は物語の重要性を認め、もっ

と注目すべきである。希望とアニマル・スピリットには、少なからず共通す

る要素が含まれている。社会における希望をもっと研究していくことで、経

済におけるアニマル・スピリットの本性を明らかにする手がかりが見つかる

かもしれない。 

＊ 希望の本質の 1つは、物語性であり、その物語の特徴は両義性である。希望

を理解する上で、両義性、いいかえれば、「どっちつかずの状況」に着目す

ることの大切さをいち早く指摘したのは宮崎広和（文化人類学者）である。

「投機と裁定という、標準的な経済理論に従えば全く異なるはずの金融取引

が、実際には複雑かつ曖昧な関係にある」ことを見出す。リスクに対して「ど

っちつかず」な面こそ裁定の本質である。金融市場のみならず、市場経済そ

のものが本来は一方的ではないどっちつかずの方向性をおびている。市場原

理は貧富の差の拡大を招く反面、同一の報酬をもたらす平等志向も内包し、

平等について常に両義的な評価を含むものである。そして、不確実でどっち

つかずの状況に対して、いかに日々向かい合っていくかという知恵が、不安

定さ募る市場経済では、さらに重要性をます。そのような知恵として希望学

から生まれた言葉「現代の社会科学に求められているのは、未来の不確実性

を縮減し、現在において予測可能にすることではない。むしろ不確実なもの

は不確実のままに、予測できないものは予測できないものとして扱うことで

ある。そして主体や主体の希望自体が、時間のなかで変化していくことの人

間論的な意味を正しく評価することである。」（宇野重規 2009）が、なにが

しかのヒントを与えてくれるかもしれない。わからないもの、どっちつかず

のものを、理解不能として安易に切り捨てたりしない。自分が理解できるこ

とだけに、こだわりすぎたりしない。それが希望という物語を、自分の手で

紡いでいくための知恵である。 

 

第四章 希望をとり戻せ 

＊ 希望学は生まれたばかりの新しい学問であり、世界にはまだ何処にもない学

問である。いまだ「わからないことだらけ」である。新しさのためだけでな

く、やはり、希望というのが、つかみどころのない、すぐには説明できそう

もない対象であることが、希望学が簡単ではない最大の原因である。そもそ

も希望があるという状況が、本当に望ましいことであるのかどうかよく判ら

ない。希望というのは、往々にして失望に変わる。にもかかわらず、人は希

望を求めてしまう。そこに希望の不思議さがある。希望は考えれば考えるほ

ど、よくわからなくなり、妖怪のように思える。希望を考えるということは、

自分自身のこれまでの体験に、もう一度向かい合わないではいられない。そ

れらの振り返りを通じて、自分自身の歩いてきた道のりをもう一度見つめ直

すことが、希望との出会いを生むと感じるようになるのである。 

＊ 勉強とは、わからないということに慣れる練習をすることである。よくわか

らない社会を毎日生きる上で、最も大切なことは何か。それは「わからない」
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ということで簡単にあきらめず、逃げ出さない。「わからない」から不安だ

