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第 30 回 「高畠ゼミ OB・OG 会」読書会 報告   

 

 「常識人の作法」 加藤秀俊著（講談社）  

                      2011 年 1 月 22 日 小田輝夫 

 

 学生時代に著者の「整理学」（中公新書）を読んだ。あれから４７年、著者は

いまだ現役バリバリの 80 歳で、昨秋出版されたばかりの最新刊である。小生よ

り一回り以上年上の著者が何をノタマウノかに興味がわき、「常識人の作法」の

タイトルのみで、急遽の報告順もあり何も考えずに取り上げさせてもらった。 

 というのも、「常識」の言葉に以前から関心があったからでもある。日常生活

においても、社会活動においても、あまり意味を問わず、「常識」が頻繁に使用

されているようにおもわれる。自分自身も他人に対して「こんなの常識じゃな

いか。そんなことも知らないのか」とか逆に「お前の言っていることは非常識

だ」と言われたり、日常的に平気で使用している。それじゃ「常識」「常識人」

とは、一体何なんだと改めて問いなおすと、奥の深い言葉のように思われる。

確かに、政治学にも社会学にも哲学にも使われる言葉である。 

最近のマスコミの論調も、やたらに世論調査の結果と称して、あたかもこれ

が「常識」であるかの世論をつくり、結果的にメディアによる一種の大衆操作

がおこなわれている。選挙結果もそれに左右され、政権選択が大いに変動する

場面に出くわしたばかりである。メディアを通じた「常識」は衆愚政治の原因

にもなりかねず、一旦「常識」として受け入れられた判断に異を唱えるのが難

しくなり、そのため「常識」の内実はしばしば政治的価値をもつことになる。 

 ウィキペディアによると、「常識」とは“社会の構成員が有していて当たり前

のものとしている価値観、知識、判断力のこと。その社会に適した常識を欠い

ている場合、社会生活上に支障をきたすことも多い。これは文化摩擦などとし

て表面化することもある。社会によって常識は異なるため、ある社会の常識が

他の社会の非常識となることも珍しくない。”とある。 

 著者は“いくつかの悪癖が排除されるのは、排するがわが圧倒的多数であっ

て、その多数派がものごとの善悪・美醜について共通の認識をもっているから

であり、その共通認識のことを「常識」と呼んでいる。”と言っている。“多数

派というのは多分にアイマイで相対的なものだから、どっちが「常識」で、ど

っちが「非常識」なものかを截然と判断することはむずかしい。なにをもって

「常識」というのか、おおいに問題である。“と言っている。そして、時代が変

われば、「常識」も変わるかもしれないが、古今東西を通じてかわらない「常識」

だってあるにちがいないし、その常識をもった人間を「常識人」いい、普段の

社会生活のなかで、お互い迷惑にならにように生きているごく普通のひとびと
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のことであるが、そういう「常識人」がいまの世界では尐なくなっているので

はないのか、と疑問を呈している。著者自身は「常識人」になるべく努力しな

がら生きているとのこと。 

 尚、本書は図書館では「評論、エッセイ、随筆」の棚に仕分けられることに

なるのかもしれないが本当は「雑」として取り扱っていただくのが本望なので

ある。「雑学」の中にこそ知識の未来があると信じている。ほんとうの「雑学」

というのは未分類の知的探求である（１８２頁）と述べている。本書は「常識」

に対する、著者の考えをベースにした１０篇の「雑学」の話である。 

 

◎ 常識とはなにか 

 ・日本国中、どこに行っても村の生活は相互扶助の精神でうごき、たいていのこ

とは「話し合い」すなわち「だんこ」「寄り合い」で、共通問題をみんなで相

談して決定するのが普通であった。「だんこ」すなわち「談合」は、別段政府

や自治体によって指導・監督されたりして出来上がったものではない。近代国

家の「行政」が出現するはるか以前から人間の集団生活は、経験の蓄積によっ

て出来上がった自発的知恵である「談合」によって動いていた。手の届く範囲、

自分たちでできる範囲のことは、自分たちで「だんこ」しながらやる。そんな

方法で日本の村は運営されていた。まことに健全であった。公的な修復作業が

行われるまでなにもせず、やたらに補償裁判などをやりたがるのは「行政」だ

けをアテにした新思想である。なにがなんでも「行政責任」を追求するだけが

能ではなく、自分達で出来ることは自分達で協力して実行する。いたってあた

りまえのことである。 

16 年が経過した阪神大震災以降の被災地の住民活動やボランティア活動は、決して行政の指

示・監督で始めたものではない。しかしながら日常生活では、コミュニティの相互扶助はさみし

い限りである。 

 

・1776 年にジョン・ペインは「コモン・センス」を出版した。「コモン・セン

ス」は「貴族支配」に対抗する「平民感覚」あるいは「平民精神」であり、ペ

インはアメリカという新しい国家を王族、貴族のいない「平民国家」にしよう

とした。これはアメリカ独立の思想的中核となり、独立戦争勝利のよりどころ

となった。「コモン・センス」はアメリカ建国の精神的原動力となり、「独立宣

言」の草稿となった。 

 

・ 「コモン・センス」はその大半は王政批判であるが、アメリカには王はいな 

い、従ってすべての決定を「平民」が、すべて「談合」によって行った。「アメ

リカ人」にとって一番大事なのは隣人であり、仲間である。その仲間同志で話
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し合い協力しあう。アメリカの「建国精神」は「談合の精神」であり、自分達

