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内田 樹×小松秀樹

医療崩壊の
文化論

は問題ないんだけど︑ひと握

医療の場合︑たいていの人

ていない︒

てよいものかというのも考え

ったら自分はどこまで要求し

庶民社会の無責任

先月から始まったお二人の対談︒
話題は︑文化的背景へと深まっていきます︒
第2回

小松 日本の医療がうまくい
かない最大の理由は︑必要な
お金は来ないのに社会の要求
が過大なことです︒
リアリズムの問題として︑
りのわがままな人を受け入れ

ざるを得なくて︑その人に︑

ものすごい労力と時間を取ら

れるんです︒うまく調整する

仕組みが社会から失われてい

り具合も似たようなところが

あると思います︒

内田 先生は医療崩壊︒私の

フィールドでは教育崩壊︒ど

ちらも一番大きな問題は市場

原理主義だと思います︒惰性

の強い社会制度である医療と

か教育とかは︑社会の変化に

即応して変わらない方がよい

分野だと思います︒
そういうところに市場が関

れません︒日本は庶民社会な

んですよね︒市民社会じゃな

い︒
てんがい

庶民は︑聖なる天蓋という
けんろう

か︑堅牢な社会システムがあ

って︑それが抑圧的に機能し

与すべきでないのは常識だと

思うんですが︑この 年ほど

ムを管理して順調に運転して

声高に使命感さえ持って語る

学でも︑市場主義的なことを

が徹底的に潰されてきて︑大

つぶ

市場主義に立ち向かう人たち
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どれくらいのお金で︑どの程
度のサービスが可能か考えて
いない︒それから︑社会の中
で自分の要求したことは︑他
の人も要求するんだけど︑全
ます︒たぶん教育や行政の困

たと思うのです︒それがなく

なって︑では何で制御するの

か︑という方法がうまく見当

たらないんです︒法律ではよ

ほどひどい人しか制御できま

せん︒

…………………………

一 方 で 市 民 と い う の は︑

の配慮を一切しません︒

ポートするか︑そういった類

たぐい

人たちをどうやってモラルサ

いくよう日々気を配っている

…………………………

員には無理なことがある︒だ

人まで出てきています︒
小松 いや︑医療は︑市場原
理で動いてませんよ︒お金を
払ったからといって良い医療
が受けられるようにはなって
ませんから︒一部の人がやろ

ていると認識しているわけで

す︒その中で︑社会システム
の機能の不全に対して文句を
言うことが自分たちの仕事だ
と︒それも内臓をえぐるよう
に過激な言葉と語法で︑不満
のリストを長くしていくこと
が社会にとって良いことだと
思っているわけです︒システ

内田 樹
小松秀樹

内田 いったい︑いつ頃から

そんなに患者が声高に権利を

年代半ばぐらいから

主張するようになったんです

か︒

小松

ですかね︒

内田 何かきっかけがあった

んですか︒

小松 さあ︑何でしょう︒

不満のリストと
迷惑のリストの違い
内田 社会の中から自発的に
改善の動きが出てくるか考え
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うとしていますけど︑成功し
ていません︒やはり問題なの
は︑わがままをどこまで言っ
ても許されるか︑だと思いま
すね︒
人が人をコントロールする
には色々なやり方があって︑
日本の場合には︑戦国時代に
生存のためにムラが自然発生
して︑合議制で構成員たちの
生殺与奪の権利を持っていた
んだそうです︒その暴力性と
ムラ八分になったら生きてい
けなかったというのとで︑か

ると︑すぐには難しいかもし

自分たちの仕事を
社会に文句を言うことと認識︒
それが庶民︒︵内田︶

なり強烈な行動の抑制があっ
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元々の発生から言うと︑西部
劇に出てくるように︑開拓者
たちが集まってきて︑そこら
辺を開墾して︑たとえば学校
が必要だとなったら︑建物を
建てて東部から教師を呼んで
こよう︑と︒病院だって︑自
分たちが装置をつくって︑医
者を呼んでこようという風に︑
当事者としてお金を出してイ
ンフラをつくり運営してきた
人たちのことです︒自分たち
がシステムをつくったという
意識のあるのが市民で︑その
できあがったシステムに後か
ら生まれてきて︑自分たちで
システムを管理したりする当
事者意識のなくなったのが庶
民です︒
今の日本は︑メディアも庶
民の利益代表ですよね︒市民
意識を持ちなさいという方向
には誘導せず︑声高にシステ
ムの不安を言う︒責任を負っ
ている人たちがいかに愚劣な
人間であるかと︑繰り返し繰
り返しアナウンスしていく︒

自分を探求していくっていう
恐るべき宗教ですよ︒逆だと
思いますね︒市民教育ってい
うのは格好つけるってことで
すよ︒
小松 我慢して格好の良い自
分を演じて見せる︒
内田 そう︑一番大事なのは︑
迷惑をかけたりかけられたり
するのが市民社会だってこと
です︒私は迷惑をかけてない
のだから︑迷惑をかけられた
くないっていう︑そんな人間
は無人島に行けってね︒迷惑
をどうやってうまくかけ︑ど
うやってうまくかけられるか
っていうね︑かけたりかけら
れたり︑その案配が市民の技
術ですからね︒自立っていう
時にね︑自分がどれくらい人