とか、つまらないと思わない。むしろ、「わからない」からおもしろいと思

えるかどうかである。希望も同じで、考えても、考えても掴みどころがなく、

わからないもの。でもわからないからこそおもしろい。希望という視点から

社会を考えることで、新しい見方が出来る可能性がある。希望学から学んだ

1 つは、「わからない」から逃げないことの大切さであり、それこそが、勉

強や学問の意味だということを思いしらされた。 

＊ 「大学・学部の選び方」がわからないということは、不安で辛いことである

が、一方チャンスでもある。わからないということに逃げ出さずに、その理

由を明らかにしようと行動することが、自分の進むべき道を照らしてくれる

こともある。自分にとって何がわからないかを知ることは、私たち一人一人

にチャンスを与えてくれる。わからないことの中にこそ、チャンスがあり、

希望がある。 

＊ 「経済学はなにを学ぶのか」それは、「どうすればみんなが今よりも少しで

もいいから、ハッピーに暮らすことができるか。そんな社会をどうすればつ

くれるか。そんなことをバカみたいに真剣に考えるのが経済学」。誰もがハ

ッピーになる方法が見つからないまま、そして自分でもわからないまま経済

学の授業をしている。「よくわからない。けれど気になる。だから自分でも

考えて見る」。経済学や希望学に限らず「わからないからわかりたい」とい

う気持ちを共有できる仲間と一緒に勉強することこそ、大学で学ぶというこ

とであると思う。 

＊ 経済停滞や高齢社会の中で、社会のさまざまな「問題解決」が叫ばれている。

しかしその前に考えなければならないのは「問題発見」である。皆が問題を

共有すれば、試行錯誤を繰り返しながらも、改善の方向に進んでいく。だが、

まだ発見されていなかったり、共有されていない問題も社会には必ずある。

経済学に限らず、あらゆる社会科学が取り組むべきは、いまだ光の当たらな

い、言葉にならない声をあげている人の声に耳を澄まし、その実態を明らか

にすべく、謙虚に努力を続けることである。希望学も同じであり、一人一人

の希望を拾い上げ、言葉にしていくことが求められている。政治や政策の中

でも、希望という言葉は頻繁に使えわれる（「希望と安心の国づくり」与党

時代の自民党）。政治が希望を語ることには慎重であるべきだし、語るとす

ればその使い方をもっと研究すべきである。成熟が進む社会の中では、国民

の希望は多様化が進んでおり、その全てに政治が応えることは不可能である。 

さらに、希望は苦しい状況の中でこそ、必要とされる。希望を語る以前に、

政治がまずやるべきことは、何よりもその苦しみに対する想像力を持ち、

共感しようとすることである。 

＊ 希望は根本的には、一人一人が自分の物語として、人生をかけて紡いでいく

ものである。政治の力で、何でも希望を叶えられることはない。「棚ぼた」

というのはなく、誰かから与えられた希望や、政治的に押し付けられた希望

は、本当の希望ではない。 成熟社会における政治の最大の役割は、希望と
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は反対に、未来に起こるかもしれない絶望を避けることで、そのために、最