のことは自分達で決めようという精神である。人口が増え、地域が広がるにつ

れて、地域代表を選び、その代表連合で「談合」するようになり、その「談合」

の場が「議会」である。これが、ペインの「平民精神」の根幹であり、必要な

のは合意に達しない時の「調整機能」だけである。 

 日本ではこの「コモン・センス」（平民感覚）を「常識」と翻訳。庶民が「日

常的に持ち合わせている知識ないし識見」であり「常民の意識」すなわち「常

識」である。 

 アメリカ式「民主主義」とは、それをすべて平民の「談合」で決定しようと

いう「談合の精神」にほかならない。日本の村社会の「だんこ」とアメリカの

建国精神とはほとんど同じである。ペインと同じ思想が日本の村落社会にちゃ

んとあったし、我々の祖先は「談合」を大事にする賢明な人々であった。談合

に談合を重ねて、妥協折衷をはかる、というのはどこにでもある集団の知恵で

ある。これを「民主主義」というなら古今東西どこにでもあったものであり、

けっしてアメリカの専売特許ではない。「常識」さえちゃんと機能していれば、

法律だの処罰だのといった面倒なものは必要なく、これこそが当たり前の理想

社会の姿である。 

 

・そんな理想的な「常識」で動く社会は、いまや過去のものとなった。社会が  

複雑化してくると、すべてを「談合」と「常識」にまかせておくわけにはゆか

なくなり、ここに議会制民主主義が登場する。 

ついこの間までは、近隣のコミュニケーションは濃厚であり、近隣の相互扶

助は「常識」であった。それが崩れてなくなった。つまり「常識」がなくなっ

てしまった。そのかわり、なんでもかんでも行政、つまり役所頼みという世相

になってしまった。「常識」喪失社会は法律や条文を基準とし、問題が起これば

すぐ裁判となる。それを「民主主義」と信じているのはまことに愚かなことで

ある。アメリカ式「民主主義」というのは「常識主義」に他ならず、「法治主義」

は「常識主義」の対極にある「非常識」に他ならない。「常識」によってものご

とを判断したり処理したりする能力を失ってきており、いまや「談合」によっ

て生きることをしなくなっているばかりか、「談合」だの「話し合い」は社会的

な「悪」とされ「談合」をしてはイケナイことになっている。業界の「談合」

はカルテルであり、正当な競争原理に反するということで、公正取引委員会の

摘発、検察の手入れの対象となり「犯罪」とみなされている。しかし、業界の

相互扶助と安定のためにある程度の「談合」をするのもひとつの「常識」なの

ではあるまいか。「談合」のない社会、「談合」を許さない社会は独裁国家であ

り、ファシズムである。それでいいのだろうか。あえて「談合」を弁護する。 
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◎ 科学と感性  

・「桜が咲いた」のを見た個人的経験的事実は、気象庁による「開花宣言」とい

う公式発表によってはじめて社会的事実として承認される。自然の摂理にいた

るまで、「公式見解」によってはじめて認知されるというのはどう考えてもおか

しい。そもそも、「開花宣言」することじたい大袈裟である。標本木がちゃんと

条件を満たしていなければ「開花」にならない。融通のきかない科学主義と官

僚主義がコンビをくんでいるからすべて硬直化している。桜の開花は、もっぱ

ら庶民の季節感覚の問題であり、風雅の世界である。「開花宣言」という官僚的

な行為は一見「科学的」とみえる珍妙な「定義」が庶民の「感性」を圧倒して

しまった。感性と美学の問題が役人の「科学精神」がつくりだした「開花宣言」

という発想によってズタズタになってしまった。そもそも国家権力が国家予算

を使ってやる業務ではなく、全く意味がなく、行政の無駄である。 

 

・これにより、次第に身近な経験的事実と自らの感性を信じなくなってしまっ

た。この公式主義は恐ろしい。「常識」に照らして不愉快であり、不気味である。

ほかにも、「春一番」「木枯らし一号」などがあるが、科学的定義とは無関係に

季節の感覚をしめす感性と「常識」の用語であり、気分の問題を「科学」が定

義するなどというのは見当違いで、「非常識」である。美学を科学用語に翻訳す

ること自体トンチンカンである。 

 さらには「梅雨入り」「梅雨明け」も気象庁が決定して発表している。当たら

なければ「梅雨の中休み」としょうしているが「梅雨」が本当にあるのかどう

かも定かでなく、他の月より降水量が多尐高い程度のものであり、国家権力が

終始を発表するほどのたいしたものではない。 

 

・科学が自然の風雅さを、いじりまわす風潮がますますひどくなってきた。最

近も「宵のうち」を「夜のはじめ頃」に置き換えてしまった。これは気象庁が

日本語をもてあそび、小細工をしているだけである。お節介であり、余計な世

話焼きである。日本の現代気象学の先駆者たち（寺田虎彦ほか）は見事なバラ

ンス感覚の持ち主であった。一連の気象庁の発表はあくまでも「文学趣味」と

して軽やかに取り扱うのがよい。桜にせよ紅葉にせよ興趣の問題であり、気象

学の問題ではない。現代の科学者のなかには、先人による「文人」の伝統がだ

んだんなくなってきている。ようするに「常識人」が尐なくなってきたらしい。 

 

◎ 演劇化する現代  

・テレビ業界ではヤラセが日常茶飯におこなわれている。ドキュメンタリーか

ら、グルメ番組、旅番組までヤラセだらけである。プロデューサー（PD）の脚
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本とその指示による「演技」が横行している。すべての料理が「絶品」「珍品」

であるはずはなく、オイシイ強調演技となっている。遺跡発掘、発見など劇的

に見せるため、学問の世界もヤラセになっていく。ヤラセというのはウソの塊

である。PD も TV 経営者もウソつきである。 

 

・われわれの身のまわりは「ヤラセ」だらけである。国会の「論戦」によどみ

がないのも、「応答」の脚本が各行政機関によって、事前に準備された「ヤラセ」

以外の何ものでもないからである。国会の議事の脚本は官僚が PD である。そ

の脚本を読んでいれば、会議はなめらかに進む。民主党は脱官僚を標榜して政治指導

とカッコウをつけたが、結局適応不全に陥り、元の木阿弥となってしまった。脚本、演出がなけ

れば、にっちもさっちもいかない。昨秋も某法務大臣が答弁は 2 通りで済むと裏事情を公言し、

消えてしまった。官僚群は日本国を動かす巨大な PD 集団である。優秀な官僚があ

ってこそであり、残念ながら政治家はその手のひらで踊る。 

 

