


はじめに

この本は、大きく一章から五章に分かれています。 

第一章　今、私たちの社会は変化している。

第二章　それはなぜか。

第三章　変化して社会はどうなるか。

第四章　その結果、私たち個人はどうなるか。

第五章　でも大丈夫。

　さて、この本を手に取って買おうかと迷っているあなた。まず目次に目を通してみてください

。この文章と目次を読めば、この本 のおおよその内容が推察できるように書いたつもりです。で
すから、一を聞いて十を知るあなたが「わかったあ！そうか、そうだよな」なんてすっかりわか

って しまった場合、もうこの本は用済みです。ご自分の時間とお金を節約なさって下さい。
　「おもしろそうだ。ちょっと読んでみようか」と思われた場合、各章の最初数ページを読んで

みてください。そこにその章で何について書いてあるか、かいつまんで説明してあります。

　また、各章の最初を読んで特に興味を引かれた章があった場合はその章だけ読んでみてくだ

さい。それぞれ章ごとにその章で何を説明するか、その法則や例、 結論がそろっていて、単体の
読み物としても成り立っています。　その章を読み終わって「なぜ」とか「それでどうなる？」

といった疑問がわいた場合はその疑 問に相当する章を読んでください。
　というわけで、この本はどこから読んでも、またどこまで読んでも大丈夫なように書いてあり

ます。もし、もうすでにこの本を買ってしまったあなたが「せっ かく買ったんだから全部読まな
くちゃもったいない」と考えているとしたら大間違いです。わかりきったことを確認するために

あなたの貴重な時間を浪費する方 がよほどもったいない。それでは、お好きなところからど
うぞ。

　余談ですが、目次だけ読んで「わかったあ」と思ったあなた。そんなあなたは、もうこの本を

１〜２冊余分に買って、友達に勧めていますよね？それが正しいサポーターというものです。

　何のことかわからない？あなたの「わかったあ」は勘違いです。もう少し落ちついてちゃんと

読みましょう。



百年前の未来源

　一九世紀の終わり、アメリカ合衆国は最後のフロンティア・西部を開拓しつつありました。

　この図は一八九二年に、そのアメリカで大ブームを巻き起こした新聞連載ＳＦ小説「フラン

クリード・ライブラリー」の表紙です。

　当時の人々に夢と希望を与えた「フランクリード・ライブラリー」は世界最初の新聞連載ＳＦ

小説といわれています。

　「来るべき二〇世紀は科学と技術の栄光に満ち溢れている」

　その巻頭で「フランクリード・ライブラリー」は高らかに宣言しました。しかし、その来るべ

き未来の予測は今の目で見ると、とても奇妙なものだったのです。

　まず主人公の少年・フランクが発明したのは未来の馬車（！）でした。

　高性能の蒸気機関で駆動される、この科学と技術の奇跡「スチーム・ホース」は本物の馬の代

わりにフランクを乗せた鋼鉄製の馬車を引っ張る、疲れず眠らず食べない理想の馬なのです。

　フランク少年は西部の正義を守るために次々と新発明をしました。スチーム・ホースの改良型

・スチーム・マン（頭に被ったシルクハットが煙突の役割）、蒸気機関の潜水艦、荒野仕様の大

型馬車。

　現実の世界では、蒸気機関のロボットや馬は結局、実現しませんでした。でも当時のアメリカ

人が科学や技術に対して持っていた夢や、無条件の尊敬が読みとれて、微笑ましいと言えます。

　時は流れて一九〇〇年初頭。当時流行の科学雑誌には、こんな特集がよく掲載されていました

。

　「夢の機械化住宅・一九四〇年までには全ての住宅にはエンジンが取り付けられ、主婦の仕事

は編み物だけになる」



　特集の中を見ると、まず派手なイラスト。

　住宅の隣に設置された、その家よりも巨大なエンジンのイラストです。もちろん巨大なエンジ

ンからは真っ黒な煙がモクモクと（！）吹き出し、一家の主と息子がその煙を頼もしそうに見つ

めている。

　エンジンから伸びた、巨大なシャフトが、家庭の各部屋を貫き、高速で回転。シャフトに接続

された複雑な歯車装置が、各部屋ごとの機械（掃除機とか皿洗い機、洗濯機、全自動編み物機）

を動かす、という仕組みです。

　で、全ての家事と、編み物から解放された主婦は、暖炉の隣、長椅子で小型エンジン付タイプ

ライターで母親に手紙を書いている。

　「ねえ、お母様。最新型の機械化住宅は、とっても素敵よ」

　この記事も確かに、微笑ましいと言えば微笑ましいですよね。私が大学の講義でこれらの資料

を見せたときには、けっこうウケました。もちろんそれは、大変好意的な笑いだったのです。

　しかしその時から、消し去ることの出来ない疑問が発生しました。

　私たち自身も、こんなヘンなことを言っていないだろうか？

　ひょっとしたら数十年後の人々から見たら、大笑いされるようなことを平気で言いふらしたり

、そんな本を読んで感心してはいないだろうか？



西暦二〇〇一年のオフィス

　　商品の絵はきのうの夜、小型のディジタルテレビカメラで撮影した。

　本当は芸術家気取りのケイに頼めば、動画で角度を変えながら撮ってくれるのだが、出張先の

台風按近で飛行機が遅れて間にあわなかった。だから静止画主体に編集し直した。まったく二一

世紀になっても天候だけはどうしようもない。

　内部構造の説明は、結局、ありあわせの紹介ビデオをパソコンのディジタル・ビデオ編集ソフ

トで切り貼りして作った。本当は胃カメラを応用したグラスファ イバー式のディジタルビデオカ
メラで機械の中を飛んでいる感じに編集したかったのだが、素人がやるとどうしても先がブレて

しまう。それで諦めた。

　　　（略）

　最初の話題としてあたりさわりのないのはやはり天気の話だ。相手先の課長がディジタルテレ

ビの気象チャンネルを選んで映像を映す。このチャンネルは衛星からの地球全体の実写が映る

ので、評判なのだ。

　大画面で見ると自分が字宙空間にいるようで、気持ちがやわらぐ。お互いの気持ちを解きほぐ

すには持ってこいの画像だ。商品紹介のプレゼンテーンョンが始まった。

　　　（略）

　さあ重役向けの商品紹介はケイをプロデューサーにして、バッチリしたものを作るぞ。

　あの課長をギャフンといわせてやる、と自らを奮い立たせるのだった。

（「マルチメディアとは何か」生産性出版・江崎伴雄、金子章弘共著）

　ここに引用したのは近頃、書店の本棚を大いににぎわしている、いわゆる「マルチメディア本

」からの抜粋です。もし、さっきのフランクリード・ライブラリーや「夢の機械化住宅」を知ら

ずに読めば、それなりに感心して読めてしまいます。

　私は大学でマルチメディアの講義をしている関係上、一時期、表紙に「マルチメディア」と書

かれた本は全て買っていました。聞くところによると、九四年度だけでも一八〇冊以上出版され

たということです。そのうちの半分近くは読んだでしょう。

　何せ、買っても買っても次の日には新しいマルチメディア本が出てるという悪夢の日々でした

。

　一番凄かったのは、午前中に新宿で袋いっぱい買い込んだ日のことです。ひと休みして、喫茶

店で買い込んだ本に目を通したら、帰りに同じ書店のカウンターに又、新しい本が並んでいるの

を発見。思わず目眩がしましたが、努力と根性で買って読みました。

　で、そういう本の中にはときたま、「マルチメディア環境が実現した二〇〇一年のオフィス」

、なんていう短編小説みたいなのが最初か最後に入っています。

　私は、そんなオマケは大好きです。なにせ私の本職は、ＳＦ映像やゲームなので、お手並み拝

見という気分で楽しく読みました。

　ここで抜粋した「二〇〇一年のオフィス」は、特にそれらの本の中でも技術的なバックボーン



もしっかりし、主人公の行動の動機付け（モチベーション、といいます）も定義されている、良

質のものです。

　しかし、何かヘンなのです。

　ますます激しくなるプレゼン競争の時代。主人公は通信衛星からの情報で、お天気の話もしっ

かり押さえる、やり手の営業マン。彼は携帯コンピューターを片手に三次元ソフトで相手先の課

長をうならせる。

　技術的なデータの部分は、きちんと書かれています。

　しかし、わずか六年先の世界の描写は、何かヘンなのです。つまり、その中で描写されている

人物達の価値観が、今の私たちと（というより数年前、バブル時代の「ヤンエグ」達と）全く同

じです。

　ここで描写されている世界は、科学技術だけが先行して、登場人物の価値観には全く変化のな

い不思議な世界なのです。



技術の進歩は社会常識を変える

　　本来は技術や科学が変化すれば、それにつれて社会の価値観も変わる筈です。

　社会の価値観、という言葉は耳慣れないのですが、ここでは「何が良くて、何が悪いと人々が

感じるか」、というふうに考えて下さい。

　実例で説明します。

　例えばルネッサンス以前、聖書は全てラテン語の筆写本でした。そのため、聖書は大変な貴重

品で、読める人間も聖職者に限られていました。だから当時の人々は、教会や聖職者をすごく尊

敬していました。

　荘厳な教会の大伽藍、反響する聖歌隊の歌声、そして分厚くて読むことの出来ない聖書。中世

の人々が、いかに教会に畏怖を感じていたか、本当に実感は出来ませんが、何となく判るような

気はします。

　しかし、グーテンベルクが活版印刷を発明したおかげで、誰でも家庭で聖書が読めるようにな

ってしまいました。あの無限の謎をたたえた書物を、買って読むことが出来るのです。

　すると、教会での説話と、聖書の矛盾に気が付く人も出てきます。

　イエス・キリストは荘厳な教会を建てて自分の像に祈れ、なんて一言も言っていないじゃな

いか！

　その結果、人々が教会に対して感じる尊敬、権威はどうしようもなく衰退してしまいました。

その価値観の変化は人々を、中世の「疑問を持つな。ただ祈れ」という価値観から解放し、ルネ

ッサンスをさらに加速させ、産業革命の足がかりとなったのです。

　人々の価値観が変わると、社会のシステムも全て、大きく変わってしまいます。技術の進歩

は人々の価値観を変え、社会システムをも変化させたのです。技術や科学が変化すれば、それに

つれて社会の価値観も変わる、といったのはこういう意味です。



「科学は死んだ」

　　で、話は戻って、フランクリード・ライブラリーの作者は、当時最も注目されていた蒸気機

関の応用という技術の進歩（それも一分野）にだけ着目してしまいました。社会や政治、経済、

家庭、生活様式の変化といったその他の要素を一切考慮に入れませんでした。

　でもよく考えたら、蒸気機関でロボットが作れる時代に、騎兵隊や幌馬車キャンプ（既に当時

の西部でも、過去のものになりつつあったのです）が存在している筈がないですよね。

　「夢の機械化住宅」に関してはもう少し、説明が複雑になってしまいます。なぜかというとこ

れは、今の私たち自身の価値観が変わりつつあることを示しているからなのです。

　ここに書かれている価値観は「力強く、巨大なエンジンに象徴される科学技術は素晴らしくて

、私たちを幸せにしてくれる」。

　しかし、私たち自身の価値観はこの数十年で大きく変わりつつあります。

　　中世の人々はルネッサンス時代の進行につれて、無条件に「キリスト教会は、私たちを幸せ

にしてくれる」と考えられなくなりました。

　同じように私たちも「科学技術は、私たちを幸せにしてくれる」とは感じられなくなってしま

っているのです。

　マルチメディア本を読むと感じる違和感。それは今現在、私たちの価値観が変わりつつある証

明なのです。

　で、それこそ私が、この第一章で言いたいことです。

　つまり。

　私たちは今、「科学の死」に立ち会っているのです。



トフラーの予言

　もう一度、他のマルチメディア本を見てましょう。

「インターネットや３Ｄソフトを駆使したプレゼンテーション」

「コンピューター制御の家」

「バーチャルリアリティ・ショッピング」

　どれも今の生活や価値観がいつまでも続くものと考えて、「マルチメディアの技術」のみが進

んだ世界を書いています。

　企業や営業活動がなくなってしまえば、プレゼンテーションも残りません。

　家族制度が崩壊すれば、「家」の意味は変わるのです。

　「ショッピング」という概念そのものが、高度消費社会とワンセットのものでしかありません

。

　だから、こういった本の未来予測は何かヘンなのです。

　ところが十年以上も前に、「技術の変化による価値観の変化」を語る二冊の本が出版されてい

ました。

　一冊目の本は、アルビン・トフラーの『第三の波』。

　高名な未来学者アルビン・トフラーは、その著作『第三の波』の中で次のように言っています

。

　「今まで、人類の歴史を変えてきた大きな変化を波にたとえる。第一の波は農業革命、第二の

間には産業革命、そして第三の波は現在起こりつつある情報革命 である。農業革命の時にも、産
業革命の時にも、大きな価値観の変化が起きている。打ち寄せる第三の波、情報革命の中で全て

は変化する」。

　トフラーは「農耕や産業革命によって社会のあらゆる部分が大きく変わったように、情報革命

によって社会のあらゆる部分が変化する」と予言しました。

　これは実にすばらしい画期的な着眼点で、世界中の人々が「あっ」と言いました。それ程、み

んなにも思いあたることだったのです。（これは第二章で、ちゃんと説明します）

　しかし、残念ながらトフラーが実際に提示できた、未来の情報社会とは結構、ショボいもので

した。

　「出勤せずに自宅にいながらパソコン通信で仕事」

　「学校へ行かなくても、パソコン通信で勉強」

　「買い物にいかなくても全て通販で生活がすむ」

　これでは、まるでＮＴＴのコマーシャルです。

　しかし、トフラーのこの本は、全てのマルチメディア本のお手本になりました。

　確かにパソコンネットが整えば、自宅で仕事も勉強も買い物もすることは可能になります。し

かし「できる」のと「したい」のが全然違うことは、少し考えれば誰にでもすぐわかります。



　確かに「ラッシュ通勤はイヤだ」と思っている人は多いでしょう。でも、在宅作業の仕事に人

気が集中したという話は、聞いたことがありません。それよりも 「設備の整った環境でバリバリ
働いたあとは、自宅に帰ってのんびりしたい」と考えている人がほとんどではないでしょうか。

　学校も、いじめや登校拒否の問題で揺れています。とはいえ、家に子供がいて朝から晩までパ

ソコンと向かい合っていてほしい、と考えるお母さんがそんなにたくさんいるとは信じられま

せん。

　それよりも子供が喜んで行ってくれる、安心してまかせられる学校を望むお母さんがほとんど

でしょう。

　買い物も、確かに雨の日にスーパーに買い物に出かけるのはおっくうです。通信販売やテレフ

ォンショッピングに人気が集中するのも道理。が、それが原因でデパートや専門店に誰も行かな

くなったという話も聞きません。

　特に女の子達にとってショッピングは、今だにお茶を飲んで友達とおしゃべりと並ぶ大きな楽

しみなのですから。

　さて、こういうわけで、アルビントフラーの『第三の波』は「画期的な着眼点」と「イージー

で現実離れした予測」を私たちに提供してくれました。

　そして日本のマルチメディア本の作者達は「画期的な着眼点」をきちんと捉えずに、むし

ろ「イージーで現実離れした予測」の方をふくらませてしまったのです。

　「コンピュータを駆使したマルチメディア・プレゼン」

　「バーチャルリアリティ・ショッピング」

　エトセトラエトセトラ。

　これだけではあまりにもリアリティがない、と感じた彼らはそこで、その予測に「ゴア副大統

領が」とか「情報ハイウエイが」とか「カレイダ社の合弁が」とかをつけ加えて体裁を整えたの

です。

　私たちも、自信がないレポートを書くときによくやる「アレ」ですよね。



堺屋の反論

　トフラーは「自由競争」とか「民主主義」といった現在の価値観や社会システムはそのままで

、技術だけが新しくなった未来を予測してしまいました。せっかくの「全てが変化する」という

主張もこれではお題目を唱えているに過ぎません。

　これに対して、真っ向から批判を挑んだのが、堺屋太一です。

　堺屋はその最も有名な著書、『知価革命』の中で「これからの商売で大切なのはモノそのもの

ではなく、それに付加される知的価値である」と主張しました。

　歴史学的・社会学的な論である『第三の波』を、お金儲けといういかにも日本人らしい位相で

切り取り、「欧米に負けるな」と鼓舞したわけですから、エグゼクティブでなくても日本のサ

ラリーマンなら誰しも心穏やかでいられる筈がありませんね。

　「いいもの」「安いもの」がたくさん売れる時代ではないことは彼らも実感していたからなお

さらで、「知価革命」はベストセラーになりました。

　　堺屋は、その中で次のようにトフラーを批判しました。

　「『第三の波』の全てが変化する、という前提は社会構成員の価値観が変化する、ということ

である。その変化する価値観を具体的に述べない予測は片手落ちだ」

　では堺屋が「知価革命」の中で述べている価値観の変化とはどんなものでしょうか？

　堺屋はいかなる時代、いかなる社会にも、社会の共通概念である基本価値観がある、としま

した。その価値観を堺屋は次のように定義しています。

　「豊かなものをたくさん使うことは格好よく、不足しているものを大切にすることは美しいと

感じる、人間の優しい情知」

　堺屋はこの根源的な法則を、『知価革命』の中で何度も主張しています。これを使って過去か

ら現在における変革を捉えなおし、未来を予測しているのです。

　これは歴史を捉えなおす上でも、未来を予測する上でもとても参考になる法則です。（この

あと、第二章で詳しく説明します）。

　つまりその時代のパラダイム（社会通念）は「その時代は何が豊富で、何が貴重な資源である

のか」を見れば明らかになるということです。

　ということは、それまで豊富だったものが急に不足したり、貴重だったものが急激に豊富にな

ったり、といった変化があるとき、それに対応して価値観が変化し、その価値観の変化によって

社会は変化する、とも言えるわけです。



経済的視点の限界

　しかし堺屋も又、具体的な未来像となると、「知価革命」の中ではセコいことしか説明してく

れませんでした。

　「ネクタイは材質・品質よりも柄やブランドで売れる」といったことをモゴモゴと言っただ

けだったのです。

　官僚出身で経済評論家である彼としては「売れること」「儲かること」「企業が大きくなる

こと」「日本経済が成長すること」が絶対の正義であり、どうして も疑えない価値観なのです。
世界中の人がそれに向かって邁進するのが正しく、普遍的なことだと言う思いこみからは、どう

しても解放されないと言えるでしょ う。

　だからイケイケのお姉さんが「上から下までブランドで固めるぅ？何それぇ？」という時にな

っても「これからのネクタイはブランドだよね」という位置からは動けません。

　だいたいそんなこと言われても「じゃあ、そのブランドになるっていうのにはどうすればい

いの？」という肝心なことはさっぱり答えられないのです。

　せいぜい、「これからの企業は、つまり何だ、そういうことを一生懸命に考えないとねっ」と

言うだけなのです。

　せっかく堺屋の価値観に同調して、日本経済の成長を心から願う、優秀勤勉な企業家達のお父

さんもこれでは困ってしまいます。

　で、ここでも又、マルチメディア本の作者達は「やさしい情知の法則」には触れず、「欧米に

遅れるな」という勢いや焦りだけは忠実に継承しました。

　というわけで、必然的にマルチメディア本は「アメリカでのスーパーハイウエイの状況と日本

での光通信の立ち遅れの事情」とか「ソフトで立ち遅れる日本、ソフト難民になるな！」とか、

大層な割にはむなしい話で溢れてしまう事になりました。



パラダイム・シフト

　真面目な話、実際に未来を予測しようとする際に、最も大事なのは「今の時代と未来では、ど

んな価値観の違いがあるか」ということをはっきりと見極めることです。

　こういった「社会を構成している基本的価値観」を「パラダイム」と呼びます。

（「パラダイム」という概念の提唱者Ｔ・クーン自身はその著書『科学革命の構造』で「パラダ

イム・シフトが存在するのは自然科学の分野のみに限られる」と言っています。しかし現在では

社会学の用語として使われることが多いようです）

　例えば、私たちは「自然現象には全て、合理的理由がある」と知っています。でも、昔の人

にとっては雷鳴とは「雷様の怒り」だったのです。

　また織田信長の快進撃の原因は、鉄砲の使用や楽市楽座と言った経済政策によるものだ、と知

っています。でも、昔の人にとっては「あれだけ強いのは天の義を得ているからだ」と考えてい

たでしょう。

　これは彼らが無知だからではなく、パラダイムの違いによるものです。何かに理由を求めると

きに「神が、そう決めたからだ」と「自然法則で、そう決まっているからだ」というパラダイム

の違いが両者の違いなのです。

　そのパラダイムに変化があれば、当然、社会システムや政治、経済、家庭、生活といったあら

ゆる部分に大きな変化が起こります。そういう大きな、社会を変えるほどのパラダイムの変化の

ことを「パラダイム・シフト」と呼びます。

　それによって起こる社会変化たるや大変なもので、農業革命、産業革命は人類に起こった最大

のパラダイム・シフトだった、と言われています。

　で、ここが重要なんですが、堺屋もトフラーも口をそろえて、「今までの二回のパラダイム・

シフトに匹敵する、大きな変化が起きている」と述べています。

　いえ、この二人だけではありません。小は（といったら失礼かな？）栗本慎一郎から、大はＰ

・Ｆ・ドラッカーといった大物学者まで全員が「現在はパラダイム・シフトの時期だ」と言って

いるのです。

　では、現状や今後の社会を考えるためには、今起こりつつあるパラダイム・シフトを分析する

ことしかあり得ません。現在、私たちは産業革命以来の初めての巨大なパラダイム・シフトに立

ち会う、という大変貴重な体験をしているのです。

　なんて幸運なことだと、思いませんか？

　これ以上面白いことなんて、滅多にありませんよ！

　それでは、現在起こっているパラダイム・シフトを観察してみましょう。



若者の価値観を見る

　一昔前の人々の価値観は、簡単に理解できます。なんせ他人事ですから。でも、自分たち自身

の価値観の変化を知ることは案外、難しいものです。

　アダム・スミスも「あるパラダイムの中にいるとき、そのほかのパラダイムは想像することさ

え難しい」と言っています。

　犯罪が発生したときに、まるで知ってるかのように犯人像を述べる心理学者も、自分の心理は

分析しにくい。

　醒めてしまった自分の心を、この間まで好きだった人に説明するのは難しい。

　自分自身の変化については、案外私たちは自覚していないものなのです。

　では、どうするのか？今の若い世代を観察すればよいのです。何と言っても三十年後の価値

観は、今現在の彼らの価値観の中に芽生えてるはずだからです。日本が高度成長の時代だったと

きに、当時の若者達はすでに、「成長への否定」を始めていたのです。

　今の若者達の行動や嗜好を見ることによって、私たち自身の自分では気が付かない変化を、知

ることが出来るでしょう。

　ところで、ここから先は、いわゆる「若者達」に対して「彼ら」という表現を使います。これ

は一度、私たちの中の価値観変化を客観視するための便宜的な手法です。

　つまり、一度他人事、として考えると、私たちの心も本音を出しやすいだろう、ということ

です。だから「やっぱり彼ら若者は理解できない」などと短絡的な 結論に走らないでください。
あくまで「私たちの心の中にいる彼ら」イコール「私たちの心の中に芽生えている変化」をあぶ