大の努力を今、することである。希望が多様であるのに比べれば、絶望は理

不尽な死に繫がるという意味で共通している（戦争、飢餓、災害）。政治が

何を差し置いてもやるべきことは、これらの絶望的状況が、この先現実にな

るのをなんとしても避けることである。絶望の火種を発見し、危険の芽を摘

むことが、政治に期待される役割である（3.11 に見られるごとく、我国では、「人

事を尽くさず、天命を待ち」未曾有、想定外、しょうがないで片付けてきた）。絶望の体

験者の声に耳を澄まし、そして歴史から謙虚に学ぶ姿勢を失ってはいけない。

歴史を蔑ろにして、希望は決して語れない。 

  絶望を回避した後に待っているのは、何の変哲もない、ただ平凡な日常で

ある。しかし、日々普通の生活が実現できていることの背後には、絶望を避

けようとした多くの英知と努力がある。真の意味での教養は、そんな名もな

い人々に対する想像力である。多くの人から感謝されることはないけれど、

絶望を社会にもたらすことのないよう、自らの誇りと使命をかけて努力する

人々がいる。そんな人達の存在を認め、同時に一人一人が自分もそうなりた

いと思える社会こそ、本当の希望ある社会である。 

＊ 「希望がない」社会状況は、「どう生きたらいいかわからない」状況から発

する。未来を構築することができず、現状への危機感も乏しいため、結局「何

も起きない」という閉塞状況が生じている（仁田道夫 2009）。未来がどう

なっていて欲しいかを考えるためには、想像力が必要である。挫折やその克

服体験など、過去から現在にかけて、自分なりの物語がある時、その物語を

手掛かりに未来をどう生きるかのヒントを得ることが出来る。しかし、持っ

ていない人は、未来を想像することのきっかけすら掴めない。そんな想像力

は、絶望を避けるという発想から生まれることもある。最善（ベスト）にこ

だわり過ぎるのはやめて、最悪（ワースト）を避けようとしたほうが良い。

未来の最悪の状況をリアルに想像することで、希望が生まれることもある。 

＊ 希望は、国の政治に安易に用いる言葉ではなく、もっと地域の一人一人に根

ざした言葉である。希望は社会から遠く離れたものでなく、より身近な所で

は、その人が生活する地域のあり方が問われることがある。個人の希望は「誰

と一緒にやるか（with others）」という要素を加えることによって、社会の

希望となる。この時の他者（others）として、お互い（each other）に顔が

見えて、一人一人の言葉を直接に聞き合える関係を築けるのが、地域の希望

の特徴である。社会の希望は、お互いの希望についてじかに語り合い、希望

を共有出来る範囲から始まる。地域の希望は、具体的な「他者」がいるだけ

でなく、自分の「行動」が「実現」に繫がる確かな手応えがある。大切なの

は、その場所に関わる多くの人々が、何かを成し遂げたいという「思い」を

1つにすることである。停滞気味の地域を再生するために不可欠な条件の第

一は、地域を思う人々による希望の共有である。希望の共有を行おうとする

時の決め手は、お互いが納得のいくまで「対話」を重ねることである。希望

の再生には、地域住民が何かしらの負担（税金や労力など）をすることは避
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けられない。負担をした結果として、成果が生まれるために欠かせないこと

は、負担の受け入れを決める過程で、納得のゆくまで対話することである。

そして、そのための段取りを充分踏むことによって、成果が問われると同時

に費用対効率も違ってくる。 

＊ 地方における希望（地域）再生の条件は、１．対話による「希望の共有」２．

「ローカル・アイデンティティの再構築」即ち、「地域の個性」「地域の自分

らしさ」さらには「地域の強み」の発見、構築である。地域に生きる人々が、

地域を思い、地域のために行動するのは、その地域に対して何がしかの「誇

り」を感じているからである。地域に対する誇りの源泉こそ「ローカル・ア

イデンティティ」であり、それを確認し合うことで、人と人とが繋がり協働

が始まる。地域に生きる皆がその価値を認め、大切に守り続けようとするも

のがローカル・アイデンティティであり、先に見た釜石の地域の強みを生か

した「ものづくり」は、まさにこれである。自分達の守るべきものがはっき

りして初めて、新しいことにも挑戦する気持ちや行動が生まれ、地域の希望

となる。 

＊ 「シャッター通り」「限界集落」など、地方の衰退は甚だしく、活気を失っ

ている。何とかしたいと立ち上がっている人（住民運動、NPO の活動、企

業の地域貢献、行政の取り組みなど）が沢山いる。地域の希望再生に向けた

第三の条件は、地域の内と外、さらには地域内同士での人と人との繋がり（人

的ネットワーク）を広げていくことである。ここでも、「ウィーク・タイズ」

が重要となる。同じ地域に住んでいても、仕事や環境が違えば、夫々、違う

情報、経験を持っている。そんな、お互いの違いを持ち寄って共有するとこ

ろから、新しい希望のある発想や可能性が生まれてくる。ウィーク・タイズ

は知り合いを増やすだけでなく、多くの新しいヒントが聞け、自分と違った

人生経験を持っている人に、自分のやって来たことを話す機会が必ず生まれ

る。自分で自分を振り返り、気付きを得ることもある。それこそが、自分の

奥底に眠っていた希望と出会うことに繫がる。地域の再生を語る時、「他所

者、若者、馬鹿者」が大切と言われる。これまでの常識を覆す新しい力が、

地域再生のきっかけとなる。しかし、本当の主役は他所者ではなく、その地

域に毎日暮らし、これからも暮らし続ける人々である。そこで暮らすごく普

通の人達が、ゆるやかなネットワークを地域の内外に築こうとすることで希

望は繫がっていく。 

＊ 高齢社会は医療や福祉などの負担の増加を抱えているが、忘れてはならない

もう１つの側面は、様々な試練を乗り越えてきた人々が持っている経験や知

恵という財産の宝庫であるということである。その経験や知恵から学ぶこと

が、直面する不確実性に対して、若い世代がリスクをとって、希望に取り組

むことを可能にする。その意味でも、世代を超えた繋がりを深めていくこと

が、地域や個人に希望をつくるポイントになる。 

＊ 地域の希望の条件は、会社の再生の取り組みに全て当てはまる。日本に希望

を取り戻すためには、なんといっても、停滞気味の会社が、希望のある場所
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として復活することが大切である。 