・国会でのやりとりをすべて「ヤラセ」で「制作」することはすでに慣習にな

っており、議事進行の筋書きをつくることを「振り付け」といっている。企業

の株主総会もおよそ「ヤラセ」であり、ほとんどが予定通り進行する。かげの

脚本家、演出家、そして演技者である総会屋のお膳立てである。普段の業務の

会議も事前の「根回し」により出来上がっていてたんなる儀式となっている。 

議事録作成が必要であり、これも定型文の書き方が市販されている。全部がお

膳立てあっての「ヤラセ」である。 

 

・国連といった国際政治の大舞台もまた「ヤラセ」で動いている。スピーチ原

稿、議事の賛否、ウラ取引までふくめ、多数の国際的 PD の脚本により大きな

「ヤラセ」を演出している。 

 「グルメ番組」「旅番組」の「ヤラセ」やウソに腹をたてていてもしょうがな

い。コマーシャルはウソ八百で「ヤラセ」の連続である。広告の「ヤラセ」と

ウソはとっくに知っているが、このウソが本当になる。ウソと知りつつ本気に

近い気分になり、擬似的事実として、我々の行動を左右する。ウソの極限は CM

であるが、その CM と共に生きており、今さらウソの世界から脱出できない。

結局、すべて CM を作った脚本家の計略通りに我々は演技させられている。「イ

ベント」も「ヤラセ」の連続で、政府主催の「タウンミーティング」も耳新し

い。今や、結婚式から葬儀まで、家族の行事も「ヤラセ」の連続である。世の

中、あっちもこっちも「ヤラセ」が充満し、すべてが演技者であり、演出社会

である。すべて「ヤラセ」の世界。ウソの世界で生きるのも、また一興である。 

商品に関しては１００％ウソでは、CM として成立しない。コメントは後ほど。 
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◎ 半端なエリート  

・“エリートとは権力をもっている人間のことである。そうでない残りはマス（大

衆）である”（ラスウェル）。「権力」とは社会全体を動かす政治的、経済的な「統

制力」のことであり。政治家、高級官僚、裁判官、弁護士、財界を構成するよ

うな企業経営者などが保持している。「エリート」と「マス（大衆）」との間に

は歴然たる違いがある。いわゆる「エライさん」は権限と権力をもっている。

中央官庁の課長もそうである。ジャーナリズムすなわちマスコミは「第四権力」

あるいは｢第四階級｣と言われ、公的権力を監視し、世論を左右する役割を担う。

特に放送人（テレビの影響が絶大）は｢第五階級｣と称され、新聞なんか足元に

も及ばない現代を支配する決定的な権力を持っている。マスコミ関係者は現代

の｢エリート中のエリート｣である。マスコミが行う｢世論調査｣は、あらかじめ

読者や視聴者が一定の方向に吹き込まれており、各媒体の意志に反した結果は

でないことになっている。生殺与奪の権は新聞、放送にゆだねられている。 

 

・｢エリート」は歴史的には「文字」というものをあやつる能力を持った人間達

であった。我が国においても「文字」をもって渡来した読み書きのできる外国

人が日本最古の役人であった。「文字がわかる」ことが「エリート」の基本的条

件であり洋の東西を問わない（西洋「リテラチ」、極東「士大夫」）。しかし、現

題日本の識字率はほとんど１００％であり、文字の「読み書き」能力だけでは

「エリート」と「大衆」を区別できない。でも世の中には格差が厳然と出来上

がっている。ついこの間までは「学歴差」による格差があった。「大学出」は圧

倒的尐数派であり「学卒」「学歴」が珍重された。しかし、今や一変した。世の

中「高学歴」「学卒」だらけであり、「大学出」イコール「エリート」にはなら

なくなった。難関を突破してしかも幸運にめぐまれた尐数の人物のみが「エリ

ート」の道を約束される、いわゆる「キャリア」組である。現在の大部分の学

卒者は「エリート」どころか「マス」の世界でその一生をすごすべく運命づけ

られている。高等教育の大衆化によって、大卒の肩書きを持った人間が大量生

産され、しかもその資質は低下している。「エリート」は「教養」があったから

「知識人」といわれ「インテリ」と呼ばれ、あるいは「読書人」と別称され、

多尐キザでもあった。 

 

・人口の半分が「大学出」となれば、普通の人々であり、まさに「大衆」であ

る。「知識人」でも「エリート」でもなく、丸山真男のいうところの「亜インテ

リ」（「現代政治の思想と行動」）がなじむ。戦前の「低学歴者」で「大衆」であ

りながら、ちょっぴり「知識人」に近く、そうかといって「大学出」のインテ

リでもない、いわゆる「亜インテリ」「擬似インテリ」である。今の大学生や学
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卒者の大多数は新しい「亜インテリ」であり、「準エリート」「擬似エリート」、

いわゆる「半端なエリート」である。大学生は３００万人、毎年７０万人が卒

業。「エリート候補生」は一握り、大部分は一生メがでない「半端なエリート」

が日本国中に充満している。「学卒」という「学歴」はあるけれども「学識」も

「教養」もない「亜エリート」階層となり、健全な中層・中産階級を構成する。

国民そろって「亜インテリ」というのも中産階級国家としてはなかなか結構な

ことであり、平和な風景であり、人生それでいいじゃないかとおもう。尐数本

格エリートによって、無知蒙昧な大衆が引きずりまわされるより、「半端なエリ

ート」ばかりで構成されている社会のほうが健全である。心配なのは、丸山真

男が指摘した「いわゆる国民の声を作るのは、この亜インテリ階級」だという

事実である。このグループは自分達より上位のホンモノの知識人、エリートに

対しては怨み、妬み、などあんまりいい感情を持っていないし、同時に下位の

低学歴者に対しては、いささか優越感を持っている。彼等は受け売りの「意見」

をいう。それが「国民の声」や「民意」になってしまい、「半端なエリート」の

大群は、時として面倒な存在なのではないかと、不安におそわれる。 

 