りだすのが目的なのですから。



オカルト

　まず「占い」。

　彼らは占いに対して抵抗感がありません。今や大抵の若者向け雑誌には「今月の運勢」とか「

今週の占星術」とかいうページがあります。星座、血液型、前世、宇宙意識とのチャネリング。

おまじない専門雑誌は売り上げを伸ばし、占い専門のビルもあります。

　先日、テレビを見ているとついに「黒魔術師」を名乗る女性が出演していました。彼女は相談

に来ていたＯＬに「嫌いな上司をハゲさせる呪文」を教えていました。

　そして「オカルト」。

　一口にオカルトといってもＵＦＯ、テレパシー、除霊、ヒーリングストーンと様々です。こ

ういったオカルト本がそれぞれ何十万部も（おそらくこの本の何倍も）売れています。（正直、

目の前が真っ暗になるときもあります）

　「ＵＦＯはナチの秘密兵器！」とか「エジプトで逆行催眠！前世の恋人にあった！」とか「今

晩八時二五分に、ヒデキに何が起こる！」といったＴＶ番組も視聴率を稼いでいるようです。

　また、「前世」というのもブームになりました。

『ぼくの地球を守って』事件をご存じでしょうか？『ぼくの地球を守って』（ボクタマ、と発音

すると通です）とは、普通の女子高生が、ふとしたことから前世の記憶が蘇ることから始まる、

いわゆる少女マンガです。

　が、これがきっかけであらゆるオカルト雑誌の読者投稿欄が同じような投稿で埋め尽くされま

した。

「私と同時に覚醒したアトランティスの五神官を探しています」

「ハルマゲドンの戦士達は集結して下さい」といった投書とパニックで、廃刊に追い込まれた雑

誌もあるといいます。

　しかし、雑誌は廃刊になっても、未だに一部の少女達の間では「封印された記憶を取り返し、

最終戦争のために前世の仲間を見つける」といった活動が盛んに行われているのです。



コンピューターネットの中のオカルティスト

　パソコンネットの中でも、オカルトは盛んです。

　パソコンネット内は、いくつもの話題別のサークルに分かれています。パソコン通信する人は

、そのたくさんのサークルの中から、興味のある話題の会議室を選んで、他人の意見を読んだり

、自分の意見を書き込んだりするわけです。

　さて、そのサークルの中にも当然「オカルト」「ＵＦＯ」「テレパシー」といった類のものが

あります。しかも書き込みが多く盛況なのです。

　が、それだけで科学的でない、というつもりはありません。こういったサークルに参加する人

たちの中にも、半信半疑で「とにかくデータを集めて自分なりに分析してみよう」と考えてるタ

イプの人が結構います。

　しかし大部分は、「とにかくＵＦＯを信じてる」とか「何があっても、超能力を信じてる」と

かいう人たちです。彼らはそういったものの存在を「信じて」いますし、「信じたい」という姿

勢なので、疑うことを良しとしません。

　彼らもＵＦＯならＵＦＯの存在を実証する情報を、色々なところから集めたり会議室に書き込

んだりします。が、ＵＦＯの存在を否定するような情報はハナから相手にしません。見えない、

といってもいいでしょう。

　懐疑派（ＵＦＯを信じない人は、そう呼ばれます）にそのことを指摘されても、「ＵＦＯの存

在を隠蔽するためのデマだ」ということになってしまいます。そ して彼らのデータの矛盾をあげ
つらう懐疑派を「地球の科学だけを盲信していて、宇宙の理知に目を開かない心貧しい人々」と

諭します。

　おまけに「昔ガリレオ・ガリレイは弾圧の中・・・」と自分たちの状況を説明したりもします

。

　それでも懐疑派は、ますます厳しく論理の矛盾を攻撃してきます。

　すると最後には、ＵＦＯ信者達は「私たちは自分の信じたいものを、信じたいように信じてい

るのだから、放っておいてくれ（スゴい理屈ですね）」と一方的に話し合いを終わらせてしまい

ます。

　何事も合理的に話し合うのが美徳、と考えている懐疑派達は、そのあまりの非科学的態度に怒

り狂います。反対に愛と平和を大切にするＵＦＯ信者達は懐疑派 達の非友好的で傍若無人な態度
に眉をひそめます。心の底で「こういう人たちがいるから、戦争も環境汚染もなくならないんだ

」と、思っているかもしれません ね。



隠れたベストセラー「トンデモ本」

　現在、こういったＵＦＯや超能力や予言、前世、超常現象といった種類の本が大量に出版され

ています。しかもこれらの本は、５万部１０万部は当たり前というほど売れているのです。大き

な書店に行けば棚丸々一つか二つ占領していることもあります。

　今注目のマルチメディア本・インターネット本以上の勢いです。

　これらの本に共通する特徴の一つ目は「百億兆光年（誤植ではない）彼方からのテレパシー」

とか「仏陀・キリストの生まれ変わり」とか「紀元前３２００億 年前（誤植ではない）の天皇家
」とか「インドには全ての人の運命を書いた葉っぱがある」とか、理性的に見るとトンデモない

ことが書かれている、という点で す。（私のサークルでは、これらの本を「トンデモ本」と名付
けています）

　二つ目の特徴は「戦争はいけない」とか「愛と平和」とか「エコロジー」といった、誰も反対

できないような精神的で抽象的な目標が描かれている点です。

　これらの「トンデモ本」を読んでいる人の多くもパソコンネットの人と同様、内容が科学的に

トンデモないことを気にしません。そんなことよりも「これらを信じること」や「愛と平和を大

切にする気持ち」が大事だと考えています。

　「信じる」といってももちろん本当に心の底から信じてる人ばかりではありません。もっと軽

い気持ちで「へぇー、そうなんだ」とか「面白い。本当かな」とかいう人たちが大勢います。

　ただ、そういう軽い気持ちの人たちも「本当かどうか」「（科学的に）正しいかどうか」を追

求したりはしないのです。

（そんな「信じやすい純粋な人たち」の中にいると、トンデモないところを論理的に追求する

のは、無粋なことのように思えてきます。ウルトラマンを楽しく見 ている人に「あの中には人間
が入っているんだよ。ほおら背中にチャックが見える」とツッコミを入れている気分、とでも言

うのでしょうか。この頃は私も、そ ういう「トンデモさん」たちを赦し、愛せるようになりま
した。）



我々の内なるオカルト

　さて、ここまで読まれてきて、いかがでしょう。

　もちろん、これらの現象を妄想だ、ばかばかしい、思春期にありがち、と捉えることもでき

ます。あるいは今の若者達はわからん、という世代差の話にしてしまうことも可能でしょう。

　でも、私たち自身、こういったオカルティックな事を楽しんでいるとは言えないでしょうか？

　

　例えば相手の血液型や星座を聞いて会話の糸口をつかむことは、今や出身地や年齢を聞くのと

同様、あたり前のことです。

　五〜六年前、私の会社で血液型や星座の話で、持ちきりになったことがありました。それも「

あいつはＢ型だからこの手の仕事に向いている」「あいつは乙女 座のＡ型だから総務を担当させ
よう」といった話を管理職である人間が白昼堂々と会議し、実際それで人事を決めたりしたの

です。

　今から考えると冷や汗ものですが、今やこういった話はそこいら中で聞くことが出来ます。

　又、私たちはＴＶの「霊能力者ＶＳ科学者」といった番組を楽しんでみたりします。

　そういう時、私たちは本当に霊能力者がインチキかどうか、あまり気にしてはいません。昔の

ように「インチキなら科学の力で暴け！」とか「インチキでないなら科学者はこれを認め、その

謎を解明すべきだ」とかは、考えないのです。

　「ふぅーん、そんなこともあるかもしれない」これが私たちの偽らざる真情でしょう。

　今の若者達が、占いやオカルト本に対して持っている感覚も、これの拡大バージョンなのです

。

　本当か、ウソか。

　科学か、オカルトか。

　そんな二項対立ではないのです。あえて言葉にするならば、気楽な第三者として「それって、

あるある」「不思議を信じる自分の気持ち、大事にしたい」といった軽い感覚といえましょう。

　軽い、というと、どうしても真面目でない、といったニュアンスが入ってしまいます。しかし

真面目でないのは科学的態度、というスタンスに対してだけで す。彼らにとっては「気になる」
とか「自分もそんな気がする」「面白そう」という自分の気持ちに対しては、きわめて真面目な

態度なのです。

　だから彼らが面白いと思うことを肯定する科学は良い科学、否定してしまう科学は悪い科学、

といえるでしょう。



最も大事なもの「今の自分の気持ち」

　この「自分の気持ちを大切にする」というのは重要なキーワードです。

　彼らは恋愛も、相手とうまくいくか、より「自分の好き、という気持ちを大切にしたい」と考

えています。だから、その気持ちを守るために現実の恋愛が破綻することも辞しません。（『東

京ラブストーリー』のラストがそうでした）

　ある意味、すごく純真なのです。

　仕事に関しても安定した会社とか出世できそうか、を中心には考えません。

　「こんな仕事に就いてみたい」

　「自分の可能性をのばしたい」といった自分の気持ちを大切にしたいと考えます。

　価値観の中心が「今の自分の気持ちを大切に」なのです。

　こういった考えが主流になると今までで考えられなかったような社会変化が起きます。又、社

会が変化すればますます構成員の変化にも加速度が付くでしょう。

　そして、私たち自身の心の中でも、このような感性、価値観は変化しつつあるのです。



もう「豊かになることによる幸福」が信じられない

　先ほどのマルチメディア本の話に戻ります。

　「マルチメディアをガンガン駆使したプレゼンで、同僚に差をつけよう！」

　こんな「ビッグ・トゥモロー」なアツい奴は、今や絶滅寸前です。もう、私たちはそんな風に

考えにくくなってしまっているのです。

　ガンガン働いてもエコノミックアニマルとなじられるだけ。貿易黒字でもいじめられる。その

くせ都内には犬小屋ほどの一戸建ても買えず、空気も水も汚れる一方です。

　家がコンピューター化されるということは、家の中で発生する有害電磁波が増えるだけ。どう

せその電脳化住宅には電磁波シールドのローンもくっついているんだろう。いったいこれ以上何

か便利になって、幸せが増えるというのだろうか？誰も見当が付かない。

　実は私たちは、科学技術の進歩で自分たちの生活が今より便利になったり、楽しくなったりす

るなんて楽観的に考えられなくなってしまったのです。

　コンピューター通信のユートピアを描いている点で、アルビン・トフラーの楽観的科学主義の

限界もここにあると言えます。

　いえ、科学だけではない。経済も同じです。

　「いい会社に入って、どんどん出世して、バリバリ働いて、いずれ社長になって・・」という

お題目は、もはや信じられない。それどころかそういう人生が幸福だとは誰も考えられなくなっ

ているのです。

　この意味において、堺屋太一は完全に読み違いをしてしまいました。

　これは経済評論家がよく言う、「豊かになったから、今度は楽しもう」といった、ゆとり思想

とは違うのです。

　若者達、つまり我々の心の一部は既に、「豊か」が信じられない。だから、破滅してもいいか

ら「楽しもう」という程アナーキーなことを考え始めているのです。



正しい未来

　さて、技術進歩に注目するのが仕事のマルチメディア本の作者達はともかく、トフラーや堺屋

という、大変優秀な社会学者や経済学者が提案する未来像が、ここまでズレてしまうのはなぜ

でしょうか？

　もちろん未来のことですから絶対まちがっていると証明はできません。

　が、少なくとも私達の中の相当数（特に若者）が「この未来像って違うよな」と確信している

、と言えるでしょう。

　「こんな未来が来ればいい」と思っているならともかく、「ちょっと違うよな」と思っている

生活を、私たちが突然選択することは、あまり考えられないことです。

　それなのに、トフラーや堺屋はそんな未来を予測してしまった。

　なぜかというと、実は彼らにとっては、そんな未来が「正しい未来」「あるべき未来」だった

からなのです。

　つまり、さっきのＵＦＯ信者と同じですね。現実のデータより、自分の見たいデータを見てし

まい、見たくないデータは「採るに足りないこと」として見逃してしまうのです。

　では、彼ら（堺屋・トフラー）と私達の考え方の違いをはっきりさせましょう。

　ここでの「彼ら」という言葉も、再び便宜的なものです。（正確には「私たちの中で変化しつ

つある価値観、その旧世代型を『彼ら＝堺屋・トフラータイプ』 と定義して、新世代型価値観
を『私たち＝若者を中心に拡がりつつある価値観』と定義することによって、自分の心の中を客

体化しつつ観測が可能になる」とい う、すごく面倒に聞こえる行動です。要するに他人事と考
えて、自分の心を覗きましょう、ってことですね）

　私たちと彼らの価値観の最大の違い。

　それは、彼らがあえて名付けるなら「科学主義者」であり、私達は既にそうではないという点

にあります。

　「科学主義」とは、基本的には「科学の発達が、人類を幸福へ導いてくれる」という人々の考

え方です。

「科学主義」という用語はこの世に存在しません。今までの価値観、感性を説明するために、た

った今、私が作った言葉です。

　しかし、あえてこのヘンな言葉を使うことによって私たちのスタンスが見えてくるのです。

　そう、私たちもかつては科学主義者だったのです。



科学主義者

　今から二〇〇年程前、ヨーロッパの片隅で産業革命が起きました。

　それを期に、科学は急速に発達したのです。農業の発達によって、人々が飢えから救われたよ

うに、工業の発達は人々のくらしを驚くほど豊かにしました。

　暑さ寒さを防ぐ住居や衣服が量産され、家電製品が整って便利になっただけではありません。

映画やＴＶ、ファッション、グルメ、車、レジャーと、それまで貴族によって独占されていた

特権、娯楽がすべて大衆のものとして開放されたのです。

　この科学・技術が成し得た偉業は、どんなに言葉を尽くしても足りません。

　医療制度が人々に何を与えてくれたかは、あえて説明するまでもないでしょう。

　それまで貴族の館でしか聞けなかった室内管弦楽。しかし科学の力は音楽を大衆に解放しま

した。一部の貴族ではなく、大衆が音楽を聴くために作られた巨大 な音楽ホール、その中では音
楽自体も科学化、産業化されました。「指揮者」「弦楽器パート」「管楽器パート」と、最新の

工場のように演奏者の人々の役割は 割り振られ、完全に完成された交響譜面の通りに正確に音楽
は演奏されたのです。

　線路は果てしなく延びて、旅行ブームが訪れます。かつての貴族のみが楽しめる「冒険」は失

われ、スケジュール通りに進行できる「旅行」が、それにとって 変わりました。その時代のベス
トセラー小説「八十日間世界一周」を見れば、そんな時代の雰囲気を感じることが出来るでし

ょう。

　また、科学の力は地理的な障害、身分の違いをも解消し始めました。

　「演劇」は、都市の住人、つまり市民でなければ見れない娯楽でした。しかしそれを、科学

は「映画」に改良しました。これによってどんな地方でも、映写機 さえあれば都市の住人と同じ
娯楽が見れるのです。興行関係者は、この「地方住民からの収益」の多さに驚き、あわてて「誰

にでも判りやすいストーリー」を制 作者に要求しました。
　逆に地方の観客は、映画にストーリー以外に都市の最新流行のショーケースとなることを要求

しました。ここにおいて、映画は「流行の素材を使って普遍的な ストーリーを語る」、という現
在のハリウッド・スタイルの原型を手に入れたのです。そしてこれに続くラジオ、新聞によっ

て「都市に住める身分の人々」と 「地方にしか住めない人々」との差は、急速に縮み始めたの
です。

　

　科学は人々に娯楽を与えただけではありません。

　科学が、人々を「市民」にした。

　科学が、人々の楽しみを普遍化、平等化することによって身分制度、封建制度を壊滅させた。

　科学には「前世紀の貴族の特権と楽しみを市民に開放する」という大義名分があったのです。

　ああ、科学って奴は、なんて凄いのでしょう！



　そんな科学を、私たちは熱狂的に支持しました。

　人々は目の色をかえて量産し、目の色をかえて買い、目の色をかえて遊んだ。

　家の中はモノであふれ、お父さんは忙しくてほとんど家にいられない位だった。

　その当時、人々はみんな科学主義者であった、といえます。

　人類は科学の力で、やがて月や火星にも植民地を作るだろう。

　人類は医学の力で、どんな病気も治せるようになるだろう。

　人類は合理主義の力で、やがて地上から戦争を撲滅するだろう。

　人類は民主主義の力で、最大多数の最大幸福を追求した政治を実現するはずだったのです。

　社会の上から下まで、みんなが本当に、腹の底から、それを信じていました。

　それを信じたから、人々は邁進しました。浪費は消費を拡大するので美徳だと考えました。新

型の電化製品は少しでも早く手に入れなければいけない。それがステイタスだったというだけで

はありません。それが「私たちの繁栄」を体現したものだったからです。

　まだ使えるなんて言っていては、今の世の中やっていけない。新型を買わないと科学も経済も

発達しないではないか。「もったいない」と辛気臭いことを言う 年寄りもいました。しかし、私
たちは彼らを田舎に置き去りにして、生産に、消費に、合理化に邁進したのです。

　これが科学主義者の行動原理なのです。



再び「科学は死んだ」

　科学主義と一口に言っても、このように民主主義、資本主義、西欧合理主義、個人主義と言っ

た価値観を含む一つの世界観のことだと捉えてください。

　日本では戦後、世界の警察とか言っていた時代の元気なアメリカから入ってきた、例の価値観

やスタイルのことだ、と考えてもらっても差しつかえありません。

　トフラーや堺屋は「世の中の価値観が大きく変わりつつある」と言いました。しかし予測とい

う感覚的な作業だと、ついつい若い頃から染みついた、この「科学主義」で考えてしまうのです

。

　しかし、繰り返し言いますが、私たちは既に、そんなに楽観的に科学や合理主義、資本主義経

済を信じてはいません。そのため、堺屋やトフラーと、ギャップが生じてしまうのです。

　本当は、私たちはもう科学に何も期待していないということを認めてしまった方がいいのです

。

　でなければ、「合理的に解決する」という建て前、価値観の残骸だけが残ってしまって、新し

い価値観との狭間で苦しむだけなのだから。

　だから私は、ここでもう一度、言わなければなりません。

　科学は死んだのです。

　産業革命と同時に宗教は死にました。

　もちろん、死んだと言ってもその影響力が完全になくなったわけではありません。それどころ

か世界の大半では、いまだに最大の価値観の一つなのです。しかしあの、人々が無批判に宗教を

信じていた時代はもう、永遠に帰ってきません。

　今の日本では、聖典の中身に、ある程度の整合性がなければ信者は増やせません。合理的な

宗教！

　なんて「堕落」なんでしょう。キリスト自身が聞いたら激怒モノです。科学の前に宗教がひざ

まずいたのです。科学が、合理主義が世界を席巻した瞬間、宗教は「その他大勢の価値観」の一

つに甘んじるより他はなかったのです。

　それと同じく科学も今、死を迎えています。どんなに科学者達が正論を合理的に言い募っても

私たちにはもう、それが魅力的には聞こえません。

　「ふーん、それ本当なの？」とまず、疑ってしまう。

　科学が私たちを幸せにしてくれるとは信じていないからです。

　私自身、科学の発展に心躍らせたり、とにかくお金が儲からなくては話にならない、などとい

う考え方をいつのまにかしなくなっていました。

　今からたった二五年前、七〇年大阪万博の頃。

　私を含め、日本人みんなが、まだまだ科学技術の進歩に期待していました。アポロ十一号の月

面着陸に心躍らせ、月の石見たさに何時間も行列を作りました。それがいっこうに苦痛ではなか



ったのです。

　確かに科学の進歩によって公害や交通事故など困った問題も出てきました。しかし、そんな貧

乏くさい話題をしたがるのは一部の変わり者、ひねくれ者だと思っていました。

　それに、そういった問題すらも「公害除去装置」「自動運転システム」といった科学的手段で

何とかなる筈だ。今はまだ日本は貧乏だから無理でも、アメリカが開発してるに違いない。など

と脳天気に考えていたのです。

　日本は高度成長のまっただ中で働けば働くほど仕事は拡大し、会社は大きくなり、家の中に電

気製品が溢れた。みんな残業も休日出勤も当然のこととこなして給料も上がり、出世も出来た。

　私はその頃子供でしたが、もちろん将来は科学者になるんだと決めていました。クラスの男の

子もみんな、科学者になるか、サラリーマンになりたいと言って いたのを憶えてます。意外に聞
こえるでしょうが、サラリーマン、という経済戦士もまた、当時は憧れの的だったのです。