＊ 将来に希望を持てる人と持てない人の格差がひろがっている（2004 山田昌

弘「希望格差社会」）。報われない努力であっても、そこから希望をつくるこ

とはできる。努力は報われるためだけにするのではなく、結果的に報われな

かったとしても、やるべき価値のある努力がある。失望や挫折から学ぶこと

を通じて、新たな希望が得られることもある。希望には、報われるかどうか

という結果よりも、とにかく努力してみる、やりながら考えたり工夫したり

するという、努力のプロセスこそに意味がある。報われない努力など意味が

ないと考え、誰も何もしなくなった社会に希望はない。自分で決めた努力で

あれば、希望通りでなくても、その経験から学び新しい希望が生まれる。 

＊ キャリア（轍）教育は「道の教育」である。人生という長い道のりを如何に

自分の足で、一歩ずつ歩いて行くのかを考えることがキャリアである。その

ために、必要な知恵や経験を誰もが身に着けることを目的として、キャリア

教育が求められるようになった。しかしながら、こうやって生きていくのが

正解などということは誰にも判らないし、そこが、キャリア教育の難しさで

ある。人生という長い道のりの間で、誰でもが必ず途中で迷ったり、悩んだ

りする。その時どうすればよいのか。そんな困難を潜り抜けてきた人が、生

きるための知恵として、色々な形でその経験を若い世代に伝えていく。それ

が、本当のキャリア教育である。そんなキャリア教育こそ、若い世代が希望

を自分の力で育んでいくことを後押しする力となる。 

＊ 現代は、困っている人同士がお互い「大丈夫」と声を掛け合うことが少ない

時代となってしまった。不安な時代だからこそ、前を向いていくために「大

丈夫？」ではなく、お互いに「大丈夫！」と声を掛け合うことが大切である。

不安を煽るだけでは、かえって冷静に未来へ向かって行くことを困難にする。

大事なことは「○○すれば大丈夫」といった、条件付き大丈夫を伝え、苦し

い時でも、こういうことをしておけば、きっと大丈夫だと具体的に語る。経

験に基づいて行動を促す、条件付きの大丈夫という知恵のある言葉を、様々

な挫折や試練を潜り抜けてきた人は、必ず持っている。その言葉を自分の中

から掘り起こし、迷っている人に対し、とつとつと話しかける。若い世代な

ど、そこから切掛けを得た人達は、希望を持って行動して行くことが出来る。

高齢社会は大変な社会だけれども、知恵の宝庫でもあるのだ。 

＊ 人生という長い道のりの中では、遅かれ早かれ、誰もが大きな壁にぶつかる。

途方もない大きな壁を前に、悩んだり苦しんだりする。壁の前ではちゃんと

ウロウロしていることが大事であり、ウロウロしていれば大丈夫である。行

動せずに立ち止まっていただけでは、何も見つからない。希望は、無駄とか

損とかという計算の向こうに、見つかったりするものである。そして、挫折

を経験しながらも、時に他の誰かの力を借りて、試練を潜り抜けて行こうと

する行為そのものに、希望は宿るのである。 

＊ 「絶望の反対は、ユーモアだと思う」（ある女性歌手（宇多田ヒカル）の言葉） 

  希望を持ちにくい社会とは、本当は多くがユーモアを失いつつある社会な



 19 

のかもしれない。ユーモアは人を笑わせるばかりでなく、他者の痛みに対

する共感と想像力を持ち、一見無駄に見えるものでもすぐに切り捨てたり

せず、自分の過去の失敗なども潔く語れるところにユーモアは生まれる。

苦しい状況でも、そんなユーモアを忘れない処に、希望は生まれる。 

＊ 「希望に必要なものは何なのか」それは、強い「気持ち」、かなえたいと思

う「何か」を決めること、「実現」に向けた道筋、そして「行動」。この四本

柱が必要である。さらに、個人の希望でなく、社会の希望を考えるのであれ

ば、一緒にやる「他者」が欠かせない。実現見通しのある希望を持つために

は、仕事、収入、健康、学歴など、その人に広く選択可能性が開かれている

ことが大きな影響を与える。関係性としては、家族の信頼や友人の存在など

も必要である。希望が失望に変わった時に、新たな希望へと進むための修正

力。挫折を潜り抜けてきた経験。さらには、無駄をすぐには切り捨てない寛

容さ。これらを、希望の物語性と呼んだ。希望には、人生をかけて自分で自

分の物語を紡いでいくという気付きも必要である。 

「結局、希望には遊びが一番大事だと思う」。私達は希望などなくても生き

ていける。社会生活の中でどうしても不可欠なものではないのかもしれない。

希望は、意味のない「遊び」に属するものでしかないのかもしれない。ユー

モアも生活の中の「遊び」である。けれども、効率ばかりが優先され、遊び