◎ 「つきあい」のゆくえ 

・「アメリカの民主主義」は「個人主義」、すなわちアメリカ人のフロンティア

精神である孤独感、孤立感をその根源としている。アメリカ民主主義の基本に

なってきた自由な「個人」の根源は西部開拓時代の完全な孤独の中で暮らした

歴史的事情がその背景にある。「孤独」な生活は、他人と知り合い、友人となり

そこから「交際」が始まり、その「社交」「つきあい」こそが「社会」というも

のの根本である。日本でも、各地の炉端で会話がはずみ客をもてなし、村人の

日々の交際はこまやかだった。最近の日本では個人主義とは無関係な「弧族」が氾濫して

きている。そして、戸籍上では１００歳を越える高齢者が多数いることになっている。 

 

・江戸時代の都市生活の中で「交際」はさかんであった。日本の社会では毎日、

誰かと顔を合わせ「会話」するのが普通であった。「つきあい」のなかでは自他

の区別もおおらかで、向こう三軒両隣の「つきあい」が日常生活の基本的な支

えとなっていた。都市化の進行した郊外住宅のサラリーマン社会が生まれてか

らもこうした近隣の「つきあい」はあった。そしてお互い自宅を訪問すること

は日常の出来事であり、「来客」は生活の一部であった。「応接間」「客間」が用

意され、ついこのあいだまで「来客文化」が存在した。転居通知は外交辞令で

あり、その名残である。 

 

・ 顔を合わせて談笑するのは人間にとって本能に近い。そして日常会話という
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のは人間精神の活力の源泉である。顔を合わせて付き合う場面、ｆｔｆ（face 

to face）をどれだけ持っているかを尺度にして、「社会資本」「交際資本」すな

わち「交際力」をはかる。「交際力」が豊かであれば「顔がひろい」ことになり

「カオ力」がものをいう。どれだけ深い交際ができているかによって人間や地

域、そして組織の力は決定される。「交際力」の潤沢なところは、犯罪率が尐な

く、災害救助の時もものを言う。逆に低いところは社会問題が起きやすい。 

 

・現代という時代が洋の東西を問わず「交際力」を失いはじめている。「来客」

がなくなり、ｆｔｆの会話の機会そのものが衰弱し、ありとあらゆる「つきあ

い」がなくなってきた。職場での忘年会、新年会も減ってしまったし、若い社

員は「つきあい」をしなくなったし、挨拶も会話量も減って、みんなが無言に

なってしまった。「つきあい」の衰退は戦後の村落共同体でのコミュニティの崩

壊となり、年中行事が封建的としてダメだしをされてしまった。都市部でも「隣

組」は封建的だと廃止された。近隣の「つきあい」は「封建遺制」になり、町

内会までも壊滅状態になった所が尐なくなかった。GHQ による「封建的半官組

織の廃止」が町内会の解体につながった。その結果、町ごとの「顔役」「親方」

などの「カシラ」がいなくなり、「社交力」というものが周辺から消えてしまっ

た。隣人はおろか家族の中でも会話が絶えてしまえば、人間は「交際」する機

会も能力も失うことになり、具合が悪いことになる。 

 

・人間社会での「社交力」というのは「顔」の世界を土台として構築され、生

きた人間同志が知り合い、話し合い、段々に心を許す関係になるのが「社交」

の順序である。しかし現代では、携帯電話やインターネットのメールなどの通

信手段を使い新しい「オンラインの社交力」が生まれている。「出会い系サイト」

などの電子的つながりの「社交」の場で、知らない者同志の「交際」が行われ

ているがいいかげんな世界であり、しばしば面倒な自体となる。ネットを通じ

て無名、匿名の人間達が勝手に情報のやりとりや未知の人々と電子メールの交

換や「チャット」での会話をしている。それが国境を越えて地球規模で広がり、

新しい「出会い」を求めている。アメリカの男女の３５％は、将来の配偶者は

ネットの中から出現するとおもっている。 

 

・「オンラインの社交力」によって、「社交力」に著しい変化が生まれた。オン

ラインによって、新世代が新しい社会を作っていくことは、尐なからず希望が

持てる変化である。電子端末で繫がった人間達がこれまで人類が経験したこと

のないような新しい社会的力になってきた。自発的なネットの世界でのネット

ワークを駆使した多くの人々の積極的な「参加」は様々な変化をもたらした。 
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 ネットワークを駆使した紛失物捜索、９・１１テロ事件の映像配信。アマチ

ュアが「作品」をネットに「投稿」する投稿サイト「フリッカー」を見ると、

毎分３千枚が投稿され、巨大なデータベースになっている。「プロ」と「アマ」

の区別がなくなってしまった。また、「ウィキペディア」もアマチュアの作った

ものであり、厖大な情報にあふれており、それぞれの領域での専門家である愛

好者の自発的な「無償の行為」である。現代のネット技術はこうした善意のア

マチュアの「参加」を加速した。 

 リアルタイムの映像、情報量は無限である。全世界でｆｔｆの関係を持つの

は大変であり、「知りたい」ことがネットになんでも出現しており、いつでもネ

ット・サーフィンできる。ネット上での「知り合い」「友人」が続々ふえ、ブロ

グの世界では、「友達の友達は友達」であり、合ったこともない知己はいくらも

増殖する。まことに便利で心強い？ 最近のインターネットには一定の政治的行動を動

機付けるアジテーションが横行している。政治的に利用される側面もあり、両刃の剣であるが、

最近のチュニジアのおける独裁政権の追放、尖閣列島事件における中国国内の対日政治的アジな

ど、いずれもインターネットと携帯メールがおおきな力になっている。 

 実際、火事や急病などの非常事態になった時、誰がどんな風に救ってくれる

のか。「友人」がネット世界に「存在」していても、「顔」でつながっている人

間が不在だったら、人生は索漠として淋しく、不安である。急場を救ってくれ

るのは「顔」の見える隣人であり、あるいは通りがかりの生きた「人間」なの

ではないだろうか。 

 