　それがたった二五年でこんなに変わってしまった。

「科学の時代」は終わってしまったのだから。



価値観変化の中心

　ここまでで、私の言ったことを少しまとめてみます。

１．社会全体が巨大な変化の時期を迎えている。

２．そのため、従来の価値観が全体として明らかに破綻しつつある。

３．変化している価値観を特定するために若者の嗜好を観察すると、価値の中心に「自分の気

持ち」を置いていることが判る。

４．「自分の気持ち」が第一なのは、既存の価値観では、幸福が追求できないことが明らかだか

らだ。

５．彼らや私たちの価値観変化の中心には、我々を幸せに出来ない「科学」と「経済」への信頼

の喪失があることが判る。

　ではもう少し、具体的に「科学や経済に対する不信感・無関心」を説明してみましょう。

　私たちは昔のように「科学の力は、何もかも可能にする」なんて考えてません。

　科学の力で人類は月へ行ったが、実際に行ってしまうと特にいいことがないというのがバレて

しまいました。

　月に行くには、ものすごい苦労や労力や経済力が一杯かかる。とにかく大変です。それなのに

、月にも火星にも、いや科学の力で行けそうなどこにも、ウサギも宇宙人も宝物も特別の鉱物や

宝石も何もない。

　絶対〇度で出来ることも真空で出来ることも、特別すごいことは一つもないとわかってしま

った。これからどんなに科学が発達して銀河の外まで行ったって、大したことはないと、みん

な薄々感づいてしまったのです。

　コンピュータも、人工知能だとか言われていた頃はよかった。

　しかしそれが実生活の中に入ってくると、銀行のキャッシュコーナーだったり、ファジーつき

炊飯器だったり、ぱっとしません。

　会社のＯＡ化も、部署ごとにバラバラで互換性がなかったり、突然統一するとか言われて前

のデータが使えなくなったり。だいたい新しく導入されるシステムに遅れないように勉強しなけ

ればならず、どうしてもメーカーに騙されている気になってしまいます。

　コード接続や試行錯誤やシステムクラッシュ、不意のハングアップ、意味不明のエラーメッセ

ージにとられる時間を考えると、本当に効率が上がったかどうかすら怪しいもんです。

　家で自分用のパソコンを買って仕事に役立てようとしても、こんな時にだけ鼻のいいシステ

ムが、ファイルのフォーマットの違いを言い立てる。

　マシンやソフトをヴァージョンアップしてもヴァージョンアップしても、その度にお金も払い

時間もかけ苦労したはずなのに使いきれない。

　コンピュータなんか買わないで全部手でやった方がよかったのでは、という気持ちがいつも心



をよぎってしまいます。（決して筆者は愚痴っているわけではありません）

　医学の力も先が見えました。

　ガンやエイズの特効薬がみつからない、というレベルの問題だけではありません。

　たとえばアトピーや花粉症、成人病など現代病と呼ばれる病気がクローズアップされています

。しかもそれは予防とか体質という名目で、個人の責任に戻されてしまうことが多い。

　不老不死とまで言わなくても、せめて寿命がつきるまで元気に暮らさせてくれると思っていた

医学もあてにはできないようなのです。

　これらはみんな「科学の発達」が限界まで来たということではなく、「科学を使って私達が幸

福になること」が限界まで来た、ということなのです。

　言いかえれば「もう科学に夢を持てなくなった」「より科学的になろう、合理的になろう、文

明を発展させようという気持ちが消えてしまった」ということです。

　熱烈な恋からいつのまにか冷めてしまうように、私達の心はいつの間にか、科学から離れて

しまったのです。



何が科学を殺したのか？

　私達の心を冷まさせた、現実的な原因は大きく分けて３つあります。

　一つ目は先程述べた科学自体の限界。

　今後どんなに科学や技術が発達しても、私達の幸せとは大して関係なさそうだということ。も

ちろん科学や文明が何らかの原因で崩壊してしまえば、みんな不 幸のどん底につき落とされるの
は間違いありません。でも「不幸でない」のと「幸せになる」とは全く違う問題です。

　二つ目は科学者を信じられなくなったということ。

　昔の科学者はエジソンにしろ野口英世にしろ英雄でした。科学者はその研究成果を通じて全人

類に貢献したと讃えられました。

　ところが今や、そんなイメージはほとんどありません。科学が発達しすぎ専門化しすぎたせ

いで、科学者が専門外のことがわからず、重箱のすみをつつくような研究に走りがちなことを私

達はみんな知ってしまったのです。

　一昔前のＳＦ映画に出てきたような「何でも知ってて、便りになって、新兵器の開発までしち

ゃうスーパー科学者」なんて、いるわけないですね。

　そのうえ、科学者や技術者の後ろには、いつも企業や政府の影が見えます。

　研究には莫大なお金がかかるので、それも仕方がないことを私達は知っています。

　御用学者という言葉が示すとおり、科学者や技術者が私達と同じ雇われの身であり、自分の会

社の為に働いたり発言したりすることも私達は知ってしまったのです。

　彼らが研究成果をどんどん発表し合い、次々と研究をすすめているのではなく、企業の利益や

自分の名誉の為に秘密を保持しながら研究していることも私達は知っています。

　だって、私たち自身が人類の幸福の為に働いているわけではないのですから。

　私たちは人類の幸福のために取引先に頭を下げたり、飲みたくもない酒を飲んでいるのではあ

りません。世界平和のために「通れっ！」と裂帛の気合いで、ニセ領収書を経理に提出している

わけではないのです。

　だから同様に、科学者や技術者が私達を幸福へと導いてくれるハズがないことを私達は知って

しまっているのです。



マスメディアの親殺し

　三つ目は、科学主義を切り売りするマスメディアに対する不信。

　マスコミを中心としてマスメディアは、一貫して科学主義の布教につとめてきました。

　特に科学の申し子とも言えるＴＶは、「アポロ十一号の月面着陸」の衛星放送をクライマック

スとして、全世界に科学主義の布教にめざましい力を発揮してく れました。オリンピックも万
博も、世界の警察アメリカの活躍も、日本の高度経済成長も、みんなＴＶを通じて布教されたの

です。

　ところが、科学主義にかげりが見え始めると、マスメディア内の主張の矛盾や意見の食い違い

が目につくようになってしまいました。

　科学的態度から言えば、最良の答えはたった一つに絞り込める筈です。キチンと実験したりデ

ータを集めたり検証すれば、どれが正しいか効率がよいかはっきりし、意見は統一されていく筈

なのです。

　ところが実際にはそうではない。むしろ意見は分かれ、科学者の数だけ学説があるらしいの

です。

　確かにその原因の一つに、視聴率や売上が上がればよしとするマスメディアにも問題があり

ます。目新しくおもしろい情報を求めるあまり、その正確さを二の 次、三の次にしてしまう。こ
れは多くの視聴者が、目新しくおもしろい情報を求めるあまり、その正確さを二の次三の次にし

てしまうのと表裏一体になっていま す。

　でも、それだけの問題ではありません。

　誰にでも一つや二つは、きっちりと知っておきたいことがあります。それは人によって健康の

ことだったり、教育のことだったり、経済のことだったり様々です。

　が、どんなことがあろうと、マスメディアを通じて情報を集め出すと、必ず矛盾する結論やデ

ータが、いくつも手に入ってしまう。この時点で普通の人は「科学的な正しさ」でものごとを判

断すること自体あきらめざるをえなくなります。

　こうして視聴者は、おもしろい情報だけをみるようになり、マスメディアはますますおもしろ

い情報ばかりを流すようになるのです

　また私たちは、ＴＶ番組にはスポンサーがついていて、そのおかげで無料でＴＶ番組を見られ

ることをみんな知っています。

　ＴＶ番組は無料でも、代理店とスポンサーがついている。

　雑誌は有料でも、広告ページという形で様々なスポンサーがついている。

　どのマスメディアにとっても共通の最終的スポンサーである政府の存在がある。

　それらのスポンサーが圧力をかけている為、流せない情報があったりするのも私達は公然の秘

密として知っています。

　例えば、育児雑誌で「あなたは布おむつ派？紙おむつ派？」という特集があったとします。そ



の記事が一見キチンと取材され、自由な視点で比較されているか のように見えます。しかし、そ
のすぐあとのページで紙おむつのカラー広告が２ページ見開きであったとすると、さきほどの「

自由な視点」なんか、信じられる モノではありません。

　また、マスメディア、特にＴＶを中心としたマスコミは「そのまんま」が伝わってしまいます

。

　どんな偉い科学者や政治家も「案外気さくな人ね」とか「服のセンスがあまりにダサい！」と

かのレベルまで全部が見えてしまう。

　学者や政治家どうしの討論も、いかに科学的・合理的に話し合えないか、いかに他人の言うこ

とを聞かず自分の意見を必死になって主張しているかが丸々見えてしまう。

　出演者どうしの気がねや牽制のしあいも何となく伝わってしまう。

　新しい学説や政策も、それを誰が説明するかによって印象はまるっきり違ってしまうのです。

　いきおい、出演する方も過剰演出になり、極端な意見になり、ますますどの意見も信用ならな

い印象となってしまうのです。

　

　で、このような原因によって、科学主義の布教に最もめざましい活躍をしたマスメディアは、

結果的に科学を信じられない、怪しげな存在にしてしまいました。

　マスメディア自体、科学の発達の中で生まれ発達してきたものの代表、優等生なのだから、科

学に対して親不孝なことです。

　こうして、科学自体も科学者もマスコミの吹聴する科学データも信じられなくなった私たちは

、「科学主義者」としての態度を捨ててしまいました。



理系離れの「エコロジー問題」

　例えば、今最も注目されている、エコロジー問題に対する私たちの考え方にも、それは顕著に

反映されています。

　エコロジー問題というのは、実は大変科学的に捉えやすい問題なのです。

　大気中の○○含有量が○ＰＰＭだとか、オゾンの量がウンヌンとか、この増加率で行くと○年

後には何ヘクタールの森林が丸坊主になるとか。

　科学主義的に考えると、本来こういった科学的問題は、科学者がきちんと考えて、ベストの解

決法を見つけて欲しいもんですよね。

　その上で政治家や官僚が、それらのデータに基づいた、合理的・効率的な方策を実行し、エコ

ロジー問題は「解決」される筈なんです。

　ところが、もちろんそうは問屋がおろしません。

　一口でエコロジー問題と言っても、熱帯雨林から酸性雨、大気汚染、オゾン層の破壊等々と様

々な要素が絡み合っています。

　これらを解決しようとすると「どの順番でするか」「誰が金を払うか」「どの学説・データを

採用するか」「どの企業が請け負うか」「それによってみんなの 生活が不便になるけど、どの政
治家が矢面に立つか」などという、誰も手を出したがらない問題のオンパレードです。

　これらの問題、利権を、「人類全体の幸福」という抽象的な基準で合理的に判断して、制限す

るなんてことは、もはや誰にも出来ません。

　だからこそエコロジー運動は「リサイクル運動」だの「割り箸を使わない運動」だの「私たち

が出来る小さな運動」の形を取らざるを得ないのです。

　だって、それ以外に信頼できる解決法が見えないのだから。

　これらの運動は目標といっても空き缶の回収が何トンになったという程度かもしれません。

　だからその結果、大気やごみの状況はどうなったか、実際は後どれぐらい汚染減少を必要とす

るのか、そのためには何を何トンづつリサイクルすればよいか、と言った合理的・科学的な判断

をしなくて済むのです。

　もっと気楽に考えていい、というわけ。

　又「数の力で国や自治体に圧力をかけて」といった従来の運動をしなくても済む。

　そういったことよりも「一人でも多くの人がエコロジーに関心を持ってくれること」といった

気持ちの問題として捉えることが大切だ、という訳です。

　これは最近の若者の価値観で触れた「自分の気持ちを一番に考える」にぴったりフィットして

います。

　エコロジー問題に関する、みんなの考え方の変化を見ると、明らかに科学的思想がマイナーな

ものになってきたというのが判ります。

　最近起きた、阪神大震災においても同じようなことが言えるでしょう。



　国や自治体の対応の悪さに関しては目を覆うばかりでしたが、それに対してマスコミが期待し

たほどの非難の嵐は起きなかったようです。

　それよりも住民の冷静さ、ボランティアの数の多さ、義援金の額の多さが話題になりました。

　国に対する批判はむしろこのボランティアを差配できない、義援金もさっさと使えないという

点に集中していたぐらいです。

　このような考え方は、明らかにある種の「諦め」という感情の上に成り立っています。科学的

、合理的解決法に何も期待しないからこそ、心情的な解決法を採るのです。

　さらに、具体的な例を挙げてみます。



社会自身の「理系離れ」

　たとえば学生の理系離れ、といった現象。

　一昔前は成績の良い者、数学の出来る者は当然のように理系の学部に進学しました。理系の学

部を卒業して企業に入り、技術畑で成績を上げるのが何といっても出世コースだったのです。

　しかし今では理系を出て企業に就職しても、かえって不利だったりします。おまけに学生は、

出世よりももっと自分らしさや自分の可能性をのばせる、面白そうな仕事を望んでいるのです。

　原子力発電所問題も面倒です。

　夢のエネルギー原子力、という宣伝文句で登場した原発。でも実は、廃棄物を他の国にまで、

こっそり捨てにいかなくてはならない。おまけにそれも返されてしまうという超環境破壊システ

ムだ、なんて我々は聞かされていませんでした。

　科学者と役人と企業のサギに引っかかった、と思った人も多いでしょう。

　やめようと思っても、向こう数万年は厳重な監視を必要とし、核融合にいたっては現実的な目

処は全く立っていない、ということ。

　これらのことをみんな何となく気付いてしまいました。

「科学科学と浮かれていたら、えらいことになった」

「何も考えずに科学だ発展だ開発だ、といったら後で大変な目に遭うのは自分たちだ」という気

持ちがみんなの中に生まれてしまったのです。

　科学の力で作った原子力発電所が、科学の力ではどうしようもなく政治的解決を待っている、

ということは科学に対する巨大なマイナス・イメージになりました。

　だからといって科学を捨ててオカルトに走っても、放射性廃棄物をクリーンにする白魔術な

んて、あるはずがありません。やっぱり解決も科学に頼らざるを得 ないのです。みんな、そのリ
クツは判っているのですが、何かタチの悪いヤクザに引っかかったような気がしてなりません。

　いま、注目されている無農薬野菜や、自然食品ブーム。

　昔は人畜無害の表示を信じて殺虫剤を撒きすぎ、子供を死なせてしまう母親もいました。しか

し今は「害虫は殺すけど、人間には無害な薬品」などこの世に存在しない、ということをみんな

感じています。

　そのリスクをどれぐらいに見るかは個々人で差はあります。でも、もし同じ値段同じ条件で普

通の野菜と無農薬野菜が売られていたら、どちらが売れるかなどは考えるまでもありません。化

学肥料も同じです。

　みんなしかたなく薬品など「不自然な物」を使っています。しかし本当は自然（それも又、

イメージの中の自然なのだけど）がいいと考えているんです。

　農薬などを開発する人たちが、どんなに頑張って素晴らしい農薬を作っても無駄です。消費者

たちは「いーや、科学なんかより、自然の恵みが素晴らしいに決まってる」と、海原雄山の受け

売りみたいなことをいって拒否するだけですから。



　又、花粉症やアトピーといった、現代医学でもなかなか解決できないといわれている病気があ

ります。

　どちらも環境汚染や、食品公害といった問題を抱え、エイズやガンなどのように死者が出ない

ので、医学界も本気になって研究していないようです。患者達は症状をやわらげるために、体に

は良くないと知りつつステロイド剤等を服用しています。

　そう、彼らにとって科学は救済ではなく、加害者なのです。

　そのため、医者を見捨てて、民間療法に切り替える者も多い。

　科学的に効果が実証されていなくても、とにかく効くという噂を聞けば試してみる、という態

度が普通になりました。鍼や怪しげな整体に行く人も大勢います。現代医療に対する不信感は相

当大きくなっているのです。

　このように「科学は私たちを幸福にしてくれる」という信頼感は、すっかり下火になりました

。

　「フランクリード・ライブラリー」に謳われた、輝ける科学と技術の二〇世紀のイメージは今

や見る影もありません。

　というわけで、科学主義は凄い勢いで終わりつつあります。

　特に今の若者たちの間では、もはや終わってしまったといってもいいでしょうか。



では経済は死んでないのか？

　で、もう一つの問題、「経済」です。

　現在の若者は「経済」に関して不信感を持っている、と私はさっき、書きました。

　ここまで読まれた方には、「科学が信頼をなくしたのは判る。しかし、経済は違うのでは？例

えば女子高生売春などの事件を考えると、若い世代は、より拝金主義になってると言えるはずだ

」と考えた人も、多いのではないでしょうか。

　しかし私は、こう考えます。

　もし女子高生を含む今の若者達が本当に拝金主義ならば、彼らの就職、結婚の対象は、より経

済的に有利な方向へ向くはずだ。

　しかし現実は違います。

　今の学生は、より給料が高い企業、より安定した企業を就職活動の第一条件にはしていません

。

　もちろん最低これだけの給料は欲しいという希望はあるでしょう。今にも潰れそうな会社に好

き好んで入ろうという奇特な人もいません。

　しかし同時に「面白いことをしている企業か」「自分に面白いことをさせてくれる企業か」「

自分にとってプラスになる経験が出来、ネットワークが出来るのか」といった判断材料の方が大

きなウェイトを占めているのです。

　給料がたくさんもらえるとか、退職金が多いというのは、決定的な判断材料にはならないの

です。

　一般的にいわれている「現代の若者像」はウソなのです。

　おまけに彼らは、あまり就職したがりません。

　昔は、大学を卒業したら、すぐにきちんと会社に就職するのが当たり前でした。

　（余談になりますが、私が子供の頃、小学生に対するインタビューで、将来の希望は？という

質問がありました。

　断然一位はサラリーマン、だったと憶えています。当時の評論家達は夢がない、なんて言って

たけど、逆ですよね。経済に対して一般的に信頼感のある時代は、子供はサラリーマンになりた

がる。軍事に対して信頼感があれば、子供は軍人になりたがるのです。

　今の子供は「何にもなりたがっていない」だけなのです。）

　就職しないのは学生生活を続けられないドロップアウト組と呼ばれるどうしようもない連中、

とされていました。

　しかし今や大学院へ進む学生は急増しています。

　又、大学を卒業してからもう一度、他の大学や専門学校に入り直す学生も珍しくありません。

マスコミは「モラトリアム現象」と騒ぎますが、彼らは口をそろ えて「もっと勉強したい」と言
います。たとえ就職しても、時間の余裕のある仕事について勉強は続けたい、と考えているの

です。



　これを見て「ずっと遊んでいたいだけ。学生気分が抜けていない」「大人になる責任がイヤな

オタク世代」と、頭の悪い評論家達は批判したりします。

　本当にそれだけなんでしょうか？

　一流大学生も、フリーターも、専門学校生も、みんな口をそろえていう、この現象をそんな決

まり文句で断ずるには無理がありますよね。

　「ちゃんと就職すること」「きちんと働いて稼ぐこと」「この経済システムの中に所属する

こと」という価値観がすっかり崩れている。この「価値観の変化」をキチンと見なければ、何も

論じれる筈がないのです。

　で、もう一度戻って、だから女子高生はパンツを売るのです。

　きちんと働く、という価値観なしに経済を見ると「とにかく最小労力で最大利益を上げること

」が唯一の回答なのだから。

　「科学」に対して「科学や合理主義は、私たちを幸せにする」という価値観が崩れたから、科

学は信頼を失った。

　同じように「経済」も、その内部に「一生懸命働くことが、みんなの幸せに繋がる」という価

値観を含んでないと、信頼を失ってしまうのです。

　すなわち、「お金は私たちを幸福にしてくれない」と。



経済が輝いていた時代

　今の日本は経済戦争で一人勝ちし、貿易黒字は膨れ上がり続け、円の強さはとどまるところを

知りません。が、こういったことを素直に喜んだり誇らしく思ったりする人はもういなくなって

しまいました。

　貿易黒字の発表される月になるとアメリカの顔色をうかがい、円高は不景気をさらに深刻化さ

せる。経済の発展は私たちを不幸にした、と考えてしまう時もあります。

　いくらＧＮＰが上がっても円高が進んでも私たちの生活はかわりばえしません。日本国内にい

る限り、自分たちが豊かになったとは思いつかないぐらいです。

　この感覚を三〇年前と比べてみましょう。

　ＧＮＰが世界で五位になった、三位になった、二位になったと上がる度に新聞は大騒ぎ。国民

は心から喜んで誇らしく思いました。戦争に負けて以来、ペッチャンコになってしまった日本が

、どんどん立派になっていくのが自分たちのこととして誇らしかったのです。

　だから、それを励みにして、国民はよく働きました。

　死にものぐるいで働くことが、自分たちの生活を向上させ、日本を立派にすることと直結して

いたからです。

　勤勉は美徳。

　まさかよく働くことが他の国の経済を圧迫させ、環境を破壊し、資源を浪費する事なんて誰も

考えつかなかったのです。

　しかし、今の私たちは違います。

　製品を大量生産することに、なんとはなくいかがわしさを感じてしまいます。より安く原材料

を買い叩いたり、より安い賃金で他の国の人をこき使ったり、よ り無駄のない清潔な工場の生産
ラインを整えたりすることに情熱を感じられません。大げさな言い方をすると、そんなことに「

正義」を感じられないのです。

　そんなことのために、自分の大切な時間をたくさん使うなんて！

　残業も休日出勤も、そんなことのために頑張る理由が一つも無くなってしまったのです。



『洗脳社会』

　さて、これまでで説明したように、今の私たちは科学も経済も自分たちにとって特別大事なも

のとは考えにくくなってしまっています。

　この感覚は別に私たちが（特に若者達が）人生経験が浅く、苦労を知らず、甘やかされて育

って、社会の厳しさを判っていないからではありません。

　むしろ「科学至上主義」「経済至上主義」の刷り込みが少なくなって、その分、新しい価値観

の刷り込みが知らないうちに行われてきたから、以前の価値観に執着しなくなっているだけなの

です。。

　今から三〇年後、現在の大学生が五〇代になる頃には、この本の中で述べる、新しいパラダイ

ムが主流になっているはずです。

　その頃には「科学的」「経済的」な思考は、まだまだメジャーであっても年寄りくさい考え

になっているでしょう。

　がむしゃらに働きたがるのは年寄りだけ、医者の言うことを素直に聞くのは年寄りだけ、テレ

ビを見るのは年寄りだけ、という時代を私たちは迎えつつあるのです。

　では、次章からの話です。

　今までのパラダイムが崩壊しつつあることは確認できました。では今、生まれつつある新しい

パラダイムとはどんなものでしょうか。

　私はそれを、このように定義しました。

　「今、訪れつつある新社会。それを『洗脳社会』と呼ぶ。

　自由経済競争社会とは、社会の構成員が、その最大の経済的利益に向かって邁進することによ

って安定する『動的安定社会』である。

　それと同じく、自由洗脳競争社会とは、社会の構成員が、その最大洗脳的利益に邁進すること

によって安定する『動的安定社会』である。

　