システムの信用を失墜させる

ことが結果的にパフォーマン

スを上げることだという︑信

じがたい発想を広く日本人全

体が共有しています︒こんな

ことをやっていたら滅びるぞ︑

と思いますがね︒

小松 オルテガの書いた﹃大

衆の反逆﹄そのものですね︒

システムを生来の権利のよう

に思い︑ただ要求するだけ︒

内田 あれ︑いい本ですよね︒

オルテガが﹃大衆の反逆﹄を

書いたのは1930年で︑そ

のころのスペインは軍閥があ

ったりして︑もう少し前近代

的な社会でしたから︑実際に

は今ごろ大衆社会が到来した

んでないかと︑僕は本当にそ

う思います︒
今の日本の社会に一番欠け

ているのは︑公というか市民

意識というか︑自分たちが社

会制度の当事者であるという

意識で︑学校の中でも︑市民

意識の教育をしていく必要が

あると思います︒

の世話になっていて︑逆にど

れぐらい人の世話ができるか

っていう︑そのリストを長く

していけるっていうことの方

がよほど大事なんですよ︒

小松 ルーマンは︑動機は自

分の行動についての後からの

言い訳だ︑社会に対する説明

であって︑人間が常に動機に

基づいて行動しているのでは

ないというようなことを書い

ています︒

内田 内発性の教育っていう

のが一つの大きなボタンのか

け違いだと思いますけどね︒
資本主義的なものと内発性

とが親和したのは︑根本的に

は先生のおっしゃるような

年代半ばからの消費文化なん
ですよ︒消費が文化になった︒

﹁本当の自分がある﹂
消費文化がもたらした
恐るべき幻想︒︵内田︶

自分探しとか自己決定とか︑

社会で格好良い自分を
やせ我慢して演じる︒
それを教えるのが教育︒︵小松︶
小松 入試に合格するのを教

えるのは教育じゃないですよ

ね︒

内田 あれは教育じゃないで

すよ︒競争は教育じゃない︑

セレクションとかは教育じゃ

ない︒

小松 最近よく読んでいるニ

クラス・ルーマンというドイ

ツの社会学者がいるんですけ

ど︑その人の﹃社会の教育シ

ステム﹄っていう本で︑人格

というのはペルソナ︑仮面で

あって︑社会の中でやってい

くための格好つけのもので︑

ちゃんと格好つけられるよう

にするのが教育だと︑書いて

ます︒

内田 全く︑おっしゃる通り

です︒一番ひどかったのが︑

つまり消費が自己表現の手段

になった︒
それまでは人類史的に見れ

ば︑労働を通じて自己表現し

ていた︒仕上げた後に自分が

成し遂げたものを振り返って︑

自分にはこんな能力があって︑

こんな適性があって︑こんな
人間だったのかと事後的に確
認するものだったんです︒
それが︑どんな服を着て︑
どんな家に住んで︑どんな食
べ物・飲み物で︑どんな車に
乗って︑どんな時計をして︑
どんな時に旅行に行ってと︑
お金をどんな風に使うかによ
って︑その人の内発性が表現
されるという形にシフトしち
ゃったんですよ︒
社会的行動に関してどちら
を主体に置くか︑全く逆なん
ですよね︒本来は人類史のほ
とんどの場合で︑自分とか私
というのは労働を通じて事後
的に確認していたんだけれど︑
年代終わりから 年代はじ
めにかけて︑消費を通じてし
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か自己表現できないんだと社

場原理とに尽きます︒本当の

して言えば︑理由はそこと市

たのか︒今日の教育崩壊に関

を国策として十数年も展開し

ぜ︑あんな宗教みたいなもの

るだなんて︑宗教ですよ︒な

あなたの中に本当の自分があ

かぶるかっていうものなんで︑

受けるか︑仮面をどうやって

か役割演技をどうやって引き

のロールプレイングっていう

市民教育ってのは︑ある種

ですよ︒

言ったんですよ︒全く逆なん

とんでもないことを中教審が

支援をするのが教育だって︑

象していくかっていう︑その

あって︑それをどうやって表

自分の中に唯一無二の内面が

……………………………………………………………………………………………

るような気がしますね︒

生きられる場所が失われてい

るし︑社会の中で落ち着いて

それがわがままとなって現れ

どうしても不満を持つわけで︑

の付け方が分からない人は︑

くいかなかった時の落とし前

うまくいかないですよ︒うま

たって何したって︑そんなに

ね︒大抵の人は︑自分を信じ

苦茶なことを言う人いますよ

チャレンジしろ﹂なんて滅茶

小松 ﹁自分を信じて未来へ

ことです︒

請されて登場してきたという

﹁本当の自分﹂が市場から要

とで︑内発性のイデオロギー︑

使うことができないというこ

じめ決めておかないとお金を

の自分みたいなものをあらか

だから自分らしさとか本当

ないわけです︒

前に確定しないと身動きでき

何が欲しいのかというのを事

であったら︑自分はいったい

会的合意が成立して︑消費者

……………………………………………………………………………………………………………………………
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