◎「疎外」ということ 

・「異国」に足を運び「異人」と接触する時には緊張するし、勝手が違う。だが、

国内にも「異国」が出現し、電車の中で遭遇した人々の大半は「異人」であり、

いつのまにやら「異国」にまぎれこんでしまう。「ごめんなさい」「失礼します」

とも言わず無言で人を押しのけ、足を踏んづけても平気な連中がふえている。 

電車でイヤフォーン、化粧、居眠り娘、マンガ没入、鼻にピアスにお口パクパ

クの飲食、服装も醜悪である。かっては、人間は身奇麗に過ごすことをもって

世間での礼節としていた。身だしなみとして、人前に出る時は服装に気をつけ

ていたが、今や服装の乱れがはなはだしい。電車の乗客とホームレスとを区別

するのは難しい。座席にも不作法な格好でふんぞり返っているし、シルバーシ

ートにも若い者が平気で座っている。これらは、日本の風景ではなく、不愉快

で、まことに見苦しく嘆かわしい。 

さらに、会話が不可解である。発音、抑揚、語彙、どこをとっても「日本語」

ではなく、ましてや「国語」ではない。これも、日本国内での「異国」経験で

ある。日本人の言語能力が外国人のアルバイトの即席日本語とほぼ同程度にま
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で成り下がってしまった。どこに行っても「異人」に会う。不気味であり、不

安である。何よりも難儀なことである。 

 

・なぜ周囲が「異人」だらけになってしまったのか。理由は簡単で、トシをと

りすぎてしまったからだ。著者が育った日本国は１９７０年頃に消滅し、その

後は別の国になってしまった。国土はそのままだけど、かっての風俗習慣、儀

礼、言語がいつのまにかきれいに消滅してしまった。「八昔」の間に起きた社会

変化はタダゴトではない。衣食住、身近な風景も毎日の経験もまるで別世界。

瞬時にして５０年前の私が現在に連れてこられたら、かならず不適応症状を呈

し、精神科病棟に収容されてしまう。 

 

・「同時代」といっても、それは一人の個人の人生にとってあまりにも長すぎる。

生まれてから死ぬまでの人生が等質的時間のなかにあるなら別段適応不全にお

ちいらない。今はこれと違い、人間、どんどん新陳代謝を繰り返し、しかも「世

の中」という環境との間には不協和音が絶えない。現在の日本は過去の日本か

らみれば外国であり、逆もまた真である。 

 今の日本が「外国」であり「異国」と考えれば、いろいろ経験し観察した諸々

のことも納得がゆく。かれらは人相、骨相はモンゴロイドで「日本人」である

が、かれらが「日本人」で「ある」ことと、私が「日本人」で「ある」ことと

の間には絶望的な懸隔があるように思われる。同じ「ある」であっても、その

「ありよう」が違うのである。尐なくとも私の知って「いた」日本と、今見て

「いる」日本とは違う。一歩間違えると安部晋三の「美しい国へ」となってしまう。 

 私は日本国民と思っているが、周辺の様子は尋常ではなく「異国経験」である。

テレビもタレントの言語も異国の風情であり、「日本語」なのだろうが、語彙も

文法も「日本語」ではない。私はこれまで生きてきた同時代を振り返って、た

だひたすら唖然としているだけである。オイボレの「ボヤキ」である。 

 

・人間の認識、とくに社会的認識というのはことごとく相対的である（落語の

「一眼国」と「二眼」の人間のエピソードを参照）。お互い、えてして自ら持っ

ている価値をモノサシにして他を測る傾向がある。当節の若者を「異人」とし

て見ているが、彼等からすれば、このジジイこそが「異人」なのであって、唖

然としている私は一人の孤独な「外国人」にすぎない。この「外国人感覚」を

「疎外」（alienation）といいエイリアン（alien）「外国人」は「疎外感」をも

っている。しかし、「外国人」だからこそ「異国」が適確にみえる場合がある（ジ

ョージ・マイクス「外国人になる方法」、トックビル「アメリカの民主政治」な

どの名著は外国人であるがゆえに、イギリス人やアメリカ人が気づかなかった、
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文化や政治制度の特徴を発見した）。「疎外」などと言う必要はない。異なった

時代を旅し、「外国人感覚」を動員して観察してみると、お互いに案外おもしろ

いかもしれない。 

   

◎ 雑学考  

・メルビル・デューイ（米）が DDC（デューイ・デジマル・クラシフィケーシ

ョン）という図書館の分類法を考案した。図書館での本の分類だけでなく、背

後に「知識の分類」とでもいうべき知恵がはたらいている。学問の「住所」が

一応図書分類法で決まっている。日本では「日本十進分類法」（NDC）という方

法で図書を整理している。 

 

・DDC や NDC が知識のすべてを網羅的かつ体系的に整理しているか、という

とそういうわけではない。１５０年の間に学問の進歩や新しい発見があり、古

い知識は陳腐化し「知の新陳代謝」が間断なくおこなわれている。DDC も NDC

も、何遍も書き換えられ修正された。いくら細分化しても、かならず新しい分

野の本が出版される。この１世紀ほどの間に書物の種類が幾何級数的にふえた。

各図書館の書籍の総数も大幅にふえている。国会図書館３千６百万冊、アメリ

カ議会図書館１億３千万冊、書架の総延長は８００キロをこえている。分類項

目もどんどんふえ２９万項目、分類番号の項目は６ケタ時代になった。まさに

「情報爆発」である。現代の日本の出版界はすさまじく、出版点数は毎日 220

点、ひと月 6600 点、年間 7 万 9 千点にのぼり、分類も大変だし、本収容のため

の物理的空間を失い始め、大量の本の廃棄をしている。 

 