　これをキチンと説明するのが、この本の目的です。

　この本では今まで断片的な現象としてしか語られていなかった、このような価値観の変化によ

る社会変化、パラダイムシフトを総合的な観点から捉えて、今、何が起こりつつあるのかを明確

にしようというものです。

　その上でこれから将来、社会はどう変化するのか、私たちは何を準備すればいいのかを提案し

てみます。



消えた古代都市

　これは古代都市「シバーム」をご存じでしょうか。イエメンに今も残る、紀元前四五〇年頃の

建築群。日干し煉瓦で出来た七〜八階建てのビルディングが、五百棟以上、新宿なんかと比べも

のにならない整然さで林立しています。

古代都市「シバーム」の遺跡（写真／小松義夫）

築後二千五百年を経て、今も七千人以上の人が住んでいる、と聞いて私は呆れながらも感動して

しまいました。（今のイエメンは、マイケル・ジャクソンとかアポロ月着陸とか、そういう変な

切手の産地としてマニアには有名です）

これほどの古代科学文明が、なぜ失われてしまったのでしょうか？私たちの文明には、一体どん

な法則があるのでしょうか？ 



パラダイム・シフトの時代

　第一章で今までのパラダイム、「科学主義」「経済主義」が死につつあることを説明しました

。

私たちは、「科学主義」の中にどっぷり浸かってきました。だからそんなことを聞くと、ついつ

い「世の中が乱れてきた」「みんな、ちゃんと物事を考えなくなってきた」「これからどうなっ

てしまうのだろう」と、世を憂うる気持ちになってしまいます。

しかし、心配する必要はありません。世の中は「乱れてきている」というより、「流れるべき方

向へ流れて」いるのです。

つまり歴史的必然、というやつですね。

もちろん今現在、世の中には多くの齟齬や不都合があります。その全てを「これは歴史的必然で

あるから、文句を言うな」と決めつけてしまうつもりはありません。

それはいくらなんでも、無茶というものです。

しかし、第一章で述べた「現代の若者たちの価値観（合理主義の衰退）」によって、多くの摩擦

が起きつつあります。つまり、人々の価値観変化が社会変化に追いつけなかったり、あるいは社

会変化がパラダイム・シフトに追いつけなかったりしているのです。

しかし、パラダイムと社会変化は、お互いに影響し合いながら変化し、やがて落ちつくべきとこ

ろに落ちつきます。だから、私たちはそんなに慌てふためく必要はないのです。

なんか自信ありげに断言していますね。私がここまで確信を持ってキッパリ言えるのは、過去の

パラダイム・シフトのお手本があるからです。

そう、パラダイム・シフトとは勿論、何も初めてのことではないのです。

判りやすいように、手近で小さなパラダイム・シフトを例にとって説明してみましょう。たとえ

ばダーウィンの「進化論」。

彼の進化論自体は、単純な学説です。字にしてわずか十七文字。

『生物は、環境に適応した種が生き残る』

しかし、私たちはいつの間にか、この生物学上の仮説の上に、自分たちの都合がいい社会論を乗

っけています。

たとえば私たち自身、弱肉強食を「仕方がない」ではなく「正しい」と思っています。企業は、

どんな立派な商品を作っていても、経済競争に負けたら倒産は仕方がない、と考えています。

私たちは、貧乏な人たちが、ただ単に経済援助を受けて生活していることで満足しません。それ

だけでは何か間違っているような気がします。「このままじゃ、人間としてダメになる」とか思

ったりしてしまいます。

そこで彼らが自分自身で生活できる手段なり能力を得ると、やっと安心します。弱いことは仕方

がない事ではなく、いけない事なのです。

弱いものは助けるだけではダメで強くならなければならない、と心に刷り込まれている訳です。

ところがキリスト教会が幅を利かせていた中世では、こんな考えはメジャーではありませんで

した。何と言っても恵まれない者に与えることは、もっとも尊敬される行いだったのですから。



また、私たちは「最新のモノはそれだけ優れている」と心の底で、信じています。

現代社会は、古代社会や中世より「進化」している、なんていう考え方はその典型です。昔の人

は頭が悪く、無知だったから、変な宗教やファシズムにいれこんだりした、なんていう人は、今

でも結構いるでしょう。

これらの考え、世界観は全て「進化論」の後でメジャーになったものです。「進化論」が知れ渡

ることによって、人々の価値観、世界観が変わり（パラダイム・シフト）、それによって近代の

幕が開いた、とも言えるわけです。

しかし我々は今、「進化論」程度とは比較にならないほど巨大なパラダイム・シフトの時代を生

きています。

第二章では、過去の代表的なパラダイム・シフトをよく見ることで、私たちが今置かれている状

況を客観視してみたいと思います。



人間のやさしい情知

　人間には「豊富なものをたくさん使うことを格好よいと感じる美意識と、不足なものを節約す

るのは正しいことだと信じる倫理感」が存在する。

「知価革命」という本の中で、堺屋太一はあらゆる文明に共通の法則を、こう分析しています。

この価値観を堺屋は「人間のやさしい情知」と名付け、パラダイム・シフトの原動力と考えま

した。

つまり人間というのは、その社会全体に豊富にあるもの、余っているものをたくさんどんどん使

うことを「カッコイイ、やってみたい」と感じる。少ししかな いもの、不足しているものを大切
にすることを「正しい、立派なことだ」と感じる。そういう心が原動力となってパラダイムを変

化させる、というのです。

この章では、堺屋の「人間のやさしい情知」に則って歴史上のパラダイム・シフトを再評価し、

来るべき新世界を展望してみましょう。



農業以前の精神文明

　歴史上、最も大きなパラダイム・シフトは農業革命と産業革命でしょう。

トフラーの言う、「第一の波」と「第二の波」ですね。まず、第一の波、農業革命によって、社

会システムがどう変わったか見てみましょう。

農業革命以前は、人々は部族毎に分かれて住んでいました。

魚を捕り、獣を狩り、貝や海草を採ったり、木の実や果実を採ったりして暮らしていたのです。

部族ごとに縄張りのようなものはありました。しかし、食べ物がなくなれば部族ごと移動するこ

とが普通だったのです。彼らは土地に縛られることなく、暮らしていました。

もちろん、移動に伴って、争いも起こりました。

部族は人数が少なすぎると、戦いは不利になります。しかし、人数が多すぎると、全員の食い扶

持を探すのが大変です。自然と、数十人程度の小部族になったと考えられます。

そんな世界で、人々の関心事は「今日、食べるもの」に尽きました。

彼らはそれぞれ、太陽や月や鳥や猛獣など、自然の中の様々なものを「カミ」として崇めました

。そして「今日、食べるもの」に、恵まれるよう、彼らのカミに対して呪ったり、占ったり、祭

ったりしました。

「今日、食べるもの」のために、他の部族と戦うための武器を作ったり、毒を塗ったり、呪いを

かけたりしました。

よそ者が迷い込んだ日に、大きな魚が捕れれば、よそ者を歓迎しました。逆によそ者が来た後、

病気が流行るとよそ者を殺し、カミに捧げたりもしました。

そういった知識を豊富に持っている老人を大切にし、言うことを聞きました。

そのような事柄の中には、科学の時代の我々から見れば、なるほど生活の知恵だ、と感心するよ

うなこともあります。逆にあまりにも無意味で眉をひそめるようなこともあります。

しかし、彼らは彼らなりに「その日、食べるもの」のために、真面目で真剣であったことは確か

なのです。

モノが不足し、常に我慢を強いられる始代人たちの興味は、モノよりも内面、精神世界へ向かい

ます。

これこそが「たくさんあるモノをぱーっと使うのがカッコイイ、足りないものは大事にするのが

立派なこと」という「人間のやさしい情知」の働きです。

つまり、有り余る時間を「思索」というきりのない作業に当て、モノに執着する心をさげすみ、

モノを使わないようにする、という考え方が生まれたのです。 こうして始代人たちは宗教をつ
くり、その世界に浸りました。彼らの美術は写実主義ではなく、全て抽象的であり、具体的な人

間や動物も極端にデフォルメされ ています。
別に絵が下手なわけではありません。そうではなく、本当の姿がどうであるか、というモノその

ものより、それを見てどう感じたのか、どんなのが好きか、カッコイイか、といった主観を大切

にした表現方法なのです。

ちょうど現在のアニメーションに出てくる人間や動物が、極端にデフォルメされているのと同じ



ですね。そんなわけで、始代人の文化は宗教的・抽象的で、時として私たちには判りづらいの

です。



農業革命と社会変化

　農業革命は、そんな状況の中で起きました。

「その日、食べるもの」に、精いっぱいだった彼らにとって、農業は計り知れない魅力に満ちて

いました。

明日、食べるものの保証が全くなかったのが、いきなり何十、何百日分の食料を一度に手に入れ

ることが出来るようになったのです。

彼らは夢中で耕し、種をまき、育てました。

それまで海沿いや川沿いに、ぽつりぽつり住んでいた人たちは、耕しやすい平地に移り住み、ど

んどん畑を広げていきました。

一族は力を合わせて畑仕事に取り組み、農地を子孫に残しました。農地は何よりも大切なものと

なり、食べ物を求めて移り住むことは少なくなりました。人々は土地に縛られた代償として、飢

える心配がなくなり、人口は爆発的に増えました。

しかし、禍福はあざなえる縄のごとし。人生万事、塞翁が馬。農地が増えると、どこまでが誰の

畑かと行ったもめ事が起きます。

農耕をしない、他の狩猟民族たちが攻めてきて、せっかく蓄えた食料を奪っていったりもします

。

狩猟民族にとっては、食料とは戦って勝ち取るのが当然の正しいことなのです。しかし農耕民族

にとって、それはもっとも憎むべき犯罪です。農耕民族にとっては、食料とは狩るべきものでは

なく、慈しみ、育てるものだからです。

こういった食料の新しい秩序を守るために、管理社会と身分制度が生まれました。

どんなに農民達が飢えようとも、来年の収穫を約束する種籾、種芋だけは絶対食べてはいけま

せん。また、収穫に応じてどの家族にどれだけの食料を配分するか、も大問題です。

農業社会の成立によって、管理社会と身分制度は必然的に誕生したのです。

当時奴隷は家畜と同じ扱いで、人権などありませんでした。それでも少なくとも家畜同様、最低

限の食べ物を与えなければなりませんし、寝る場所も必要で す。糞の掃除も必要ですし、逃げ出
さないように気を配る必要もあります。複雑な仕事を奴隷が出来るように分解し、監督するマネ

ージメントも大変なのです。

つまり奴隷制は、奴隷一人の働きで増える収穫が、奴隷一人の食べる量よりずっと上回る、とい

う条件が整わなければ成り立たない制度なのです。

古代の農耕技術の発達で、急にフロンティアが出現したことによって、初めて奴隷制は成立でき

たわけです。国の領土拡大は、より多くの奴隷の獲得のためでもありました。

土地を巡る身分制度は、農業革命の波が拡がるにつれて、複雑化しました。

まず、人々は「畑を持つもの」と「畑を待たず、働くだけの農奴」とに、二分されます。農奴は

いくら働いても豊かになれない身分だと言えます。

又、農業が発展して人々の生産力に余力が出来ると、今度は商業が発達しました。

この当時の商業は、輸送手段が馬やロバに頼っていたため、細々としたものでした。しかし農奴



から脱サラ（？）して商人になるものも生まれ、やがて、商人にも「商人としての権利」が生ま

れてきたりしたのです。

こうして農業革命後の社会では、収穫の基礎である土地を巡る権利を、世襲で受け継ぐことが普

通のことになりました。それまでの部族単位よりも、「血の繋がった家族」「長男の責任と権利

」といった絆が重要になりました。

また狩猟時代の「食料を見つける才能」や「戦いで勝った者」が族長として部族をまとめる、と

いうのは時代遅れになりました。族長の地位、も世襲で継がれることが当然になってきたのです

。

臨機応変が身上の狩猟社会とは違って、農耕社会とは、毎日が同じ繰り返しです。毎日、こんな

に頑張っても、成果が出るのは半年も先。当然、作業をさぼる者も出てきますし、そうなれば見

張る者も必要になってしまいます。

こうして、族長の仕事は徐々に「王様」に近いものになっていきました。

世襲で決まった王様は、農民達の土地の所有を決定し、年貢を取り立てます。外からの侵略に対

しても、王様が中心になって戦います。水不足や、凶作といったトラブルも、すべて王様の決定

事項です。

きわめて原始的な「封建制度」の誕生です。



封建社会の価値観

　一般庶民の価値観も、農業社会の発展につれて変化しました。

このような時代の人々にとって、一番基本になる考えは「身分」です。

「自分は農奴だ」とか「自分は領主だ」とか「商人だ」という、大変はっきりとした自分のポ

ジションに疑問を持たない。それまでは、とにかくその日食べる もので頭が一杯で、「自分と
は○○である」というような意識が全くなかった頃に比べると大きな差があります。

農奴は農奴として、ちゃんと畑を耕し、作物を作るのがあるべき姿なのです。

いくら、働くのがいやだったり、凶作が続いて貧しくても、農地や身分を捨てて森で獣を追って

暮らすなんて出来ません。

それは罪深く、おまけに恥ずかしいことになってしまいました。

そこには職業選択の自由、なんて発想はありません。「農奴」という身分があるからこそ、自分

は社会の一員である、という（低いながらも）保証が得られたのです。身分を持って生まれない

のは蔑むべき未開人なのですから。

領主も又、領主らしくあるのが良いことです。

ちゃんと自分の領土を守り、出来れば領土を広げるのが立派な領主のすることです。そのために

税率の調整をしたり、潅水工事をさせたり、兵隊をそろえて戦いを仕掛けたりします。

今の私たちは、つい「領民のために尽くす領主」「領民の幸福を考える領主」が、立派な領主と

考えがちですが、これは大間違い。

そんな考えは領主はおろか、領民だって持っていませんでした。

確かに年貢率を上げすぎて領民の半分が飢え死にしてしまっては、話にすらなりません。しかし

、年貢が低すぎて下手に領民の間で食料が余っても、揉め事の種になるだけです。

耕作できる農地の面積は、限られているのです。なのに領民達に必要以上の食料を与えてしまっ

たら、人口が爆発的に増え、数年後には飢饉となってしまうか もしれません。新しいことは何も
しない方がいいのです。新しいことは、その時には素晴らしい考えに見えても、後でどんな災難

を呼んでくるか判りません。

大体、よその領主より、年貢の率が低くても、特に領民の忠誠心が上がったりはしませんし、別

に忠誠心が上がっても、特にいいことはないのです。

それよりも余った食料や労働力を使って、立派な城や、バカでかい墳墓を作ったりした方が、よ

ほど領主としての威信も保てるというものです。

このように、農業が起きると、そこには必ず封建制度が作られ、それぞれ似たような世襲の身分

制度が作られました。

皆、生まれた土地で生まれながらの身分を守って、一生を過ごすようになりました。もう今日食

べる物を求めて走り回ったり、毎日毎日飢えの恐怖と戦う必要はなくなったのです。他の部族と

命を賭けて食料を奪い合ったりする必要もなくなったのです。

何と素晴らしい事でしょう！

狩猟民族からみれば、勇気を無くし自分達の神にそむく行為に見える農耕生活ですが、一度この



居心地の良さを知ってしまうと、肉体的にも精神的にもあっという間に引き返せなくなってしま

います。

農耕をはじめて１年もたてば、狩をする体力はすっかり衰えてしまいます。数十年もたてば、狩

をするノウハウそのものが忘れ去られてしまうでしょう。そうなってから狩猟生活に戻ろうとし

ても、わざわざ飢え死にするようなものです。



引き返せない楔

　いったん変わってしまうともとに戻れない、こういった社会変化を、トフラーは「引き返せな

い楔」と呼びました。

自由に移動していた人々は、農地から離れることが出来なくなります。

システム化した身分制度に生涯、縛られます。

変化を嫌う気風が一般的となり、アニミズムの「カミ」は廃れて、王や貴族、身分制を肯定す

る「宗教」を押しつけられます。

そのかわり、もう今日の食べ物を心配しなくてもいいのです。

農地に縛られようと、毎年秋には収穫があることが、はっきりしているのですから。

身分が固定されたおかげで、機を織る専門家や、農具を作る専門家が生まれ、生活は比べものに

ならないほど、良くなりました。

安息日に行く、目も眩むほどの教会や、王様の住んでいる立派なお城が、まるで自分のことのよ

うに誇らしく思えます。

このように引き返せない楔を打ち込まれた社会は、確実に新しい社会システムへと移行します。

農業時代の人々は、もう狩猟時代には戻れません。それどころか狩猟生活をしている人たちのこ

とを、理解できなくなってしまっているのです。

「あんなその日暮らしの生活をするのは、野蛮人だけだ」「身分も持っていない、祝福されてい

ない奴等」（全く、人間というのは仕方がない生き物ですね）

つまり社会システムの変化は、人々の価値観の変化を誘い、お互いを加速し合いながら社会を変

化させます。これが農業革命の時に起こった、パラダイム・シフトなのです。

農業革命によって生まれた封建制度は、新しい社会制度ですが、同時にまったく新しいパラダイ

ムでもあるのです。

封建制度は、王様が威張っていて農民は耐えていた、というイメージがなんとなくあります。

でも考えてみたら、「自分が畑仕事をする理由なんて一つもないけど、王様の軍隊が怖くてしか

たなく農奴をしている」という人ばかりでは、けっして封建制度は保てません。

「王様が統括する」事も、「農民が農耕する」事も、みんながそうするものだと考えているから

こそ保たれるシステムです。もっと言うと「そうする事がよい事だ」とか「そうする事があるべ

き姿だ」と考えてるといえます。

この、みんなが「そうするものだ」と考えている事柄の集大成こそがパラダイムなのです。社会

システムとパラダイムが表裏一体である事が、おわかりいただけたでしょうか。



古代科学帝国の限界

　モノの豊かな時代の特徴は「写実美術」と「科学する心」です。

ギリシャ・ローマの写実美術。インドやギリシャの医学・農学・数学・論理科学。

モノの豊かな時代は、モノそのものをよく見、観察することから、こういった美術や科学が生ま

れます。科学の発達は、より多くのモノ、より珍しいモノ、よ り便利なモノを生むきっかけにも
なるわけですから、ますます相乗効果で科学に心が動き、モノが豊かになっていきました。

また、農業革命以前の国家が宗教的であったのに対し、モノの豊かな時代は国家の役割も現実的

です。

古代の国家の役割は、軍事の他に、治水・利水・道路・港湾・水路などの公共事業、物価の安定

、等価交換の保証、税制の公正化といった立法や経済政策が国 家の大きな仕事でした。教育以外
はおよそ現代の国家とほぼ同じだといえます。この章の冒頭で紹介した古代都市シバームも、こ

んな時代の産物なのです。

奴隷制や教育といったこと以外、現代社会と大変よく似たパラダイムを持った古代社会は、やが

て飽和状態に達しました。

帝国が極大化したとき、とうとうフロンティアは失われました。彼らの国境の外側には不毛の砂

漠か、極寒の原始林か、住むに耐えない熱帯雨林しか残らなかったのです。

農耕が不可能な土地を領土として獲得しても、防衛のための費用がかさむばかりです。土地の有

限性が証明されれば、そこから生産される食糧も、それによって維持できる自由市民や奴隷の

数も、おのずと限られてきます。

また、古代社会の「成長の限界」で、もう一つ見逃せないのはエネルギー不足です。

当時唯一のエネルギー源だった森林資源が枯渇し始めたのです。

高度成長に伴う乱伐によって森林が消え、乾いた土地になってしまいました。このため公共事業

も農機材の生産も、船や建物の建造も一挙に衰退します。

こうしてモノの豊かな古代は終わりを告げ、モノ不足の中世へと入っていきました。

こうした現実の変化は、古代人たちのパラダイムを大きく揺さぶりました。実際にフロンティア

がなくなったり森林資源が不足し始めたための不都合だけならば、それほど急激なパラダイム・

シフトは起きる必要がないはずです。

が、現実はそうではありませんでした。

こういった変化を過剰に感じとり「モノへの関心・欲求」を肯定的イメージから否定的イメージ

に急激に変化させてしまったのです。



「モノ不足、時間余り」の中世

　古代文明の次に訪れた中世文明は、「モノ不足、時間余り」の時代に、人間のやさしい情知

によって選びとられた新しいパラダイムとなりました。

中世というと宗教に縛られた不自由な時代、というイメージが強いのですが、決してそうではあ

りません。

確かに、ヨーロッパはキリスト教に、中近東からインドはイスラム教に、中国は仏教に支配され

ました。それぞれ戒律も厳しく、支配力は絶大でした。しかし、それぞれの宗教は古代文明から

はずれた、遅れた土地で生まれ、文明の地に逆輸入されています。

つまり、古代人たちは自分たちの手で、こういった宗教を選びとったのです。それは、フロンテ

ィアを失い、エネルギー危機を感じとった古代人たちが「モノの豊かさではなく心の豊かさ」を

求めるようになったからだ、とも言えるでしょう。

さて、中世の特色は「モノ不足・時間余り」です。

意外なことに中世の人たちにとって、勤勉とは泥棒と同義の犯罪でした。というのは、一人がた

くさん働けば、結果的に他の人の土地や資源を奪うことになる からです。中世の人々は、いくら
働いても貧乏な可哀想な人々ではなく、「貪欲は悪」という価値観に生きていたのです。

そのため、中世の一般市民は冬はほとんど働かず、夏も日曜はもちろん、その他にたくさんの祭

日を持っていました。

ローマ帝国の最末期ですら、平均週休四日だったのです。これが本格的中世になると、もう本当

に人々は働きませんでした。

例えばフランスの農民は、冬の三ヶ月は全く働かず、夏期も色んな理由を付けて休日だらけで

した。おまけに村単位、職能ギルド単位で労働時間を厳格に決 め、抜け駆けの働きは厳しく罰せ
られました。中世においては、「働くべき時に働かない」よりも、「働くべきでない時に働く」

方が、ずっと重い罪だったので す。
また王侯貴族や当時急増した聖職者などほとんど働かない人々が大勢いました。

働かずにすむと言えば楽しそうに聞こえるかもしれませんが、余った時間で別に遊べるわけでは

ありません。遊ぶ、というのは食べたり飲んだり、着飾ったり旅行したり、とにかく消費を伴う

からです。そんな余裕は中世にはありません。

というわけで、中世は極端な「モノ不足・時間余り」の時代だったのです。「不足するモノを節

約し、有り余る時間をいっぱい使う」生き方として中世の人々が尊敬し、あこがれたのは「清貧

な思索家」です。

ヨーロッパでも「貧者ピエール」など、物欲に縛られない態度が尊敬されました。十字軍に遠征

した夫の無事を祈り、下着を何年も脱がなかったセピア婦人の話は、あまりに有名です。そして

、有り余った時間をいっぱい使って宗教的研究に没頭しました。

これは、科学や実験といった、現実と関連するものではありません。魔女の研究や、デフォルメ

されたマリア像など、現実的なものとは無関係の、抽象的心象的なものなのです。

中国でも、晋朝以降の貴族は、詩と酒に酔い、政務を省みず、ほとんど働きませんでした。中に



は田舎に引っ越してしまい、世捨て人になって詩を読んで暮らす聖人もいて、これがまた「竹林

の七賢」などと呼ばれて、皆の尊敬を集めたりしました。

中世においては、こういった聖人が尊敬され、高い地位につけました。

身分や報酬も、こういった尊敬や血筋によって決められました。いかによく働いたか、いかに生

産性を上げたかといったことはマイナス評価にこそなれ、プラ スに評価されることはありません
でした。たとえ誰かががんばって生産性を上げても、それは神様の思し召しとしか考えてもらえ