が社会のあらゆるところで急速に失われつつある現代の状況こそ、希望のな

い閉塞感に覆われた社会の正体である。遊びとは、余裕を持って、大切に残

された部分である。遊びそれ自体は無駄に思えるかもしれないが、遊びがあ

ってはじめて偶発的な出会いや発見が生まれる。遊びのある社会こそ、創造

性は生まれ、希望もつくりだせるのである。 

＊ あこがれる言葉として「まんざらではない」がある。報われるとか、成功す

るとかといったこととはちがう、希望を持って生きることの大切な意味がこ

められているように感じる。まんざらじゃないという言葉は、フランス語の

セ・ラ・ヴィ（それが人生さ）、英語のザッツ・ライフに通じる。成功者で

なくても、経験とその振り返り方次第では、誰でもいえる言葉である。希望

について考えながら私自身、これからは「まんざらじゃない」といえるよう

な生活を送りたいと思う。「人生、まんざらじゃない」という言葉が似合う

ような 60 歳になることを、これからの自分の希望にしようかなと、ひそか

に考えている。 

 

おわりに―希望をつくる八つのヒント 

・ 一番いいたかったことは、希望は与えられるものではなく、自分（もし

くは自分たち）でつくりだすものである。 

・ 現代の希望は、もはや前提ではなく、それ自体、私達の手で作り上げて

いくものであり、待っているばかりではダメである。 

・ 「希望をありがとう」ではなく、自分で探し、自分で作っていくもので

ある。与えられた希望は本当の希望ではない。 
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・ 希望をつくるのは簡単ではないが、不利な立場にある人が希望を一切持

てないわけではない。自分（自分達）にとっての希望という物語は誰も

がつくれる。 

八つのヒント 

１ 希望は「気持ち」「何か」「実現」「行動」の四本の柱から成り立っている。   

希望が見つからない時、四本の柱のうち、どれが欠けているのかを探す。 

２ いつも会うわけではないけれど、ゆるやかな信頼でつながった仲間（ウィ

ーク・タイズ）が、自分の知らなかったヒントをもたらす。 

３ 失望した後に、つらかった経験を踏まえて、次の新しい希望へと柔軟に修

正させていく。 

４ 過去の挫折の意味を自分の言葉で語れる人ほど、未来の希望を語ることが

できる。 

５ 無駄に対して否定的になりすぎると、希望との思いがけない出会いもなく

なっていく。 

６ わからないもの、どっちつかずのものを、理解不能として安易に切り捨て

たりしない。 

７ 大きな壁にぶつかったら、壁の前でちゃんとウロウロする。 

８ （    ）自身の経験をふりかえりながら、希望をつくるヒントを、自

分でみつけて、書き入れる。「苦しいときも、○○していたら大丈夫」とい

える○○こそが、自分自身の希望をつくる秘訣である。 

 

 

17年前の 1月 17日、阪神大震災が起こり、4634人の命を奪い、多くの被災者をう

んだ。その時、NPO 法人として「希望の灯り」が組織され、義捐金、救済物資の受け

入れ窓口となり、被災者の物心両面にわたる、今に続く、救援活動を行ってきた。そ

の灯りは今、東日本大震災に見舞われた、東北各地へと伝えられた。「希望の灯り」は

何も被災地だけでなく、現在日本のあちらこちらに灯って欲しいと願っているのでは

ないだろうか。政治も経済も社会そのものも閉塞状態にある中、若者も高齢者も希望

を持ちにくい時代となってしまった、その感は、3.11以降ますます強まってきている。

そのような時期に本著「希望のつくり方」と出会った。著者たちは、2005年より「希

望学」（希望の社会科学）を世界に先駆けて立ち上げた。「希望」は一見、社会科学に

馴染まないロマンティックでオプチミスティックなテーマのようだが、希望を単なる

個人の心の持ちようとしてだけでなく、個人を取り巻く社会とのありようと希望の関

係を分析するところに、新たなる文脈がみえてくる。 

   村上龍は「かって希望は、焼け跡にまかれた種子のようなものだった。多くの人がそ

の果実を味わうことができた。今は違う。希望の芽を育むためには、個人と社会、それ

ぞれの戦略が必要だ」と述べている。希望は現代では最も重要で難しい問題であるが、 

  Social Hope is a Wish for Something to Come True by Action with others.の精神で、

私自身も生きて生きたいと思う。希望づくりをお互いに応援する関係があるところにこ

そ、希望の時代は開ける。  