・いくら分類番号で本の「住民表示」を厳密にしても、かならずしもその住所

だけでは所在が充分ではない。「住所不定」の本や資料が図書館には沢山ある。

さしあたりの住所が見当たらない書物は「雑」にいれる。デビット・ワインバ

ーガーは「全ては‘雑’」の中で、‘もともとすべての事物や概念はあれやこれ

やの「分類」という窮屈なワクに入りきれない。いや「分類」という作業その

ものが場しのぎの暫定的なもので、キチンとおさまるといったキレイな状態は

人間世界にはない。’と述べている。知識の世界というのは結局「分類」できな

い。なんとか「学」など、やたらに「学」はふえ続けている。それはそれで、

学問の進歩といえるが、いくら頑張っても分類できない知識が沢山ある。 

 既成の「学」のワクの中に入らない知識や考察は、図書館の十進法分類にあ

る 049 の収容所番地に入れる。これを「雑学」と名づける。「雑学」はあっても

なくてもいいようなムダな知識なのであろうか。本当の「雑学」というのは未

分類の知的探究のことである。「専門」への「ひきこもり」をやめて、「無境界
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主義」でやっていき、意図的に「雑学」を構築しよう。この本も図書館では 914

つまり「評論、エッセイ、随筆」に仕分けられることになるかもしれないが、

本当は「雑」として取り扱ってもらいたい。「雑学」の中にこそ知識の未来があ

る、と信じている。 

 

◎ 漢字をどうする 

・日本語を使う限り、漢字と縁をきることはできない。漢字は我々の文化的血

肉なのであるから、ちゃんとした日本語で考え、自らを表現し、他を理解する

ためには漢字から逃れることは出来ないし、また逃れる必要もない。だが、漢

字という文字とどう付き合ったらいいのか、漢字の数がやたら多く、始末がつ

かないために、大問題であり続けてきた。 

 漢字の字数は一説には 9 万とも 15 万とも言われている。日本語には日本人が

発明した和製漢字も沢山あり、すし屋の魚へん（鰯ほか）は造字であり、これ

らは「国字」と言って「漢字」と区別している。また読めるけど書けない漢字

が何万とあり、漢字追放論が文明開化の時期からあり、敗戦後に漢字全廃論の

占領政策もあったが、生き残ってきた。われ等日本人は、漢字と一緒に生きて

いく以外に方法はなく、楽しく付き合っていく方法を考えたほうがよい。その

ための第一原則は「漢字は例外なくすべて保存せよ」である。 

 

・漢字は厄介だけれど、すべて数千年にわたって営々と蓄積されてきた文化遺

産である。文化遺産はできるだけ保存しておくのがよい。先祖代々、受け継が

れてきた財産のあれこれを詰め込んだ収蔵庫のようなものである。中をあけれ

ばガラクタ（使われない文字、異体字、略字だの、わけの判らない漢字がゾロ

ゾロ）が一杯である。政府が心配になり、番人を置いて収蔵品の持ち出しを制

限しようとした。ほんのちょっぴりだけ厳選し、範囲を作った。これが昭和 6

年制定の 1858 文字からなる「常用漢字」である。戦後は漢字全廃せよとのむち

ゃくちゃな占領政策に基づき、漢字全廃にいたる猶予期間に「さしあたり使う」

意味で、昭和 21 年 1850 文字からなる「当用漢字」を制定した。全廃は当然無

理であり、また「常用漢字」に逆戻り、昭和 56 年 1945 文字を指定した。そし

て平成 21 年 2136 文字となり、佐藤さんの「藤」や山梨の「梨」、岡山の「岡」

などがやっと市民権をえた。そもそも「常用漢字」の選び方がイイカゲンであ

る。何の基準もなく無原則で、なにが「常用」なのかアイマイで文化審議会（旧

国語審議会）メンバーの思いつきや好き嫌いで漢字を追加したり、削除したり

してきた。審議会など無用の長物であり、どの漢字をどうしようと、お互い日

本語を使用しているそれぞれ個人の自由ではないのか。それを政府が番人を置

き、使ってはダメだというのはオカシイ。さらに、「人名用漢字」で姓名に使用
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してよい漢字をさだめているが、先祖代々の名字の表記が政府によって公認さ

れているのは、奇怪千万である。ちなみに、岡田、岡本の「岡」は今まで入っ

ていなかった。ほかに「地名漢字」「新聞漢字」などがあるが、漢字制限は乱戦

模様で、それぞれに違ったルールをして無政府状態となっている。 

 

・一番合理的なのは「日本規格協会」が作った「JIS 漢字」である。漢字をコン

ピューターで取り扱うにあたって、漢字を整理整頓した。「水準」で分類、第一

水準 2965 字、第二水準 3388 字、第四水準まであり、一万字を超え、これでた

いてい間に合う。使用したからといって減るわけでもないものを出し惜しみし

てはいけない。おぼえにくいとか、印刷の都合といった理由で漢字制限をして

きたが、コンピューターの登場で、「活字拾い」という熟練工にたよることなく

キーボードに打ち込めば「漢字」がでてくるし、パソコンで書いた原稿そのま

まで、データ入稿し機械的に処理される。今や、漢字制限をするという時代は

過去のものとなり、漢字がふえても大丈夫となった。 

 