ないのです。

古代社会では常識だった、経済の等価交換の原則も崩れてしまいました。

同じ商品も相手の身分や売り手の機嫌、かけひきによって、全く値段が変わってしまうのです。

貧乏人にはタダにしてやったり、尊敬する人には安くしたり、 気に入らない人は高くしたり。せ
っかく古代人が作り上げた統一経済や、自由競争市場も失われてしまいました。そして、それを

惜しむ人は、誰一人いなかった のです。



高度抽象文明

　モノへの関心が低かった中世の文化の特色は、その高度な抽象性にあります。

彼らは言葉や数値による正確で具体的表現よりも、抽象的感覚的表現で雰囲気を伝えようとしま

した。

中世の宗教はどれも光・音・色など感覚的な要素をうまく融和させたトータルメディアとして見

事に設計されています。

キリスト教教会では、意味不明のラテン語の聖書、エコーがかかる建築構造、高い天井からステ

ンドグラスを通して落ちる様々な色の光、暗闇に消える視界、 壁や扉の宗教的レリーフ、これら
すべてで神秘的な感動がわき上がるように演出されています。中国の仏教、インドのヒンズー教

も同じように幻想的な雰囲気で 信者をトリップさせる寺院を建築しました。
偶像を完全に否定したイスラム教のモスクも、複雑な幾何学模様と、コーランの高唱という総合

芸術の世界です。具体的な言葉や数字を否定して、抽象的・印 象的・総合芸術へ移行したという
ことが「モノ不足・時間余り」の中世におけるパラダイム・シフトを最もよく表していると言え

るでしょう。



産業革命前夜の風景

　それでは第二の波、産業革命における社会変化と、それに伴うパラダイムシフトを見てみまし

ょう。

まず第二の波、産業革命がおこったのは中世ヨーロッパでした。

いわゆる暗黒の中世と呼ばれる時代のヨーロッパ、第一の波・農業革命によって作られた封建制

度は、ヨーロッパ全土にくまなく行き渡り、ヨーロッパは小国の集まりとして（比較的）安定

を保っていました。

収穫量には上限がありますから、ある程度以上には人口は増えず、封建制度による職業人口比

率も、バランスの良いところで安定していました。

もちろん悪天候による飢饉や、急な伝染病で人口が激減する事も周期的にありましたが、順調な

ときには又、徐々に人口は戻りました。

隣国どうし多少の衝突はありましたが、強力な王が現れてヨーロッパを統一するといった事も

なく、おおむね平和でした。

そんな時代ですから、いくら封建制度といっても王様は、ぱっとしません。

もともと蛮族や、隣国の侵略から自分達を守ってくれるための王様ですから、平和になって役目

を終えれば、ありがたみも減るというものです。

「今日食べるもの」の心配にも、蛮族から食料が奪われる心配もあまり気にしなくてよくなっ

た人々にとって、もっとも大きな関心事は、病気で死ぬ事です。

なぜ病気になるのか。

なぜ死なねばならないのか。

死んだらどうなるのか。

死ぬのは怖い、病気は怖い、怪我は怖い。

その当時は、殆どまともな医者もいず、医学知識もなく、家族や自分が病気になっても怪我をし

ても、為すすべはありませんでした。そんな人々にとって、病気や怪我で死ぬ事ほど不安で恐ろ

しい事はなかったでしょう。

その不安をやわらげてくれたのが、王様に代わる彼らのヒーロー・神父様だったのです。

中世ヨーロッパはキリスト教に支配された、暗黒の時代といわれています。しかしそれは産業

革命、という「引き返せない楔」を経て、我々現代人が中世の人たちの価値観を理解しにくくな

っているからです。

その当時そこに住んでいた人にとっては、「キリスト教」も「暗黒」も、そんな客観的な基準は

なかったでしょう。あるのは教会と神父様だけです。

神父様は「大丈夫、死んだら天国へ行ける」といってくれました。

「神様に召されるのだから怖くない」と励ましてくれました。

立派な教会で、立派な神父様が分厚い聖書を手に、おごそかな声で話してくれるありがたいお話

を聞いているとほっとします。

この前死んでしまったおじいさんも、天国で自分を待っていてくれるだろうか、と考えたりもし



ます。少々辛い事があっても、感謝の気持ちを持って頑張ろうと思ったりもします。

神父様は立派な人です。

家のない者を泊めてやったり、スープを飲ませてやったりもしてくれます。

なんでも遠い町までいって、神様の勉強をしてきたそうです。病気の時には家へ来て見舞ってく

れます。誰かが臨終の時には必ず来て懺悔をさせ、天国に召されるようにしてくれます。

丘の上の教会の塔を見ながら「ちゃんとした教会のある村に生まれて、本当によかった。これも

神様の思し召しだ」、と感謝で胸が一杯になります。

これが熱血信者Ａ君の心です。

どこが暗黒でしょうか？

「死んだらどうなるのかわからない。怖い怖い」と考えている我々の方が、よほど人生真っ暗だ

と言えるかもしれません。

当時の人々は多かれ少なかれ、Ａ君のように考えていました。

「死んだあとなんてどうでもいい」とか「天国なんてあるわけない、死んだら全部終わりさ」と

考えられるほど勇気のあるヒネクレ者は、ほとんどいませんでした。

不信心者という言葉がありますが、不信心者の人が神様や天国の存在を信じていなかった訳では

ありません。そうではなくて「わかってはいるけど、つい」と いうやつなのです。「朝晩お祈り
しなさい」と言われているけど、つい面倒くさくて、１回ぐらいとさぼってしまう。これが不信

心者なのです。

なんせ、そのころのみんなの関心事は天国があるかないかではなく、天国へ行けるかどうかだっ

たのですから。

こうしてキリスト教は、ヨーロッパの人々の生活の基盤となりました。

どんな小さい村にも、小さいなりの教会が建てられました。

大きな町には、みんなの心血を注いだ立派な教会が建てられました。

日曜日に教会へ行かないのは、よほどの変わり者か、教会もないほどの、ド田舎に住んでいる人

だけでした。

みんな暇さえあれば祈りました。

というより、無理矢理時間を作ってでも祈ったのです。

又、少しでも経済的に余裕があれば教会へ寄付したり、自分より貧しい人々に施しをしました。

余裕がない家も、少し食べるものを我慢してでも施しをしました。

施しをしたために貧しくなるのは、立派な事だったのです。



「科学」はキリスト教から生まれた

　ところが十八世紀、社会は大きく変化します。

物欲を憎み、モノを軽んじる中世人たちが、あらゆる努力で世の中をますますモノ不足に追い込

んでいた事は水泡に帰してしまいました。

新大陸の発見による、有限感・閉塞感の払拭。

世界航路発見による、新たな通商開拓。

そして、真打ち登場、とばかりにとうとう産業革命がやってきたのです。これにより「モノ余り

・時間不足」の時代がやってきました。

産業革命以後「モノ余り・時間不足」という古代と同様の状況が、よりヴァージョンアップして

急スピードで起こりました。

一時的に飽和状態に見えた工業化は新大陸の発見によって、また一気に花開きました。そして大

量の石油資源の発見と、その応用技術の発達によって、高度経済成長が歴史上見られなかったほ

どのハイスピードで成し遂げられたのです。

そもそもは、キリスト教から独立した科学の発展によって全てが始まりました。

科学自身は、実はキリスト教から生まれたものです。

「神様がこの世界をお作りになったのだから、この世界は素晴らしい秩序で満ちているに違い

ない。その秩序を見つけて、神様の御技を讃えよう」

これが科学の本来の姿です。

「そんな秩序など見つけなくても、神様がすごいのはわかっている。そんな事する暇があったら

真面目に祈ってろ」という主流派のイジメにあいながらも、熱心な彼らは研究を続けました。

これらの研究の成果がメンデルの遺伝の法則だったり、万有引力だったり、ケプラーの法則だっ

たりするのです。これらの発見は大抵、神様を信じ、神の御技を見ようという敬虔な信者たち

によってなされたのです。

ところが、このような科学の成果によって、人々の暮らしは徐々に変わり始めました。

「科学や、発明の力で人々は幸せになれる」

みんな、そう思い始めました。その結果、キリスト教は、昔のように絶対の権威を保てなくなっ

てしまったのです。

キリスト教から生まれた科学が、キリスト教自身を否定してしまう。皮肉なことですね。

産業革命の始まりとなった蒸気機関の原型、「メコン機関」も又、敬虔なキリスト教牧師達の

手で、神の名を称えるために発明されたそうです。しかし人々はもう、そこに神の偉大さを見は

しませんでした。新時代の到来を約束する、巨大な力「科学」を見たのです。

蒸気機関車、紡績機、自動織機、無線機、蒸気船。その他、無数のものが発明され、産業博、万

国博が各地で催されました。

エレベーター、ガラスと鉄のお城、世界中の珍しい特産物。それらのものを、次々と見せられ

た人々は、もう科学の生み出す成果と、その可能性に夢中になってしまったのです。

こうして神様の素晴らしさを証明するためのものだったはずの科学は、あっという間に神様に代



わるヒーローになりました。第１章で述べたように、人々は科学の力が自分達を幸せにしてくれ

ると考えるようになったのです。

もう神様に頼って死んでから天国に行く、なんて当てにならない事にかける必要はありません。

科学がこの世を天国にしてくれるのですから。



中世社会の崩壊

　そうなると、今までの身分制度もすっかり崩れてしまいます。

自分も才能さえあれば大発明をしたり、事業を成功させたりして、大金持ちになれるのです。そ

んなときに農奴らしくしていても仕方ありません。

教会の力も弱まりました。

人々は祈る時間を削って働くようになりました。

施しのお金を削って次の事業に使ったり、新しい電化製品を買うようになってしまったのです。

人々の考え方も大きく変わりました。

まず今までは、悲しい事も嬉しい事も生まれや育ちも、すべて「神様の思し召し」という考え方

でした。それが、「なぜ」という科学的合理的思考法に変わったのです。

確かに中世ヨーロッパにも、知識や知恵はありました。

例えば中世ヨーロッパの墓堀人夫は死体袋を土に埋めるとき、石灰をたっぷりかけます。こうす

ると死体が腐りにくいのですが、墓堀人夫が石灰をかける理由 は腐りにくいからではありません
。それは親方に「死体には石灰をかけるもんだ」と教えられたり、他の墓堀人夫みんながやって

いたからです。

たとえ石灰をかけ忘れるとすぐ腐ってしまう、と知っていても「悪魔は白い粉が嫌いなんだろう

」程度にしか考えません。

それどころか、世の中の事に疑問を感じたり、質問したりするのはよくないことです。それは知

恵の木ノ実を食べた人間の、悪いくせと考えられていたのです。

ところがそれに比べて科学的思考でこの問題にアプローチしてみます。

石灰のかわりに塩や酒や聖水をかけてみたり、顕微鏡で悪魔の正体を見ようとしたりして、最終

的には腐敗菌の存在と、殺菌というシステムを考えるにいたるわけです。

こうやって原因と結果の間に、法則を見いだそうとする考え方が、合理的思考法なのです。

現在では、日常的なあらゆる事柄が、合理的思考でとらえられています。

乳酸菌を飲むと、お腹の働きがよくなるとか、風が山にぶつかると冷やされて雨を降らせるとか

。

こういった合理的思考法は、科学技術の発展にはめざましい効果がありました。

が、世の中のあらゆる不都合にはすべて原因があってきちんと観察し、思考し、実験すれば必ず

特定でき、把握できるという考え方は、逆にそうしなければならないというプレッシャーを私達

の心に与える事になりました。

つまり私達は永遠に世の中の不都合に関して心配し、考え、本を読まねばならなくなってしまっ

たのです。



民主主義・経済を生む「科学」

　科学は、科学技術の発達や合理的思考法を生み出しました。

同時に、そこから派生して、民主主義や経済主義も生み出したのです。この件に関して少し説明

してみます。

民主主義も経済主義も、人間とか利益、富といったものを一律に定量的にとらえて考えようと

いう、とてつもなく大胆な発想から生まれました。キリスト教時代では、とても受け入れられそ

うにない「罪深い」アイデアです。

民主主義は、まず一人一票という思いきり方がすごいですね。

成人になりさえしたら、まだ仕事もできないヒヨっこも、死にかけの年寄りもＩＱ一八〇の天

才も、みんな一票。

納税額がいくらであろうと、大会社の社長であろうと、浮浪者であろうとみんな同じ一票なの

です。はじめて民主主義が登場したときの非難・批判は想像に余りあります。

この一票で何をするかというと、自分達の代表を選ばせ、票の多いものに政治をさせようという

のです。

なんの代表かと言うと、自分達の利益の代表です。

例えば「○○会社の中堅サラリーマンであり、○○市の市民であり、○○国の国民であり、平均

的な消費者であり、夫であり二人の子供の父親である自分」の利益をもっとも守ってくれそうな

人を一人選ぶ、というのが民主主義です。

これはみんな自分がどうあるべきか、という自我が確立しているという前提に立っている発想

です。つまり、何が自分にとって損か得か、自分は社会に対してどういう態度を採っているの

かを、キチンと把握できるのが市民なのです。

又、選んだあとも、きちんと自分の利益を守る方向で政治を行ってくれるかをマスコミを通じて

客観的科学的に判断し、次回の選挙に活かさなければなりません。

世の中の出来事が、神様の思し召しではなく「どの政治家が何をやったからこうなった」という

因果関係からなっていると、みんな認識している事。そしてそれを読み取れるという前提に立っ

たシステムともいえます。

このように科学から生まれた民主主義は、科学的思想体系なくしては成り立たなかったシステム

なのです。

経済主義も又、定量化という科学的発想からなっています。

こちらはすべての「モノ」を、円やドルというお金の単位で換算しよう、という考え方です。

「モノ」は食べ物、服といったものそのものだけでなく、労働力やサービス、権利といった、目

に見えないものまで、考えられるあらゆるものが含まれます。

今まで自分達が作ったものを食べ、残ったものは施し、残った時間は祈っていた人々にとって、

パンひとかたまりと、工場で一時間働く事と、レストランで二時間働く事と、靴下一足が、みん

な同じ値打ちだといわれても、どうしてもピンと来なかった事でしょう。

又、自分達が一生飲まず食わずで働いても手に入らないものを、神様の思し召しではなく、親が



金持ちだというだけで生まれたときから持っている人がいる事も「経済的思考」によってはじめ

て知り得た事なのでした。

この考え方が、みんなに行き渡ったりしたら、「農奴」とか封建的身分制、なんて、もう誰も信

じられなくなってしまいます。

全てのもの、労働は、お金に換算できて、それは交換可能なのです。だったら農奴をやってる、

ということはタダ働きをしている、という意味になってしまうわけですから。



近代のパラダイム

　ここで又、農業革命の時と同じく「引き返せない楔」が発生しました。

未来学者のアルビン・トフラーが命名した、「引き返せない楔」というのは、「いったん変わっ

てしまうともとに戻れない社会変化」のことです。

農地から解放された人々は、仕事を求めて都市から都市、工場から工場へ渡り住みます。その

結果、農業社会を支えていた大家族制度は崩壊し、移動に適した「核家族制」が一般となります

。工場労働者としては、適当でない「老人」は田舎に残す訳ですね。

システム化した身分制度は崩壊し、常に平等のチャンスを要求する「市民」が誕生します。

変化は常に「良いこと」になり、宗教は廃れて、他人を出し抜くのが正しい生き方になったの

です。

そのかわり、誰もが「豊か」になる権利が与えられました。

どんなに手の届かないようなものであろうと、それはただ単に「お金」の問題として解決できる

のです。

お金さえ払えば、今までは諦めるしかなかった医療も受けれます。旅行にも行けます。寒い朝も

快適になるし、どんなものでも買えるのです。

この世界の全てのものが、自分のものになる可能性を秘めている、と言えましょう。このような

価値観、考え方は、今まで中世の世界に生きていた人たちにとって、圧倒的な魅力として迫った

に違いありません。

このように引き返せない楔を打ち込まれた社会は、確実に新しい社会システムへと移行します。

農業革命の時と同じですね。産業時代の人々は、もう農業時代には戻れません。それどころか身

分制度やキリスト教徒時代の人たちのことを、理解できなくなってしまっているのです。

「身分制度と無知が支配していた、暗黒の中世」「『本当の自由』を知らない、かわいそうな貧

乏人達」（ああ、また差別している!!）
産業革命は、人々の価値観の変化を誘い、お互いを加速し合いながら社会を民主主義、経済主義

へと変化させます。これが産業革命の時に起こった、パラダイム・シフトです。

この三百年間は、常に「モノ余り・時間不足」を基準にパラダイムがつくられました。このパラ

ダイムは、第１章でお話しした科学主義・経済主義の考え方です。

そして、先ほどお話しした「モノ余り・時間不足」の古代と、大変よく似た特色を持っている社

会だとも言えます。

近代のパラダイムは、あらゆる点でモノをよりたくさん作りだし、よりたくさん消費すること

をかっこいいと感じ、時間や人手を節約し効率を上げることを正しいことだと感じる、という方

向で形作られています。

商品の規格化・画一化による大量生産。

生産機械や輸送手段の大型化、高速化による効率化。

人手を減らし、機械や資源によって労働を置き換える省力化。

これらすべてがモノあまりを促し、時間不足を助ける方向性を持っています。そしてモノそのも



のに関心を持ち、物事を数値的・客観的にとらえる科学主義・ 経済主義・合理主義が他の考え方
を駆逐した時代だとも言えます。この点も古代と非常によく似ていると言えますね。

あれほど権力を持っていたキリスト教もイスラム教も仏教も、すっかり精彩を失ってしまいま

した。宗教は完全になくなったりはしませんでしたが、人々の生活における重要度は著しく下が

りました。自ら「無神論者」を名乗る人たちも大勢現れました。

こうして、人々はよりモノをたくさん使うためによりたくさんのモノをつくり、それで得たお金

でよりたくさんのモノを買いました。

これが近代のパラダイムです。



近代人の生き甲斐

　産業革命によって、それまでの封建主義的身分制度が崩れると、世の中は自由経済競争社会と

なりました。

誰もが金持ちになったり、大勢の人を雇う立場に立ったりできるようになったのです。民主主義

制によって、政治家として支配階級にもなれるようになったのです。

別に皆がいっせいに金持ちや政治家になれるわけではないのですが、チャンスと能力とやる気さ

えあればトライできるという事実は、それまでの「自分の人生」に対する考え方を大きく変えて

しまいました。

それはアメリカン・ドリームと呼ばれるような夢が持てる、素晴らしい事であると同時に、不安

や不満や自己嫌悪も大量に生み出しました。こうあるべき自分はお望みのままなのに現実の自分

はそれにまったく追いつけない、という人がほとんどなのですから。

それでも科学が世の中を便利にし、人々の生活を豊かにし続けている間は、人々はずっと幸せで

した。自分が自分の力で自分の家庭を豊かにしていると考えられたからです。そして自分の働

きが、この社会の発展の一端を担っていると考えられたからです。

自分は「神様の思し召しでこの世に生まれ、やがて神様の思し召しで天国に召されるか、地獄に

落とされるのだ」と考えているのとは、なんという違いでしょう。

中世において自分とは、自分でもどうにもならないもの、この世に何もできないちっぽけで罪深

いものだったのですから。



「国民教育」の正体

　さて、科学は又、人々にキリスト教の代わりに「物事を論理的に解明する」という方法論を教

育しました。その効果は絶大で、しばらくの内に蒸気機関や電気の発明がなされました。

それからは皆さんもご存知の通りです。

蒸気機関車から電気、電話と次々と発明され、人々の生活は大きく変わりました。

それまであらゆる事が土地中心、農業中心に組まれていたのに、都市中心、工場中心の生活へと

変化したのです。人々は畑を捨て、都市に出てきて工場で働くようになりました。

今まで家族で協力して畑仕事を行っていたのが、お父さんは工場へ働きに出かけ、お母さんは家

事と育児を担当するようになりました。

つまり「家庭」と「仕事」という考え方が生まれたのです。今まで自分達で作ったものを自分達

で食べていたのが、生産と消費という２つに別れてしまいました。

工場中心という発想は教育システムまで大きく変えてしまいました。

一九世紀のイギリスの社会学者、アンドリュー・ウールは次のように述べています。

「いったん成長期を過ぎてしまったら、農民の子でも職人の子でも、優秀な工場労働者に仕立て

るのは不可能である。若者を、あらかじめ産業制度用に育てられれば、あとの仕込の手間が大幅

に省ける。すなわち公共教育こそ、産業社会には不可欠である」

これに関して、トフラーは次のように分析しています。

「工場での労働を想定して、公共教育は基礎的な読み書き算数と歴史を少しづつ教えた。だがこ

れは、いわば「表のカリキュラム」である。その裏には、はる かに大切な裏のカリキュラムが隠
されている。その内容は３つ。今でも産業主導の国では守られている。時間を守る事、命令に従

順な事、反復作業を嫌がらない 事。この３つが、流れ作業を前提とした工場労働者に求められて
いる資質だ」

今、私達みんなが受けてきた義務教育には、実はこんな目的があったのです。

義務教育の目的として、もっとも大切な事は知識の修得ではなくて、集団生活を学ぶ事だ、とは

よく言われる事です。

が、「集団生活を学ぶ」と言うのは、実は工場で機械的な集団作業をこなすための練習だったの

です。つまり流れ作業員養成用特別システムです。

こうして、日曜には教会にいき、普段は家族から少しづつ農作業を教わるだけだった子供達は、

全員数年もかかる流れ作業員養成講座を受ける事になりました。そしてその成果はめざましく、

次々と作られる工場の優秀な工員として、彼らは続々と育っていったのです。



近代人の苦悩

　思考法だけでなく、「自分」というものに対する考え方も、大きくかわりました。

中世ヨーロッパでは、「自分」は神様の思し召しで生まれてきて、神様の思し召しで天に召され

る存在でした。神様という、いわば他人まかせのものだったのです。

神様によって農民の子として生まれてきたのだから「なぜ農民じゃなきゃいけない？」と考えた

りはしません。それよりは、農民としてちゃんと生きる事、そ の中でいかに一生懸命祈ったり、
施しを与えたりするか、が頑張りどころ、プライドの置きどころだったのです。

が、産業革命以後、これはまったく変わってしまいました。

自分がどんな自分であるかは、自分自身で考えて決める、他人まかせにはしないというのが、現

在の当たり前の考え方です。

自分で決めるといっても、その時その時で好き勝手をやるというのではありません。自分はどう

あるべきか、自分にとってなれそうな立派な自分とはどんな自分かを考え、それを目標に頑張る

という事です。

こういう「あるべき自分をちゃんと思い描いて頑張っている人」の事を「自我が確立している人

」と呼びます。

みんなが行くから大学へ行く、みんながなるからサラリーマンになる、ではいけないのです。

そうではなく「人間は社会に貢献しなければいけない」という自分の考えと自分の能力を考えて

、サラリーマンを選んだり医者になったり警察官になったりするべきだ、という考え方です。

これはもちろん職業だけでなく、あるべき夫や妻の姿であったり、あるべき父親象母親象であっ

たり、あるべき国民の姿であったりもします。

産業革命以降、ヨーロッパやアメリカでは、特にこういう「自我の確立」が何よりも大切だとさ

れました。

「神様が、決めたとおりに生きる」という枷が無くなったぶん、一人一人が自発的に立派であっ

てもらう以外、社会秩序を保つ方法は一つも無いのですから、当然の事でしょう。

しかしそれは又、とんでもなく難しく、面倒くさいことだったのです。

この結果、現代の我々は社会ストレスや、精神病、神経衰弱といった「近代人の勲章」を持つこ

とになってしまいました。

だって、自分が貧乏な理由、物事がうまく行かない理由、人から尊敬してもらえない理由まで、

全部自分のせいなのですから。

みんなが豊かさを目指せる社会、とはもう一つの意味を含んでいます。豊かでない自分は負け犬

である、という事です。



マルチメディア中世

　ところがこの近代の高度成長にもかげりが見え始めました。そのきっかけは、なんといっても

オイルショックが挙げられるでしょう。

それまで成長すること、発展することはすばらしいと信じ、努力さえすれば無限に発展していけ

ると考えていた人々にとって「石油がもうすぐなくなる！」と いう認識は、本当に「ショック」
でした。二度のオイルショックをきっかけに世界の経済成長は頭打ちとなりました。

アメリカでは双子の悪魔を抱えての長い不況、日本ではジャパン・バッシングとバブル崩壊。今

や経済成長速度はどんどんゆっくりになり、徐々にゼロ成長時代を迎えつつあります。

別に石油が枯渇してモノがつくれないためではありません。資源というのは使えばいつかなくな

るものなんだ、と認識し始めたためです。

モノを使えば環境を破壊することにつながるのだと考え始めたためでもあります。

「私たちは宇宙船地球号の乗組員なのだ」というフレーズに代表される、こういった有限感は近

代社会の「モノ余り・時間不足」のパラダイムと本質的に対立します。

このために今や近代工業化社会のパラダイムはゆっくりとシフトしつつあるのです。そこで基本

になるのは「モノ不足・時間余り」の思想であることに間違い ありません。物欲や金に惑わされ
るのをみっともないと感じる。モノに関心を示さないのを立派と感じる。精神世界を大切にし、

科学よりも抽象的芸術を愛す る。こういった中世とよく似たパラダイムを持つ新しい時代を私た
ちは迎えつつあります。

それはデジタル技術によって到来する「マルチメディア中世」とでも呼ぶべき新しい世界です。

トフラーは、今訪れつつある「電子技術による価値観変化」を「第三の波」と名付けました。

経済学者のＰ・ドラッカーは「ポスト資本主義社会は「知識社会」である」と予言しました。

思想家のベルジャーエフは「現代の合理主義から非合理主義へ、更に言うならば中世的タイプの

超合理主義への経過」として「新しい中世」と呼びました。

作家の山口泉は、これからの時代をその著書『新しい中世がやってきた』の中で「資本主義的

中世」と名付け、このように宣言しています。

「いま始まったこの一大潮流においては、これまでのそれとは根本的に次元を異にした、全く新

しい政治制度と社会構造、新しい「産業」と「資本」の論理、 「労働」と「生産」の概念、そし
て—新しい価値体系、新しい倫理と信仰とが、明らかに要求され……しかもそれは着々と準備さ
れつつあります」

「マルチメディア中世」とは、双方向に開かれたデジタル・ネットワークの成立によって始まる

世界です。その世界では、人々は自己実現・自己発表のた めに めまぐるしく動きながらも現実の
世界ではモノを消費せず、あまり動いたりして資源の消費をしないようにつとめます。この新し

い世界については、もう少し後 で更に説明しましょう。



人類の「悩み相談所」

　このように農業革命・産業革命によって、人々の生活とその価値観は互いにフィードバックし

ながら大きく変わりました。

社会の変化や価値観の変化は、一般の人々にとっての悩みや心の拠り所も変えていきます。

少し大げさな言い方になりますが、その時代を生きている人たちにとって、誰に悩みを託すのか

、というのは、パラダイムを読み説くキーワードだと思います。

狩猟時代の悩みは、今日食べるものです。

もう幾日も移動しているのに食べるものに出会えない時、どっちにいったらいいのか、頼るのは

まじない師しかいません。

封建時代の悩みは、病気や病死です。

家族が病気で死にかけているとき、来てもらうのは神父様でした。

科学時代の悩みは貧しさです。

もっと豊かな生活をするため、科学者の発明や意見をどんどん取り入れました。しかし先ほど説

明した、「全部、自分の責任」という重い悩みは解決されません。

そして、第一章で述べたように豊かになり、科学者のいう事など誰も聞かなくなった現在、みん

なの悩みは「誰も自分をわかってくれない」という感じでしょうか。

この悩みを聞いてくれるのは、科学から生まれたマスメディアです。

みんな、「勇気を出して」というロック系の歌手に励まされたり、みのもんたに叱られたり、ワ

イドショーのコメンテイターにうなづいたりしています。

なんか全然、中世の人たちを笑えませんね。「神父様」が「みのもんた」になっただけなのです

から。

しかしそれも、今ではマスコミやマスメディアの裏側が見えてきて、頼りがいが減ってきた、と

いうのはみんな勘づいています。



新しいパラダイム

　それでは新しくやってくる「マルチメディア中世」とは具体的にどんな社会で、どんなパラダ

イムを持つのでしょうか。この点に関してもう少し考えてみたいと思います。

今起こりつつある新しいパラダイムは「モノ不足」、つまり「資源・土地・環境に対する有限感

」から成り立っています。いかにモノを使わないか、いかにモノをつくらないか、が重要な社会

とも言えます。

そこでは土日も働くお父さんは、みっともなく見えてしまいます。

働きすぎることは資源を浪費し、環境を破壊する悪徳なのです。ただお金を儲けるため働きまく

るのは、自分を大切にしない、恥ずかしいことです。自分たちがお父さんたちと同じ社会に入

って、企業戦士として働かされるなんて、とんでもないことですね。

だから若者たちはアーティストやプログラマーや研究家といった、資源をほとんど浪費しない職

業に就きたがります。が、残念ながらそういった専門職の知識 は高校でも大学でも教えてくれま
せん。しかたなく専門学校に入りなおしたり、フリーターをしながら独学したりします。

そんな彼らをお父さんたちは「いつまでも大人になれないモラトリアム族」と怒ります。

本当にそうでしょうか？ひょっとしたら彼らは「別の形の大人」になろうとしているだけ、とは

いえないでしょうか。

少しくらい貧乏でもいい。

将来の保証がなくても構わない。

最低限食べるだけのお金があればよしとして、たくさんお金をもらうために意に添わない仕事に

就くことを潔しとしないのです。

こうして「モノ不足」の社会では、必然的に「時間余り」現象が生まれます。

フリーターや学生である彼らにとって、時間はたくさんあります。その時間をいかにうまく使う

かが、彼らの重要な課題になります。

この前までは時間の余った学生はバイトをするか、遊ぶかだけでした。

つまりモノをつくるかモノを使うかだけだったのです。

が、今の学生は違います。彼らは自分を豊かにすることに時間を使いたいといいます。自分を見

つめ、自分を清めるために祈った中世の人たちと大変似ている発想です。

といっても「もう一度暗黒の中世がやってきて、キリスト教が、あるいは新興宗教が世界を支配

するのだ」というつもりは毛頭ありません。（なんかこの頃、 そういう雰囲気ですけど）確かに
中世と現代とでは「モノ不足・時間余り」という点では共通しています。が、決定的に違う点が

三つあります。

まず最初に「情報余り」

次に「自分」の捉え方。

最後に「教育」です。

順を追って説明しましょう。



「資源不足・情報余り」の時代

　中世と現代の一番の違いは、「情報余り」という点です。

トフラーが「第三の波とは情報革命である」といったように、現代は情報であふれています。特

に資源をほとんど使わない「電子情報」は、今後もどんどん増え続けるはずです。これが今の価

値観変化を加速させています。

「たくさんあるモノをパーッと使う美意識」は「情報をたくさん使うこと」を格好いいと感じさ

せることになります。しかも「モノ不足」の時代ですから、どうしてもその関心は抽象的な方向

に向かいます。

つまりこれからの情報は、科学的な分野や経済的な分野が中心ではあり得ません。言い換えれ

ば「世界情勢や株価の動きが瞬時に、しかも正確に把握できるこ と」が情報革命の本質ではない
のです。いわゆる「マルチメディア時代・高度情報化時代」の予測を、私がヨタ話だというのは

、これが原因です。

もっと抽象的で総合的な芸術の分野において、その情報は使われるはずです。

今でもその前兆はそこここにあります。

例えばパソコンゲームやファミコンゲーム。

１本のゲームには、莫大なデータが入っています。そのため１本のゲームをつくるのに、たくさ

んの時間がかかります。ゲームをする方も、他の娯楽に比べて圧倒的に時間がかかります。

その割に、小さなカセットやディスクに入っているため資源を使わず、輸送のエネルギーも小さ

くてすみます。将来は電子情報のみを送れるというのですから、資源の浪費は無限にゼロに近づ

くわけです。

つまり「モノ不足・時間余り・情報余り」の現代に、ぴったりの商品なのです。ゲームソフトの

爆発的なヒットも、当然の流れだと考えられますね。

また、ＣＧを駆使した映画やアニメーション。

これも今までの映画に比べて、圧倒的に手間と情報が入っています。

それにＣＧを駆使することで、現実ではあり得ない現象や世界を描くことができるわけです。モ

ノそのものに関心を持たず、精神世界や抽象的事象に興味がいく現代において、ＣＧは大変有効

な道具なのです。

あるいはディズニーランド。

他の遊園地とは比較にならない「情報量の多い遊園地」です。

メインストリート一つとっても、時代設定、ストーリー設定、装飾等に施された心理学的効果

など、他の遊園地に比べて圧倒的に情報量が多いのです。

こう考えると、現代の若者がミュージシャンやプログラマーや映画監督になりたがるのも頷ける

と思います。ドラクエをつくったエニックスやディズニーラン ドに就職希望者が殺到するのも当
然ですね。（情報のあふれる社会に関しては四章でも詳しく書きたいと思います）



唯一無二の自分

　中世と現代との違いの二つ目は、「自分」というものに対する考え方です。

中世において「私」とは神様の思し召しで生まれてきた存在でした。農奴に生まれてきたとし

ても、それを神様の思し召しとしてありがたく受け入れるか、試練としてがんばるか、しかあり

ません。不信心者ですら神様に愚痴を言うことくらいしかできませんでした。

が、現代は違います。

現代の若者は、自分の事を「唯一無二の自分」と考えています。

「自分にとって自分は何ものにも代えがたい、大切な存在」なのです。と同時に「自分にとって

のみ、自分が何ものにも代えがたい存在」であって「他人に とっては大勢の中の一人」でしかな
いことも知っています。だからこそ「自分らしさ」を大切にすることと、「自分の気持ちを大切

にすること」が何にもまして 重要だと考えるのです。
このような考えは、近代の特徴である「自我の確立」や「人間は皆、平等である」といった考え

方を大きく反映しています。ややこしい話ですので、もう少し説明しましょう。

すでにお話ししたように、近代において初めて農奴や王様といった身分に関係なく、人間は皆平

等であるという考え方が普及しました。それまで農奴と市 民 は、人間と馬以上に違う存在だった
のです。それが、人間という同じ種であり「法の下の平等」という言葉で、同等に扱われるよう

になりました。

同時に「自我の確立」、つまり「あるべき自分の姿」を持つように求められました。神様が「こ

う生きろ」と言ってくれなくなったので、自分自身で生き方を決めなければいけなくなった。だ

から「私はこう生きよう」というイメージが必要になったわけですね。

「みんなと同じ人間」の私は、だからこそ自分自身で生き方を決めなくちゃいけない。それがみ

んなとの違いであり、生きてきた意味なんだ。

結構、堅苦しい考え方です。当然、ノイローゼになる人も大勢、出ました。これが「近代的自我

の呪い」という奴です。このプレッシャーを背負って、みんな生きている。「近代人はつら

いよ」って溜息混じりに言いたくもなりますね。

で、この自分に対する考え方が「モノ不足」の現代にきて精神世界へと移行され、プレッシャー

から解放される方向へ向かいました。。

「人間は皆同じである」という客観的な考え方は「自分は他の人にとって大勢の中の一人にすぎ

ない。でもいいや」という主観的な認識に転換されました。つまり、あきらめたわけです。

「あるべき自分の姿を確立する」という現実的な考え方は「自分の気持ちを大切にする」「自分

らしさを大切にする」という精神的内面的な問題になりました。つまり、逃げたとも言えます。

けっして「あきらめた」「逃げた」を否定的な側面のみで捉えないように。だいたい、元々の「

近代的自我」に無理があったんですから。人間、体や心を悪くしてまで守らなければならない理

念なんて、長続きするはずありません。

こういった変化は、以下のような社会現象として観察されます。

「唯一無二の自分」を大切にするという点で、最先端にいる若者たちの多くはアマチュア活動の



ような「非営利活動」に対して熱心です。非営利活動といって もいわゆるボランティア活動とは
違います。漫画を描いて同人誌をつくったり、ＵＦＯやオカルトの研究をしたり、モデルガンを

集めたり分類したり……と内容 は千差万別です。
が、アマチュア活動にはいくつかの共通点があります。

まず一つ目は、これらのアマチュア活動はボランティア活動と同様に、お金儲けを度外視してい

る点です。例えば同人誌を販売するときも、自分たちの原稿料 や編集料はゼロと考え、印刷費を
取り返せる程度の価格設定にするのが平均的アマチュアグループです。ドラッカーは『非営利組

織の経営』で、このような組織 が未来企業として主流になる、と予言しています。
二つ目として、これらの活動は相手にとっても何の腹の足しにもならない、という点です。ここ

がボランティア活動と全く違う点です。「モノ不足」の現代は創作や研究も、どうしても内面世

界に向いてしまうからです。

三つ目として、彼らの活動の一番の動機が自分の「好き」とか「おもしろい」という気持ちを大

切にしたいから、という点です。彼らは自分の気持ちを大切に するためにつくったり売ったりし
ます。つまり、自分の好きという気持ちを再確認するために描いたりつくったりし、その気持ち

に同調してくれる人の存在を確 認するために売るのです。お金をもうけるためでも有名になるた
めでもありません。こういったアマチュア活動は今後ますます盛んになるでしょう。



求められる「生涯教育産業」

　中世と現代の違いの三つ目に、「教育」があげられます。これも近代においてつくられた「義

務教育制度」が大きく影響しています。

同じ「モノ余り・時間不足」でも、古代には教育というシステムも考え方もありませんでした。

もちろん中世にもありません。教会の日曜学校は教育というよりはやはり宗教活動です。

それが、第二章でも説明したように近代になってから工業社会を支えるために義務教育システム

が作られました。これにより企業は良質のブルーカラーを大量に、しかも定期的に獲得すること

ができるようになりました。

また、一般の人々にとっては身分に関係なく、都会人になるパスポートを手に入れることができ

るようになったのです。しかも成績の良い者は身分に関係な く、より高い教育を受けられます。
ホワイトカラーになる権利さえ、手に入れることができるようになったのです。

このように工業化社会の「教育」は常に、大人になってから参加する経済競争の前哨戦、という

位置づけでとらえられていました。それが「モノ不足」の現代、大きく変質し始めています。

「モノ不足」の認識によって労働や生産という活動の重要性が、どんどん小さくなってきてい

ます。当然ブルーカラーになりたい人、ホワイトカラーになりたい人の数が激減してきています

。が、教育システムは近代のままなのです。

当然、これにより様々な齟齬が生じ始めています。登校拒否やいじめの問題もその一端なのかも

しれません。

一番の問題は、教育の目的を、誰も胸を張って言えなくなったことでしょうか。「ちゃんと学校

を卒業すればあこがれの都会で働ける。まじめに勉強しなけれ ば田舎で百姓だぞ」と言われれば
、近代の若者ならみんな、いやいやでも学校に行きました。が現代は違います。

そんなウソは、バレバレなのです。ちゃんと学校に行っても、後で何もいいことがないことをみ

んな、知っています。今、学校へ行ってる人の動機は、「みん なが行ってるから」しかありえま
せん。その「みんなと同じ事をする」という近代最後の価値観さえも、マスメディアへの不信

によって崩れつつあります。

また、学校で教えてくれるのは「科学」です。

科学的思考や合理的な考え方、というやつですね。文学も歴史も、合理的な解釈で分析法を教え

てくれますし、勿論音楽や美術と言った芸術も教えてくれます。教え方すらも「効果的カリキュ

ラムと、成果を調査する試験」といった科学丸出しのやり方です。

しかし現代は、モノ不足でモノそのものに関心が行かず、科学よりも精神世界や抽象的な総合芸

術に興味がいく世界です。これら、「産業社会用カリキュラム」は、すっかり的外れになってし

まいました。

だからこそ高校や大学を卒業してから、またアニメーションスクールやデザイン学校といった芸

術系の専門学校に入り直す人が、大勢出てしまうのです。

こういった人たちは皆「勉強したい」といいます。けれどその「勉強」は就職に有利になるから

ではありません。今や英会話やワープロといった実社会で 役に 立つカルチャースクールの人気は



ガタ落ちです。それよりもタイ語やウクレレ、「懐かし玩具」「美術史」といった本当に何の役

にも立たない分野（関係者の方 々、すいません。つまり「メシの種にならない」という事が言い
たかったのです）の人気が急増しています。

働かない奴らの暇つぶし、というわけではありません。彼らは「就職しても勉強は続けたい」と

真剣に考えているのです。勉強を続けるために、時間にゆ とり のある仕事を選びたいとさえ思っ
ています。現に、先程述べた「役に立たないカルチャースクール」のお客は殆どが社会人です。

彼らは「おもしろそう」「楽しそう」という自分の気持ちを大切に、勉強する分野を選びます。

が、別に一つの分野をずっと学んで一流になりたいと考えてい るわけでもありません。タイ語を
学んだからといってタイと取引のある商社に就職したり、タイ語の先生になったりするのはちょ

っと違うな、と考えています。

そんなことで就職してしまって、他の勉強ができなくなったのでは元も子もないからです。

彼らの目的は「自分を豊かにする」ことです。

こんなことをおもしろいと感じる、あんなこともまた違う風におもしろいと感じる、そんな自分

を育て、実感するためとも言えるでしょう。

次世代の世界は、基本的には「マルチメディア中世」と言えます。しかし実際の中世とはいくつ

かの違いがあります。実際の中世と現代の違いは、大まかに言って以下の三点です。

一つ目は「情報余り現象」。それを消費するためのデジタル・ネットワークの発展が予測され

ます。しかしその目的・使用法は、現在考えられているどれとも違ったものになるでしょう。

二つ目は「唯一無二の自分」という自己認識。つまり「自分の感覚・趣味性を最大の価値とする

」という事ですね。

そして三つ目は「一生、お勉強」という気持ちです。この「唯一無二の自分」と「一生、お勉強

」が合体して、アマチュア活動やカルチャースクール活動はど んどん盛んになるでしょう。これ
ら二つの活動は、お金をもらって売るか、お金を払って学ぶかというだけで、目的は大変似通っ

ています。

「モノ不足」の現代、お金の意味はどんどん曖昧になっていきます。アマチュア活動とカルチャ

ースクール活動の境もどんどん曖昧になっていくことでしょ う。やがてこういった「生涯教育
活動」「非営利組織の運営」は、現在の企業活動以上の重要性を持ってくる事になるでしょう。



油まみれの海鳥

　第二章では、新しくやってくるパラダイムがモノ不足時間余りという、中世と同じパターンが

基本となること。しかし「情報余り」「唯一無二の自分」「お勉強」という点で大きく違う、と

いうことを説明しました。

お待たせしました。この章では、いよいよ核心の「洗脳社会」を取り上げます。

私たちは今の世界のパラダイム、つまり社会共通の価値感や世界観をどうやって獲得してきたの

でしょうか？案外私たちは、今の自分たちの価値観を意識 して いません。社会から刷り込まれた
価値観を「当然のこと」どころか「人間として自明の理」などと考えて、全く疑ってない場合が

多いのです。

例えば私たち現代人は、湾岸戦争の報道の中で「油まみれの海鳥」の映像を見ると、反射的に「

環境汚染」という言葉を思い浮かべてしまいます。

「戦争とは最大の環境汚染だ」と考える人もあれば、「海鳥が、かわいそう」と感想は様々です

。しかし、あの「油まみれの海鳥」の映像を見たとき、おそらく殆どの日本人は「フセインはこ

んな環境破壊をやったのか。許せない」と考えたはずです。

「戦争という一番くだらないことで、環境という一番大事なことが汚される。いけないことだ。

こんな事を許しては、大変なことになる」当時の市民感情は、こんな感じでした。

奇妙なこととは思いませんか？

何故、我々は、あの海鳥の映像を見て環境汚染を連想したのでしょうか？別の時代、別の世界

の人々なら、おそらくここまで一直線に連想は走らなかったでしょう。当然のことですが「油ま

みれの海鳥」は、環境汚染だけを意味するわけではありません。

「うっわー、汚い」と単純に考えてもいいわけです。

「死にかけてる」とか「食べられるかな」と考えてもいい。

ギャグとして笑ってもいいし、「これは何という種類の海鳥だろう」と考えてもいい筈です。そ

れなのに私たちの大多数は、反射的に「環境汚染！」と考え「困ったことだ」と考えてしまった

のです。

つまり「戦争は、いけない」「環境は、大事」という価値感が、私たちの心にしっかり刷り込ま

れているからです。極端な言い方をすれば、そう考えるように洗脳されているということです。

洗脳されているからこそ、「海鳥の映像」を何の違和感もなく「環境汚染」という意味に読みと

ってしまいます。その連想は私たちの時代特有のものだと言うことに、気づきもしません。「人

間として、当たり前の感情である」という意見も当時はよく言われました。

つまり、私たちは既に、洗脳されているのです。



「洗脳」とは何か？

　もちろんこれは、この問題に限ったことではありません。第一章で説明した、現在のパラダイ

ムすべてに関して「そう考えるように洗脳されている」と表現することができるでしょう。

「高度成長だ。素晴らしい。もっとがんばろう」という考え方も「バブル崩壊だ。大変だ。不景

気だ」という考え方も同じです。すべてそう考えるように洗脳された結果だと、捉えることがで

きます。

洗脳といっても、別に暗い部屋に閉じこめたり、何度も何度も同じ言葉を聞かせたり、薬を飲ま

せたり、といった特殊なことではありません。それは経済 活動 と聞いて、強盗や押し売りや恐喝
を思い浮かべるようなものです。ここでは洗脳活動を「多くの人々の価値感を、ある一定方向へ