・万一にそなえて漢字はことごとく保存しておくべきだし、コンピューター時

代になれば、その手間はたいしたものではない。従って「漢字制限」なんかし

ないほうがよいし、いくら政府が制限しても固有名詞や古典など、かならずど

こかで問題がおこる。漢字は難しいというのは、いまでは神話である。「手書き

文字入力」など、現代文明は漢字を大変探索しやすくしてくれた。必要な時に

必要な漢字を使う、漢字の「自由化」をしてよく、電子工学技術のおかげで、

漢字は未だかってないほどの自由を獲得している。 

 むずかしい文字は読めない。辞書をひけ。書けない、あたりまえ、辞書をひ

けばよい。読めるけど書けないのは日本語だけでなく、英語でも同じである。

漢字が書けない、忘れたは別に恥ではなく、辞書があるのだから別段どうとい

うことはない。そう考えれば、漢字問題はきわめて簡単なものであり、政府が

制限するのは、ヤメナサイ。漢字を沢山持っているのは、文字の資産家である。

資産家は普段はあまり使わないというのがよい。日用品を必要最小限にとどめ

るのがじつは「常識」というものだ。 

 第二原則「漢字はできるだけつかうな」である。本書もひらがなが多い。 

第一原則はおびただしい数の漢字は文化財としてすべて「収蔵品」である。 

第二原則は日常に使用する「日用品」としての漢字はできるだけ尐なくする。

でも、必要な時は収蔵品の中にあるものをいつでも使用する自由が保証されて

いなければならない。政府がたいした根拠もなしに一方的に「常用漢字」であ

れこれ制限するよりは、個人の「常識」によって「日用品」をそれぞれ自由に

選ぶほうがずっと賢明である。 
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◎ ことばの作法 

・このところメディアの日本語は「ならでは」の乱発である。本来、「ならでは」

は特定のできごと、行為、言葉など、「よそでは経験できない」「さすが」「ここ

にしかない」「誰もまねできない」「特有、独自の」といった唯一無二の貴重な

体験や見聞を变述する時に使用する。たとえば「京都ならではの風情」「地中海

ならではの陽光」など、いずれの場合をとってみても、事物や人物、そして挙

措動作などについてのホメことばである。ところが、産地ならでは、この店な

らでは、この季節ならでは、など「ならでは症候群」がおこっている。平気で

「被災地ならでは・・・」と使用しているが、「ならでは」はホメことばであり、

ものごとをプラスに評価する時の連語である。マイナスの評価の時に使用する

のは適切でない。なんにでも「ならでは」を適用するから奇妙なことになる。

本来「めったにない経験」として使う「ならでは」が大安売りしすぎて平凡き

わまるものになってしまった。あまりにも陳腐になりすぎ、逆に使用しなくな

った。同じように頻用されて陳腐になったのが「すごい」である。このごろの

日本人はなにがあっても「すごい」ひとつで片付ける。とにかく「すごい」で

万事片付くのだから便利である。これを「便利語」という。「ならでは」「ウッ

ソー」「マジでぇ」などの若者言葉も「便利語」である。毎日使っている「単語」

は五百以下、百語もあれば普通の会話はできる。その合いの手に「便利語」を

まじえていればどうにかなる。日本国語大辞典に収録されている語彙数は 60 万

語、普段使用している辞書の語彙は 7 万から 10 万語。普段はほとんど使用され

ていない。しかも知らない語彙だらけである。 

 

・辞書なしで理解できる単語はおよそ三千語。日常会話で使用されている「語

彙」はその半分。現実の生活言語で使用されているのは千語余り。「便利語」だ

け使っての生活は約五百語。もしかすると五十語かもしれない。 

 オグデンとリチャーズの「基礎英語」では 850 語をおぼえておけば、英語の

会話は間に合うという。言語学者のジップの「最小努力の原則」によれば、人

間は「最小努力」で生きている。ネクタイや食器も数を持っていても、吟味し

て選ぶのがめんどうなので毎日同じものを使用する。「ことば」の世界も同じで、

英語の語彙の利用頻度を計測して「数量言語学」を創始し、そして発見したの

が「L 字曲線」である。形態から「ロング・テイル」とよばれる。「あれ」「なに」

「それで」などの「語彙のミリオンセラー」が左端にきて、あとは長いしっぽ

となっていく。結局、最低の数の語彙で暮らそうとする。会話も「最小努力」

ですまそうとし、「なに、これ？」「ほんと？」「スッゴーイ！」「カワイイ！」

その他の数十語ですませてしまう。言語の「最低生活」である。 
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・日本の政治家は「ボキャ貧」でも許される。いくつかの独自の「便利語」を

発明しふんだんに使用している。「真摯にうけとめ」「前向きに検討」「誠心誠意」

などの政治的便利語を駆使して「ボキャ貧」でもどうにかやっている。 

 「最小努力の法則」は文字の世界では「定型文」になっていく。「型どおり」

の文例や「時候の挨拶」である。今や、「切り取り・貼り付け」「コピー・アン

ド・ペースト」いわゆる「コピペ」の時代である。定型文は「便利語」「便利句」

「便利文」であり、我が国では昔から「往来もの」から「節用集」までもろも

ろのアンチョコがそろっていた。人間ずっと昔からサボるのは習性であった。 

 「最小努力」でサボリにサボっているうちに、理解力における「ボキャ貧」

になってしまった。理解力が低ければ、「表現力」はさらに低いはずであり、「ボ

キャ貧」の中の最低生活である。いわゆる語彙の貧民である。そうした語彙と

言語生活の貧困さをさらに加速しているのが、思考と表現の断片化である。メ

ール、ブログといった文字の電子処理は、「文章の構想力」がなく、言語能力が

なく語彙が貧困であり、自分の心境や感情をことばにして表現できない。その代

わり、絵文字が日々増殖している。 自己表現のための言語能力がないからすぐ「泣

く」し、語彙不足でことばの訓練の足りない日本の若者達はちょっとしたきっ

かけですぐに「キレル」。これも言語能力の貧困と関係している。 

 

・日本人の言語能力は目に見えて低下した。「国語力の低下」であり、新聞など

を「読む能力を持っていない」。文字情報のかわりにマンガを含む映像情報の氾

濫により、「便利語」をふくめ単一語でものごとを処理する習慣がついてしまっ

た。いろんな要素が複合して「語彙力」も「言語能力」もアヤシゲになってき

た。どうでもいいが、それが世相である。 

 普通の読み、書き、聞き、話す能力を身に付ける方法は簡単である。「辞書を

使う」ことである。実際には辞書がひかれなくなり、新聞記者をはじめ、文筆

のプロの能力もおちている。「便利語」禁語ゲームをやってみてはいかがだろう

か。「語彙集」（シソーラス）、「日本語大シソーラス」により類語、周辺語の世

界を探索して、それぞれの場面にいちばんふさわしい形容詞を使ってみるゲー

ムである。文筆、口舌の専門家が沢山の語彙を使いわけてくれるなら、我々の

言語生活はずっと豊かになるに違いない。 

 