向かわせようとする行為すべ て」として広義の意味において使っています。
第二章で説明した、キリスト教の世界観に人々を導くのも洗脳行為です。宗教を盲信する、迷信

的な人々を近代的合理主義に啓蒙するのも洗脳行為です。

そんな可哀想な人たちを放っておけるか、それ啓蒙しろ、というわけで、洗脳といっても別に騙

すだけではありません。迷信を信じている人たちを啓蒙する、といえば何となく聞こえが良いで

すよね。

こういう場合は、よく「洗脳」ではなく「啓蒙」や「教育」という便利な言葉が使われたりし

ます。が、「その人のためになるかどうか」という主観的で曖昧 な基準によって「洗脳」と「
啓蒙」を使い分けるよりも、むしろすべてを「洗脳行為」と定義した方が物事が明快になります

。



マスメディアの洗脳

　現在の我々は、マスメディア無しに自分の意見を決めれません。それどころか、進学、就職、

結婚、娯楽、これらの判断基準を全てマスメディアに頼って暮らしています。これらの問題を自

分一人で考え、結論づけられる人なんて、殆どいません。

勿論、「私は情報を得ているだけであって、洗脳なんかされていない」という反論もあるでし

ょう。しかし考えてみて下さい。「価値判断抜き」の情報などを、メディアは流しているでしょ

うか。

メディアに載ることが、暗黙の内に価値を認められたという事であり、載らないような情報は価

値がない。そんな風に、私たちはいつの間にか感じているのです。

海の向こうの戦争は、近所の夫婦喧嘩より社会的に意味がある。

私たちは、いつの間にかマスメディアによって、そのように洗脳されています。メディアに載っ

た情報は、「メディアに載った」という、そのことだけで価値があり、そのことを、疑いすら出

来なくなっているのです。

新聞を毎日読む人は、読まない人を「本当に大事なことに関心がない、ダメな奴」と考えます。

テレビに出ている赤の他人の夫婦関係を、自分の家族以上に気にしてしまいます。

しばらく海外旅行に行った人は、むさぼるようにして留守中の「世界の動き」を取り入れようと

します。

つまり、マスメディアに洗脳され、自覚症状のない中毒症にかかり、おまけにそれを正当化して

いるのです。

現在、マスメディアの洗脳力は絶大です。システムとして考えても、各家庭に平均一台以上のテ

レビがあり、多くの家庭が新聞を取っています。世界のどこかで事件があれば、少なくとも１日

以内にたいていの人がそれを知ることになります。

しかも、その情報は「事実のみ」ではなく、その事件が良いことか悪いことか、なぜそんなこと

が起きたのか、何が良かったせいかあるいは悪かったせいか、といった価値判断込みのものです

。



「高度情報社会」の正体

　私たちは高度情報化社会というと、ついつい「いろんな種類の情報が、溢れる社会」という風

に考えてしまいます。マルチメディア本や、 インターネット本を見ても、「世界中から情報が
集まって、その中の好きなものを選べる」という、楽しいけれど無責任なヨタ話が載っています

。

しかし情報化社会の本質とは、「世界中の小さな事件の客観情報まで入ってくるのではなく、大

きな事件の解釈や感想が無限に溢れ出す社会」なのです。

判りにくいかもしれませんので、例を取って説明します。

例えば、凶悪な殺人犯が捕まった、というニュースが流れたとします。ここから得られる客観情

報は以下のものです。

「警察は、特定された容疑者を逮捕した」

「なぜ、容疑者と考えたかというと、このような証拠があるからだ」

しかし、マスメディアは、この事件を以上のデータを報道するだけでは収まりません。こんな事

を連日報道するに決まっています。

「なぜ犯人は、こんなことを？」

「この事件は、誰の責任か？」

「再発を防ぐには？」

「評論家や有名人は、どんな感想を持っているか？」

「犯人の知人、家族、被害者の家族の気持ちは？」

これらのことは客観的な事実、というものがありません。感想であったり、解釈であったりする

ものです。また、それらの解釈、感想をさらに他のコメンテー ターたちが聞いて、自分の意見を
述べたりします。そしてそれは、受け手が飽きるまで（売り上げや視聴率が下がるまで）続けら

れるのです。

だから、そんな価値判断を除いて、事実のみをより分けて知ることは、とても難しい事です。し

かも最近のニュース番組は、ますますワイドショー化されつつあります。つまり価値判断や世界

観が、事実よりもずっとたくさん報道されていくようになるのです。

以上のことから次のことが言えます。

「高度情報社会とは、情報の数が増えるのではなく、一つの情報に対する解釈が無限に流通する

社会である」



ポスト軍事力としての洗脳

　そして現在の社会ほど、自分という情報に対する解釈、すなわち「自分は人にどう思われてい

るか」が重要な社会はありません。

例えばそれは、戦争という歴史的な事件にも反映されています。第一次世界大戦、第二次世界

大戦、湾岸戦争を比較してみましょう。

第一次大戦の勝利国は、多大な国土や多額な賠償金を獲得しました。が、それだけでした。

ところが、第二次大戦の勝利国は、国土や賠償金も獲得しましたが「正義の国アメリカ」という

巨大な洗脳力（イメージ）を手に入れたのです。逆にドイツや日本は「ファシズムの国」という

マイナスの洗脳力を押しつけられたと言えます。

これによって日本やドイツは、未だに膨大な負債（マイナスのイメージ）を背負っています。ア

ジアの国に工場一つ作るときにも、他の国とは比べものにならない程、気も使わなければなりま

せん。

そして、つい最近の湾岸戦争では、戦う前から勝敗は決していました。

それは洗脳力に圧倒的な差があったためです。現代のような情報社会では、Ａ国対Ｂ国という単

純な戦争は起こり得ません。Ａ国とＢ国、どちらの方が軍事力 があるか、経済力があるか、とい
う問題よりも、どちらの方が洗脳力が高いか、の方が重要な問題となります。それはすなわち、

Ａ国・Ｂ国以外の世界中のあら ゆる国が、どちらにつくかということを意味するからです。
フセインのイラクに対してアメリカは「新世界秩序」というイメージで戦力、兵担、資金などを

他の国から調達しました。だからこそ、赤字国のアメリカ でも あんな戦争が可能だったのです。
つまり第二次大戦では戦後の負債であった「イメージ」が、湾岸戦争では「勝敗を決める要因」

となりました。

自分をどう思わせるか、相手をどう決めつけるかといった「洗脳力」が、最大の武器になった戦

争だったのです。



メディアの本質

　こういった戦争における洗脳者としても、マスメディアは大活躍しています。というのも、マ

スメディアはキリスト教会などの洗脳システムに比べ、より洗脳に適したシステムだからです。

大量の人間を効率よく洗脳できるという、数の問題だけではありません。マスメディアに限ら

ず「メディア」というのは実は、洗脳のために発達してきたものであり、本質的に洗脳装置であ

るといえるからです。

ここの処は、ちょっとややこしいですけど本質的な話をします。

一般にメディアの本質は「意味の伝達だ」といわれています。

が、これは大きな間違いです。確かにメディアには「意味を伝達する働き」があります。が、

メディアの「本質」という点で考えれば「意味の伝達」ではなく 「意図の強制」だと捉えるべき
です。まず「言葉」という一番シンプルで、原始的なメディアを例にとって考えてみましょう。

例えば子どもが崖っぷちに向かって走っていこうとしているのを見つけた親は、　「危ないよ！

」と声をかけます。

「危ない」ことを伝えたいのではありません。

「行っちゃダメ」と止めたいのです。言葉だけ聞くと「危ない」という「意味を伝達」している

のですが、実は「行っちゃダメ」という「意図を強制」しているわけです。

そういわれた子どもは「どうして？」と聞きます。

なぜ危ないのか聞きたくてしょうがない、探求心あふれる子どもだからではありません。できれ

ばそっちへ行きたいからです。これも「行ってもいいことにしろ」という意図の強制です。

それを受けて「落っこちて大怪我するわよ」と、さらに声を荒げて答える。

言葉は違いますが「行っちゃダメ」という意図の強制力ヴァージョンアップであり、よりエレガ

ンスな表現です。

これが言葉のない言葉がない動物の場合、「意図」だけが明確に存在しています。

例えばテリトリーの示威行動。

「おれの縄張りにくるな！」という意図の強制があるだけです。

また、優位劣位を確かめる行動も「おれに逆らうな」という意図だけ。

求愛行動も「おれの女になれ！」という意図だけです。

このように考えると、言葉のやりとりというのは、実は意図の押しつけ合いだということが判り

ます。だいたい誰かに何か話そうと思う心の底には、その誰か になにかさせたいとか、何か思わ
せたいという気持ちがあるからなのです。先ほどの例が別に特殊なわけではありません。

例えば同僚のＡ君が上司Ｂさんの仕事上の不手際を事細かに話してきたとします。その場合はた

いてい「おれの味方になってくれ」というのがＡ君の意図だと考えられます。話の内容や状況

によって、どう味方になってほしいかは様々です。

「無能な上司を持ったおれに同情してくれ」とか「上司Ａの悪口を一緒に言ってくれ」だとか「

仕事のミスは上司Ａのせいで、おれのせいではないのをわかって 擁護してくれ」といった感じ
です。これも誰かになにかを話しかけることがすなわち何らかの意図を相手に強制するための行



為だというわかりやすい例の一つで す。
こう考えれば、話しかけること、つまりコミュニケーションはすべて意図の強制、洗脳を目的と

しているといえます。すべてのコミュニケーションとは洗脳行為でしかありえないのです。



「報道主義」というイデオロギー

　しかし、これがノンフィクション、特にニュース番組や新聞といった「事実」を報道するもの

の場合、私たちは「意図を強制」されているとは気がつきません。

私たちはニュース番組を見るとき、ついその内容を「客観的事実だ」と考えがちです。報道に

携わっている人たち自身、自分たちは客観的事実を伝えているん だと考えているので、ますます
ややこしくなります。けれども実は「事実を客観的に報道する」なんてことは不可能です。

たとえばＡ国対Ｂ国の戦争報道について考えてみましょう。（ここで述べるのは、「Ａ国側、Ｂ

国側、どちらもきちんと取材して正確に伝えるのは難し い」と か［Ａ国、Ｂ国、いずれが悪いに
しろ不幸なのは戦争に巻き込まれた一般市民である」という捉え方も一つの洗脳行為になるとい

ったことだけではありません）

もともと報道というジャンル自体が「隣の家の夫婦喧嘩よりも、遠い国の戦争の方が大切なこ

とだ」といった報道主義的価値感を強要してきます。

確かにこういった「世界や日本で起こっている政治や経済のことを知りたがり、いろいろ自分で

考えたり批判したりするべきだ」という価値体系は、民主主義 を支える基本の考え方になる大切
なものです。が、大切であろうとなかろうと、洗脳行為であることに違いありません。それはワ

イドショー番組が「隣の家の夫 婦喧嘩よりも、遠い東京の地下鉄サリン事件の方が大切なことだ
」という価値基準を強要してくるのと全く同じことです。

ジャーナリズムとは、「報道主義」という意味です。もちろんそれは「主義」なのですから「暗

黙の前提」を中に含んでいます。それは「報道という行為は正しい」という前提です。

中立的な報道、報道の義務、報道人のモラル、いろんなことがメディアでは語られます。しか

し「何で又、報道なんて必要なの？」といった本質的な問いは、いつの間にか「みんなが望んで

いることを報道する」という答えにはぐらかされます。

ジャーナリズムは、一見「事件」等の情報を流し、「意味を伝達」しているかに見えます。しか

し実際は「こんな大変なことが起こった＝この事件は、みんな にとって大事なことだと思え」と
いう意図の強制を行っているわけですね。その結果、私たちにとって新聞を読み、ニュースを見

るのが常識になってしまいまし た。つまり、「ジャーナリズムの必要性」を洗脳されたのです。
私たちに、そんな奇妙な考えを刷り込んだジャーナリズム。これも立派な洗脳と言えるわけです

。



兵器としての映画

　さて、言葉よりも複雑なメディアは、「意図の強制」は発見しづらくなります。

例えば映画やテレビドラマ、ゲーム。こういった複雑で総合的なメディアの場合、「意図」は巧

妙に隠されていたり、作り手の思わぬところについ入ってしまっていたりします。ここで「作品

の意図」といえば、作品のテーマのことだろうと単純に考えてはいけません。

例えば映画の一カットに「どんより曇った空」があったとします。その意味は「空が曇っている

」というだけです。そのうえにストーリーの文脈上「雨が降ってほしい」とか「降ったら困る」

とかといった意味がつきます。

が、それだけではありません。それが主人公の暗い気持ちを象徴していたりするときもあれば、

これから起きる事件を暗示している場合もあります。また、そのときの空の色や雲の流れが美

しく、作品全体のトーンにあっている、ということも大切です。

このトーンや美意識を、「こういうのが綺麗だと、あなたも思いなさい」という意図の強制で

ある、と考えてみて下さい。こういうことを書くと「被害妄想症か、サブリミナル・バカ」と思

われそうなので、もう少し説明します。

大体、美の基準等は個々人によって違いはあれ、ほぼ同じです。何を見て美しいと思うか、醜い

と思うかはある程度同じなのです。ところが、「ある程度、同じ」では映像作品は成立しません

。

例えばアクション映画で、食肉工場の倉庫に主人公が逃げ込むシーンを考えてみましょう。白々

とした蛍光灯の光、主人公の吐く息の白さ、天井から無数に釣 り下がっている牛の死体が緊張感
を高めます。そして、このシーンの撮影場所をここだと選んだのは監督です。彼の美意識は、こ

こが緊張する、非日常的空間だ と主張している訳です。
ところが食肉加工業者にとっては、ここは毎日の職場です。では彼は、大多数の観客のようにこ

のシーンに緊迫感を感じないでしょうか？そんなことはありま せん。　前後のストーリー展開、
緊迫する音楽、不安げな主人公の表情。こういった「総合的なシーンの描写」で、食肉加工業者

も又、このシーンを不気味に感 じてしまいます。この映画を見終わった後、しばらく彼は自分の
仕事場に違和感を持つでしょう。つまり「監督やスタッフの解釈や美意識」を刷り込まれたわけ

です。「食肉加工倉庫は不気味だと思え」という意図を強制されたのですね。

映像（特に暗い場所で集中する映画）は、このようにして見ている人間の美意識を、スタッフの

解釈通りに均一化します。そうしないとモンタージュやメタファーといった映像技法は通用しま

せんし、ストーリーを語ることも困難になってしまいます。

ストーリーを見ているつもりが、いつの間にかライフスタイル、価値観を刷り込まれている。フ

ランスがよく主張する、「ハリウッド映画は、文化侵略である」というのは、こういう意味です

。独裁者たちが、必ず映画好きなのも、同じ理由です。

フランスの建築家Ｐ・ヴィリリオは「統一的なアメリカのイメージを作り、広めたのは軍産複合

型の映画であった。その中ではアメリカの日用品などのデザインを通じてプロパガンダ戦略が展

開された」といっています。



「洗脳と気付かせない洗脳」が、最も効果的なのです。

そのうえ、良い作品であればあるほど、作品全体で一つの価値体系や世界観、美意識を表現して

います。こういった複雑な意図の押しつけは、もはや洗脳 行為 だといって差し支えないでしょう
。その時代の不安や不満という「洗脳ニーズ」にあった作品は、大きな洗脳力を持ち、人々を動

かすことができます。

一度、「フォレスト・ガンプ」や、ビートルズの歌、東京オリンピック等を、「作者の美意識や

価値観の押しつけ」という視点で捉え直してみて下さい。古き 良きアメリカ、自由、繁栄と国
際化。作者たち自身も、自分では気付かなかった価値観を見つけられるかもしれません。



「自由洗脳競争社会」

　このように、あらゆるメディアは洗脳装置です。メディアとは、洗脳装置としてしか存在し得

ないのです。私たちは生まれてすぐ、母親や 周りの人間から洗脳され始めます。それは「しつけ
」や「教育」「常識」「教養」といったような言葉で表現されている洗脳です。そして、それら

洗脳の中で も、近代においてもっとも巨大で効率的な洗脳装置が、マスメディアだったのです。
が、現代はそれが少しづつ変わりつつあります。まだまだごく一部の人たちにとってですが、パ

ソコン通信といった、双方向発信のマルチメディアがマスメディアに変わって大きな位置を占め

始めているのです。

今までマスメディアに一方的に洗脳され続けてきた一般人が、初めて自分から不特定多数の人に

向けて自分の意見を述べるシステムを手に入れたのです。

マルチメディア内では誰もが情報発信者、つまり洗脳者になりうるし、同時に誰もが被洗脳者で

もあります。今までマスメディアから洗脳を受け続けるだけだった被洗脳者たちは、マルチメデ

ィアの発達によって解放されるわけですね。

こうした誰もが洗脳者になれる社会を、私は「自由洗脳競争社会」という言葉で捉えています。

これは近代が「自由経済競争社会」であったことに対して、私が考えた造語です。

「洗脳競争」などというと、何かとてもあやしげで罰当たりな感じがするかもしれません。し

かし、決してそうではありません。

例えば中世ヨーロッパの人たちが「自由経済競争」という言葉を聞いたら、たぶん「哀れみの心

、慈しみの心のなくした悪魔のような人たちばかりの社会だ」と恐れおののくことでしょう。

だって考えても見て下さい。自由経済競争の原理とは「みんなが自分の利益ばかり考えたら、結

果的に社会は安定する」などというメチャクチャ罰当たりな考え方なのです。では、私たちの今

の世界は「欲ボケばかりが徘徊する、この世の地獄」でしょうか？

いいえ、けっしてそうではありません。いつの時代も新しいパラダイムは、古いパラダイムにど

っぷり浸かっている人からは罰当たりに思われがちなのです。



経済から洗脳へのバトンタッチ

　近代の経済成長が、「自由経済競争の原理」の上に成り立っていることは、改めて説明する必

要はないでしょう。個人個人が自分や自分の会社の利益のみを追求することが、結果的に社会全

体を活性化し、社会に動的安定をもたらし、全体的な経済成長を促す、という考え方です。

もちろんこれは近代独特の特殊な考え方です。中世では「自分の利益を追求する」なんて罰当た

りなことが「正しい」「社会のためになる」なんて誰も思いつ きませんでした。それよりも貧し
い人に施しを与えることの方が立派でした。それどころか、働かず貧しく清らかな生活をしてい

る人の方が、現世の欲に溺れて いる人よりずっと尊敬に値すると考えられていました。
それが、第二の波・産業革命とともに、大きく変化したわけです。それまで固定されていた身分

は流動的になりました。そして全ての人に、豊かになるチャンスが与えられたのです。

自分の才能を生かし、チャンスを生かし、一生懸命働いて成功することこそ、立派なことだと考

えられるようになりました。

逆に貧乏に甘んじているのは、怠け者で情けない人たちと決めつけられました。

もちろん「施し」に代わって「福祉」という制度も誕生しました。が、いきすぎた福祉は、自分

から働こうという意欲をなくすので良くない、と言い出す人たちの声は自信に満ちていたのです

。

自然界においては弱いものは早く死に、強いものが長生きし、たくさんの子孫を残す。これが結

果的にその種族全体を存続し繁栄させることにつながるわけで す。それと同様、人間社会も自然
淘汰してこそ社会が正常に発達する、常に新しい強いものが社会のピラミッドをのぼれる社会、

これこそがよい社会だと考えら れるようになったのです。
それまでは変化のないことこそ、安定した社会の条件でした。自分が農奴に生まれてきたのは神

の御技です。それを変化させようなどというのは、とんで もな いことでした。それが常に皆が上
をめざし、強いものがより上へのぼり、弱いものは落ちていく、この動きによってバランスが保

たれるというのが自由競争社会 の原理となりました。
あたかも生物が食物を取り入れ燃焼させ、体を維持しているように、循環させることによってバ

ランスが保たれるのです。生物は皆血液を循環させ、酸素やエネルギーを体中に運び代謝してい

ます。止まっているのは死んでしまった生物だけです。

ですから、自由経済競争においてもっともいけないことは、こういう自然の動きを止めること

です。会社の莫大な財産を、子どもに継がせようとしたり、価格協定を結んだり、ギルド制を復

活させて自由に職業に就けなくしたり、保護貿易を行ったり。

こういった制約がないほど、経済活動はより活発に、そして正常に行われるわけです。土地中心

の封建制度が革命などによって崩壊し、自由主義国が誕生したといわれます。この「自由」とい

うのは自由経済競争の社会が誕生した、ということなのです。

そして現在、新しく変化しつつある社会とは、経済行為が自由になった近代に対し、洗脳行為が

自由になり個人に解放されつつある社会である、というのが本書の主張です。



独占されていた「洗脳装置」

　実は今までは、ずっと洗脳行為は常に権力者に独占されていました。中世ヨーロッパにおい

ては、それはもちろんキリスト教の聖職者たちによってです。それはどんな小さな村にも教会を

おき牧師を送り込む、という原始的な方法でした。

それに対し、近代の科学主義的価値感は、まず革命家や、それを継ぐ資本家によってなされま

した。洗脳活動はマスコミという文明の利器が活用されました。それは当初、新聞中心だったの

がラジオ、そしてテレビに進化しました。

今ではマスコミ自体が産業界や財界の意図を離れ、マスコミ自体の必要性を訴える洗脳装置とな

っているわけですね。

もともとマスコミを中心とするマスメディアは、科学技術の発達の産物として生まれました。い

わば科学の樹になった果実です。

そびえ立つ科学の大木は、人々の不安を吸い上げます。「いつかは科学の力で病気がなくなる

」「貧富の差もなくなる」。マスメディアは、そんな「科学という神」を宣伝するショーケース

であり、人々はその美しさを愛でました。

が、それだけでは終わりませんでした。特にマスコミは民主主義というシステム上、必要不可欠

なものです。自分たちの利益を代表するはずの政治家が、公約 通り自分たちの利益を守っている
かを確認するためには、マスコミという広報機関がどうしても必要だからです。

国民にとってはそういう意味を持つマスコミですが、政治家にとっては大変便利な洗脳機関でも

あります。国民はマスコミを通じてあっというまに科学主 義、 自由経済主義、民主主義といった
考え方を吸収しました。国民はマスコミによって経済成長を実感しました。つまり「科学が発