◎ トーテズムの現在 

・全国いたるところの自治体でそれぞれマンガ仕立ての人形をつくっている。

秋田の「スギッチ」、彦根の「ひこにゃん」、奈良の「せんとくん」などの「マ

スコット・キャラクター」が日本国中に充満している。中央省庁の総務省、環

境省、海上保安庁ほか、お役所すべてがマンガになっている。全国すべての検
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察庁、警察ももちろん、警視庁は「ピーポくん」である。 

公共機関に先立って、民間はとっくにマンガ仕立ての象徴をつくっている。

配送業者だけでも、クロネコ、ペリカン、象さん、アリさん、カンガルーと多

すぎてどれがどの企業の「マスコット・キャラクター」なのやら判別がつきか

ねる状態である。環境省なども、めんどうで稚拙なマンガ（「コマメちゃん」）

をつくるより「環境省」と文字でしめしてもらったほうがすぐに判る。 

 

・「マスコット・キャラクター」の氾濫を不思議と思わないのは、日本文化の中

に「紋所」があったからではないだろうか。水戸黄門の印籠は有名であるが、「武

鑑」によれば 3 千から 4 千ほどあったのではないか。もちろん最高は「菊の御

紋」であるが、紋章の世界にも序列や格が存在した。江戸時代 250 を超える藩

があり、おのおのが紋所を持ち、藩を識別できた。それらの地域のシンボルは

封建制の解体とともに消滅したが、それに替わって地域社会の紋章がうまれた。 

日本全国の都道府県から市区町村にいたるまで地方自治体はそれぞれの紋章を

もっている。ちなみに東京都は都章として「亀の子」、シンボルマークとして「イ

チョウ」をマークとして使用している。「県章」や「市章」は昔の大名の紋所の

現代版として、地域識別のための原理としてのマークを持つことで連続してい

る。こうした紋所がちゃんとあるのだから、それでいいのではないかというの

が、ついこの間までのわれわれの「常識」であった。しかしそれに満足できず、

みんなに親しみを持ってもらうために、自治体という社会組織を「人格化」し

たシンボルを考案し、「マスコット・キャラクター」を誕生させた。「キャラク

ター」の世界というのはまことに珍奇であり、本来の「性格」「人格」がいつの

まにか「人格化」そして「人形化」された造形を意味するものにひろがり「キ

ャラ」となった。 

 

・「キャラ」全盛時代の背景にはマンガの影響があり、なんでも図解という視覚

時代の到来もある。無数の「キャラ」が天下を堂々と闊歩し、「キャラ」のない

組織やイベントはありえない、といった風潮ができあがったのは、20 世紀末か

らの新世相である。1970 年の大阪万博では「マスコット・キャラクター」は問

題にならなかったが、2005 年の愛知万博では「モリゾー」「キッコロ」の認識

度が高く、大衆むけシンボルとなった。西洋にも「キャラ」の原型となる「紋

所」があったし、やがて万博、オリンピックも「キャラ」を持つようになった。

バンクーバーオリンピックのバンクーバーはトーテム・ポールの名所である。

「トーテム」は祖先を特定の動植物だと信じる祖先崇拝であり、そのトーテム

信仰を造形してできあがったのが「トーテム・ポール」である。 

 現代のもろもろの「キャラ」も世俗化した「トーテム」であろう。ブランド
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品はブランドの「旗印」が安心と誇りの根源であり、「シャネル族」「アルマー

ニ族」「エルメス族」などの部族の一員となるのである。身辺を見渡せば、怪し

や、我々はあれやこれやの「紋所」に取り囲まれている。ラーメンの商標から

農産物まで、なにからなにまでブランド化である。政府は海外への売り込みに「ジャ

パン・ブランド」を立ち上げている。最近、「氷見のブリ」の偽装問題が起こっている。中国に

は盗用ブランドが横行し、日本全国の地名が商標登録されている。「りんご青森」もある。 

 わが日本国にも「紋所」があった。日章旗である。日教組の問題もあり「日

の丸」は子供たちにとってはオリンピック専用と信じている。だから普段は忘

れている。これが、われ等日本国民が日章旗という重要なトーテムを置き去り

にして、万余の「キャラ」の記憶に専念するゆえんである。 

 

 

＊著者はあとがきで、本書を「雑稿」であるが、けっして粗雑というわけでは

ない、とのべている。小生は爽快な気分で読ませてもらった。80 歳の老人のボ

ヤキとも言っているが、現在の世相に対し的を射た論評をしている。小生が日

ごろ思っていることにかなり近い内容である。それだけ、こちらも歳をとった

ということなのかもしれない。 

＊ 私の世代では「常識」「常識人」というのは、胡散臭くみられてきた。変化

を求めず、体制に順応するおもしろみのない奴という評価である。しかし、そ

こには一定の価値があり、拠り所があったはず。いわゆるフォームがあったは

ずである。だからこそ異端が非常識として成立し、一定の体制にチャレンジす

ることが成立した。ところが、今やその常識事態が成り立たなくなってしまっ

た。一定の社会が成り立つための価値としての「常識」がなければ、それを打

ち破るダイナミクスは成立しない。それぞれが無原則に蛸壺化し、勝手に行動

することになる。現在の日本の政治的、経済的閉塞感は、まさに守るべき「常

識」を失ったことに起因するのではないだろうか。正当としての「常識」がな

ければ、異端としての「非常識」は、単なるアプレの混沌になってしまう。 

 今一度、グローバル時代に、地に足をつけた「常識」としての、この国の形

作りに国民の英知を結集したいものである。そういう意味でここにとりあげら

れた項目はそれぞれ重要である。「コモン・センス」は「だんこ」であり、話し

合いで問題を解決することである。亜インテリばかりがふえ、コミュニケーシ

ョンもろくに出来ない時代、おおいに酒でも飲んで「談合」をしようではない

か。 

 

                                おわり  