達し、より豊かになっていく今の 世の中はすばらしい」と洗脳されたのです。国はどんな田舎で
もＮＨＫが映るようにがんばりました。国民は少々貧乏でもテレビを買いました。

こうしてマスコミの力はどんどん増大し、やがては政治家や科学者にも統制がとれなくなってし

まいました。マスメディアの実は膨らみ、重くなって、やがて科学の樹からどすっと落ち、地面

に根を生やし一人立ちしたのです。

こんどはマスメディアという大木が育っていきます。「みんなに私の悩みを聞いて欲しい」「み

んなで考えなければならない問題だ」人々の不安を吸い上げて、メディアの樹は大きくなる一方

に見えます。

現在、マスメディアは相変わらず洗脳行為を独占してはいます。しかし、こうなるとマスコミ内

部での矛盾が目立ち始めました。

同じ事件に対するメディア毎の取り組み方の差が気になり始めます。

どのＴＶ局も同じことをいうときにはかえって胡散臭さを覚えます。

裏で何かあるのではなかろうか、と勘ぐってしまうのです。こうした疑惑は洗脳装置としては致

命的ですよね。

今や皆マスコミを信じ切れずに、ある意味で途方に暮れています。第二章で書いたように、新し

い「人生悩み相談引き受け係」が必要とされているのです。つまり新しい洗脳システムが求めら



れているのだ、とも言えます。

ここで必要とされる洗脳装置は、もはや単一の価値感を提供する一つの団体の為のものであるこ

とは不可能です。マスメディアの異常発達によって引き起こされた「情報余り」の状態が、単一

価値感を保つことを不可能にしているのです。

つまり、「第三の波＝情報革命」によって引き起こされるのは、単一洗脳システムの崩壊であり

、マスコミ独占洗脳体制からの解放です。そしてこの解放を具体的に支えるのは、マスメディア

が生み出し、今もっとも注目を集めている「マルチメディア」なのです。

私が既存の全てのマルチメディア本、インターネット本を批判する理由は、これです。多くの学

者や専門家たちが「デジタル革命」と脳天気に呼んでいる技術革新は、実はこういう社会変化・

価値観変化を内包しているわけですね。



市民に開放された「洗脳」

　ここまでの話しで、ちょっと変に思われた方も多いでしょう。

「ちょっと待て、お前は第一章で「科学は死んだ」と言ったぞ。なのに今度は「マルチメディア

万歳」と言うのか？」

うーん、見事なツッコミです。でも、矛盾はないつもりです。

「科学が死んだ」という意味は、「もはや私たちは、科学によって幸せが来るとは信じられない

」という意味です。しかし第二章で説明したとおり、農業革命や産業革命といった技術革新が旧

い世界に引導を渡し、新しい世界を創る。

マルチメディアとは、この新しい技術革新です。これによって起きる価値観変化は「科学主義」

という、いわば「物質文明」「経済・産業主義」に引導を渡します。

なんかハイテク・ヒッピーみたいな人だと誤解されそうなので先に言っておきます。私は「物質

文明が終わって精神文明が来る。そこでは人々は本当の心のや すらぎを云々」なんて陳腐なこと
を主張するつもりはありません。「精神文明」が来たとしても、我々はそこで相変わらず悩みを

持ち、競争するのです。「みん なが豊かになれる社会」という近代の正体が「どれだけ豊かにな
れるか競争すること」だったように、新しい社会でも競争はなくなりません。その競争のツール

がマルチメディア＝デジタル革命なのです。

マルチメディアは、これまでマスメディアの特権であった洗脳を一般市民に開放します。それは

農業が部族長の特権だった食事の保証を解放したのと同じで す。産業革命は貴族の特権であっ
た「芸術」「生活」を市民に開放しました。それは第一章で触れた「演劇は映画になり、室内管

弦楽はレコードになった」と言 うことです。
「技術は権力者の特権を市民に開放する」

これが原則です。だから「マルチメディアの力が、権力者の特権『洗脳』を市民に開放する」と

いうことが言えるわけです。

今まで説明したことを、まとめてみましょう。

「マルチメディアの発達によって、歴史上初めてすべての人々が被洗脳者から洗脳者になるチャ

ンスを与えられるようになる。それによって自由洗脳競争が始まる。

人々のニーズをつかみ、もっとも効率よくそれを生産して販売することによって多くの富を得ら

れるのが、自由経済競争社会。それに対し、人々の不安や不満 をつかみ、もっとも効率よくそれ
を解消する方法を提案することによって、多くの尊敬と賞賛を得られるのが自由洗脳競争社会。

得られる利益は経済利潤ではな く、洗脳利潤、つまりイメージである」
これが「洗脳社会」「自由洗脳競争」の定義です。



実例１・「パソコン通信の世界」

　「自由洗脳競争」の土壌はすでに社会の特殊な場面で生まれつつあります。

例えばパソコン通信という環境。パソコン通信は、誰もがそこに書き込まれていることを読むこ

とができると同時に、誰もが不特定多数の人たちに自分の書いたものを見せるということが可能

になった世界です。パソコン通信の最大・唯一の特色はそこにあります。

パソコン通信というと「ワープロ入力で送る電話器」とか「紙の要らないＦＡＸ」というイメー

ジがあるかもしれません。また、株価や円のレート、翻訳サービス、新聞の検索サービスといっ

た情報サービスが素晴らしいと考えている人もまだまだ多いようです。

しかし、現実にパソコン通信の最大手であるＮＩＦＴＹ・Ｓｅｒｖｅの利用実態をみてみると、

それが全く見当違いであることがすぐに判るでしょう。

会員数１１１万人を誇るＮＩＦＴＹ・Ｓｅｒｖｅの最大の魅力は、フォーラムを読んだりフォー

ラムに書き込んだりすることです。ＮＩＦＴＹでは話した い テーマごとに「フォーラム」とい
うサークルに分けられています。たとえば映画のフォーラム、パソコンのフォーラム、料理

のフォーラム、アニメのフォーラ ム、といった具合です。95年夏現在、７４６ものフォーラムが
存在しています。それぞれのフォーラムごとに更に細分化された「会議室」が10〜20ありま す。
つまり七千〜一万四千もの会議テーマが存在しているわけですね。

これらのフォーラムの中で、もっとも書き込み数、参照数ともに多いものの一つにアニメーショ

ンフォーラム群があります。アニメーションフォーラム群 は 「アニメ」「特撮」「声優」の三つ
のグループに分かれ、全部で十三ものフォーラムがあり、二百以上の会議室が軒を並べています

。

このフォーラム内では、アニメに関する自分なりの意見や感想が盛んに交わされています。自分

なりの意見でよいわけですから、そのことに興味がある人なら 誰もがいつでも意見を発表するこ
とができるわけです。また、それを読んだ見ず知らずの人が「自分の発言に対する意見」（発言

に対するＲＥＳ、と呼ばれま す）を書いてきたりもします。
当然自分も「他人の発言に対するＲＥＳ」を書き込んだりもできます。テーマが決まっている「

電子井戸端会議」というのが一番近い表現でしょうか。アニメ のフォーラムではアニメ業界の人
も読んでいる人が多いし、中には書き込んでくれる人もいます。憧れの監督から返事をもらえる

こともあり得るし、その監督と タメ口で議論、なんて話も珍しくありません。
実際は書けばすぐ返事が返ってくるわけではないので、交換ノートともいえます。（すぐ返事

が返ってくるＣＨＡＴと呼ばれる電子会議システムも人気で す） 井戸端会議ですので、ベテラ
ンで、デカい顔をして、いろいろ新参者に教えてやるお節介がいたりもします。皆の知らない最

新情報や裏情報を知っているため や、見識のある発言で一目置かれている人もいます。いろいろ
な人にうまく愛想のいいＲＥＳを書いて好かれている人もいますし、逆の理由で嫌われている

人も います。
ただ、この井戸端会議の凄いところは日本中から、電話料金さえ気にしなければ、世界中から参

加可能なところです。しかもそれが人気フォーラムともなれ ば、その井戸端会議で口を開く人が



何百人、何千人、回りで聞いている人が何万人、何十万人単位といるわけですね。

文芸春秋の発行部数が××××部、週刊朝日の発行部数が□□□□部だということを考えてみてくだ
さい。この数がいかに大きな影響力を持ちうるかは簡単に 予測できることです。しかも、ＮＩＦ
ＴＹの利用者数、フォーラム数、フォーラム書き込み総数、参照総数、どれをとってみても増加

の一途をたどっています。

また、ＮＩＦＴＹ以外の小さいパソコンネットも、数が増えつつあります。同時にこういった草

の根ネット同士をつないでＮＩＦＴＹに対抗する自分たちのネットを作ろうという動きもあるよ

うです。今、流行のインターネットも目が離せません。

３０年後、パソコン通信の実態がどうなっているか、一つに統合されているのか、無数の小さ

いネットなのか、それらの連合がいくつかあるのかは判りません。

が、パソコン通信が私たちの生活に深く入り込んで、社会の自由洗脳競争を支える土台の一つと

して大きな役割を果たしていることだけは確かでしょう。



実例２・「コミックマーケット」

　コミックマーケットという同人誌即売会があります。

通称「コミケ」と呼ばれるこの同人誌即売会は、毎年夏と冬に晴海の見本市会場や他の巨大な会

場を借りて盛大に行われます。ここでは、アマチュアでさえあれば誰でも少しのディーラー料を

払うだけで自分たちで作った同人誌を売ることができます。

ディーラー希望数は毎年増加の一途、（毎回三万以上のサークルが申し込み、一万六千程度のサ

ークルが参加を認められる）また、その同人誌を買いに来るお 客さんたちも十五万人を越え、販
売される同人誌の売上冊数は四百万部以上、総売上金額は毎回二十億円を超えています。その

ため、２日ずつディーラー総入れ 替えで行ってきたコミケは、今年から３日ずつと増やされたく
らいです。夏冬２回のコミケを運営するためだけの会社、株式会社コミックマーケットが作ら

れた ほどですから、いかにすさまじいものかお判りいただけるでしょうか。
このコミケの特徴は、なんといっても「本さえ作れば誰でも参加して売ることができること」

です。もちろん誰でも買うこともできます。完全に双方向の自由洗脳競争状態といえます。

会場では１０冊２０冊単位のコピー誌から、プロ顔負けのフルカラーの同人誌まで売られてい

ます。実際、人気同人誌はわずか数時間で数千冊を売り切りま す。少部数人気同人誌などは、会
場前に他のディーラーたちが買い占めに走るというのですから、双方向もここまでくれば立派な

もんです。

人気同人誌の中には、プロのマンガ家が名前を変えたり、あるいは本名で描いているものもあり

ます。その方が様々な制約から逃れて自分の描きたいもの が描 ける、というのが主な理由である
ようです。他人の作品のキャラクターを使用したり、パロディにしたり、ちょっとＨな要素をふ

んだんに入れたりも自由です。

が、別にプロが描いているものが売れて、アマチュアのものはあまり売れないと言うわけではあ

りません。また、編集ソフトやワープロの普及によって、アマ チュア製だからといってほとんど
見劣りがしなくなりました。コミケ会場においては、プロは供給側、アマチュアは消費者という

図式は全く当てはまりません。 自由洗脳競争社会がここではすでに成立しているのです。



洗脳社会の勝者

　近代を「誰もが豊かになるために競争する社会」と表現するなら、これからは「誰もが他人に

影響を与えることに競争する社会」と言える でしょう。近代の自由経済社会が弱肉強食であり、
新陳代謝することによってバランスが保たれるのと同様、来るべき自由洗脳社会も弱肉強食で

あり、新陳代謝 することは避けられない必然です。
経済力が個人や団体の能力によって評価されるもので、子どもに継がせたり、価格協定したりす

るべきでないのと同様、自由洗脳社会においても、世界観やキャラクターを子どもに継がせたり

、国やテレビ局同志が情報規制をしたりするべきではありません。

そんなことをしたら、結局損をするのは自分たちです。人々が求める価値感や世界観は一定では

なく、常に社会の変化とともに変化するからです。つまり、不 要なイメージの在庫を貯め込んで
いたら、せっかく新しいイメージを打ち出そうとしても効率が悪くなる、といったところでしょ

うか。

また、人々の不安や不満のある部分を埋める価値感が大きく受け入れられれば、別の部分で不満

や不安が出てきます。その上、世代や年齢・性別・生活水 準・ 職業や立場・性格など、様々な要
因によって求められる価値感や世界観が、同じであるはずもありません。こうして刻々と移り変

わる、様々な不安を解消するた めには、単一の価値感やパラダイムでは不充分なのです。
現在、様々な商品が様々な年齢や生活水準の人のために存在するように、様々な価値感・世界観

が様々な人々の要望に応えて存在する世界。それが、これ から やってくる洗脳社会のリアルな姿
です。みんなテレビを見て社会から遅れないように、また、はみ出さないように気を使っていた

のが、自分なりの常識で世の中 を動かそうとしのぎを削る社会になるわけです。
といっても、皆が好き勝手に行動するのではありません。具体的には「ぼくの周りではみんなこ

う思っている」とか「今自分が注目しているあの人がこう言っ た」といった、様々な価値感を複
数選択して組み合わせ、自分なりの価値感を作り出すことになるでしょう。洗脳社会の中での、

個人のふるまいに関しては、次 章で詳しく説明します。



「洗脳力」のある企業

　現在も自由経済競争の原理が崩れ、自由洗脳競争の時代に入りつつある兆候はそこかしこに見

られています。

例えばディズニーランド。

ここはバイト不足に悩んだことはありません。あんなに就職したがらない若者たちも、ディズニ

ーランドには就職したがります。これを見て一般企業はＣＩ戦 略を考えてみたり、テレビで自社
のイメージＣＭを放映してみたりします。が、これは「これからの男は金じゃない。中身だ！」

と言われて、服や靴を買うよう なものです。確かに身だしなみに気を使うことは清潔感やまじめ
さをアピールする上で多少効果があるかもしれませんが、これだけで何とかなると考えるのは大

間違い。

例えば普通の企業にはなくて、ディズニーランドにあるものは何でしょうか。みんなが持ってい

るディズニーランドという職場に対するプラスのイメージ で す。お金儲けではなく、人々をとこ
とん楽しませようというコンセプト。明るく楽しそうな職場。才能に応じて様々なことにチャレ

ンジさせてくれそうな開かれ た感じ。アメリカ的合理主義による整然とした運営方針。
別にディズニーランドがそんな職場だといっているのではありません。そうではなくて、みんな

何となくそんなイメージを持っているということが大切なのです。こういうプラスイメージが現

代では資本力よりも大きな力を持ちつつあります。

私はこういうプラスイメージを、「資本力」に対して「洗脳力」と呼びます。洗脳力のバロメ

ーターは、就職希望者数だけではありません。必要ないものを買わせる力も、その現れです。

ディズニーランド内で売っているミッキーの耳付き帽子。町中では絶対かぶれないこの帽子を、

園内でかぶって歩いている人をよく見かけます。これも、洗脳力のなせる技です。（洗脳が進

むと、逆に町中でも平気でかぶれるようになってしまうのですが）

だいたいミッキーマウスグッズ自体、洗脳力のたまものです。耳のでかいネズミの絵がついてい

るだけで、普通の２倍も３倍も売れてしまいます。これは小さ い子どもがクレヨンしんちゃん
やセーラームーンの商品を欲しがるのと似ていますが、もう少し事情は複雑です。単純にお話や

アニメの中のミッキーが好きで友 達のように思っているからではありません。もっと「ミッキー
マウス」にのっかっているイメージがほしいのです。

「アメリカっぽくて、センスの良い」「オバサンぽくない、夢をなくしていない」「キティちゃ

んほどガキっぽくない」等々。これも洗脳力が高いと言える事象です。

これからのモノ不足の社会では「品質の高いより良いもの」を提供する、経済活動はどんどん縮

小され軽視されるようになります。と同時に、こういった洗脳力の差がもっと大きく影響するよ

うになっていきます。

私たちは洗脳力なんていったって、所詮イメージにすぎないとつい考えてしまいがちです。が「

お金」というもの自体がただの紙切れであってイメージにすぎないことを考えれば、イメージが

いかに大切であるか、少しは納得していただけるでしょう。



架空企業「Ｓ．Ｄ．Ｌ」

　ここで少し、経済影響力がもっと小さくなって、洗脳影響力がもっと大きくなった近未来社会

を考えてみましょう。その社会にそのとき巨 大な洗脳力を誇る、ある団体が存在するとします。
仮にこれをスーパーディズニーランド（Ｓ.Ｄ.Ｌ）と名付けてみましょう。別にこの団体は、遊園
地を経営 してるわけではありません。コンピューターソフトの開発をしているかもしれませんし
、酒を造っているかもしれません。

Ｓ.Ｄ.Ｌ.は殆ど全てのスタッフがボランティアです。それでも参加希望者は後を絶たないので、他
の団体や企業より優秀な人材が集まります。スタッフは無給ですが、宿泊施設や食堂が完備して

いるので、当座困ることはありません。

Ｓ.Ｄ.Ｌ.のほとんどの敷地や設備も、様々なところからの寄付や無料貸与によってまかなわれてい
ます。従ってＳ.Ｄ.Ｌ.の維持費は他に比べ異常に安いと言えます。それに伴い、営利を目的としな
いＳ.Ｄ.Ｌ.の生産品も破格の安さです。
Ｓ.Ｄ.Ｌ.は経済的に見ると、資本金も資産も取るに足らない小さな企業です。が、人々に対する影
響力、つまり洗脳力では爆発的な力を持っています。これが洗脳社会に置いて、優良な会社です

。

「ちょっと待った。そんな組織、会社って『カルト教団』じゃないのか？」と思われる方も多い

でしょうから説明します。

「自由経済社会」を理解できない昔の人は、こう考えるはずです。

「『自由経済社会』って、要するにどんな手を使っても、金を得た奴が勝ちなんだろう。だった

らそんな社会って泥棒だらけじゃないのか？」彼の考えは理解できますが、ハズしていますよね

。

「自由経済」だからこそ、最も忌むべき犯罪は他人の財産を不当に横取りすることなのです。

「自由洗脳社会」でも同じです。この社会で最も忌むべき犯罪は「他人を強制的に洗脳すること

」です。

お互いに自由に洗脳しあっているからこそ、社会は安定し、人々は安心して色々な価値観を試し

、洗脳されることが出来る。そんな中で他人を拉致監禁して、 強制洗脳する事は最も嫌悪される
行為です。そして「プラスのイメージ」が資産になる洗脳社会では、みんなから嫌悪される、と

いうのはとてつもない大ダメー ジなのです。



未来企業を左右する「イメージキャピタル」

　経済社会の考え方にどっぷり浸かっている私たちは、ついお金やモノの多い少ないで物事のす

べてをはかろうとしてしまいます。

高度経済成長の真っ最中の頃、私たちは「大きい会社」が偉いと考えていました。敷地も設備も

社員数も資本金も、とにかく大きいことはいいことでした。安 定した立派な会社でした。ところ
が最近は、小規模で利益率の高い「ベンチャー企業」の方がよいとされています。

「大きさ」より「儲け」の時代になったのですが、これはどっちにしろモノやお金に縛られた考

え方です。が、考えてみればＳ.Ｄ.Ｌ.のようにお金や資産がなくても人が動いてくれて、生産物（
おそらくソフトウェア）が熱狂的に受け入れられれば、同じことです。

巨大な資本で人やモノをお金で買収するかわりに、強力な洗脳力で人やモノを動かすのです。

そして、これからの「モノ不足情報余り」の社会は「お金」よりもイメージ、つまり洗脳力によ

って物事が動きやすい時代なのです。

これからの企業にとって、生き残る為に最も大切なことは洗脳力と言えます。現在でも、企業ご

とに洗脳力は大きな差があります。また、人々の心に潜在 的に 存在するイメージも会社によって
違います。私はこれを、経済資本に対して幻想資本（イメージキャピタル）と名付けてみました

。

これからの企業は、幻想資本がなければ誰も雇えないし、仕事も取れないし、商品も売れない、

株すらも売れない、と言う状況になります。洗脳力という の は、ＣＩやブランドイメージではあ
りません。あえて言うなら、会社のキャラクターやイメージリーダーという感じでしょうか。従

って、単純で具体的であるこ とが大切です。
その為、安定した大企業で会社の顔が特定できないようなところは、高い洗脳力や豊富な幻想資

本を持つことが大変難しいと言えます。

逆に、小さいけれども急成長していて注目を浴びやすいベンチャー企業などは、洗脳力を持ちや

すいでしょう。こうしたベンチャー企業には、たいてい伝説の 創設者や伝説の事件、みたいな話
が伝えられていて、それがその企業のイメージを代表しています。（ＡＰＰＬＥ社が有名な例

です）

こうしたイメージキャピタルを利用して、スタッフやボランティア、スポンサーのサポートを

使い、新しい商品を売り出したり、新しい戦略を打ち立てたりす るわけです。そして、その商品
や戦略によって、より強固な、もしくは、別の新しいイメージをまた作り出します。近代の企業

がお金を投資して、より多くのお 金を獲得するように、洗脳企業はイメージキャピタルを投資
して、より多くの、より良質のイメージを獲得するわけです。



イメージキャピタルに恵まれたＳＯＮＹ、ＡＰＰＬＥ

　イメージキャピタルを投資する、と言う表現は少しわかりにくいかもしれません。が、先ほど

のＳ.Ｄ.Ｌ.の例を思い出して下さい。
洗脳社会の企業の仕組みはこうです。

まず、その企業やグループを代表するキャラクターやイメージリーダーが存在します。たいてい

それは一人の人です。たまに、そういったキャラクターの組み合わせとして２〜３人のグループ

という場合もあります。

人々は、このイメージリーダーが持っているイメージを、グループ全体のものと考えますし、そ

のグループの活動は、そのイメージリーダーがやったこと、少なくとも指示を出したことと考え

ます。

そして、このイメージリーダーの価値観に賛同する人が、ボランティアスタッフとして集まるわ

けです。社員のように、かかりきりで働いてくれる人もいれば、自分がいる会社の自分の立場を

利用して、いろいろの物事を少しづつ融通してくれる程度の人もいます。

また、そのまわりにはサポーターとでも呼ぶべき「ファンとお客さんの間」みたいな人たちがい

ます。これはＪリーグのサポーターと考えてもらってもいいですが、もっとわかりやすいのは、

一昔前のＳＯＮＹ商品のユーザーです。

少し話は、ずれますが「イメージキャピタル」の良い例なので、説明します。

ＳＯＮＹの新製品が出ると必ず買うというお客さんがいました。もちろん必要かどうか、いい商

品かどうかは関係無しです。彼らは「ＳＯＮＹ」という会社のイメージに賛同し、そのイメージ

が欲しくて買うわけです。

都会的でハイセンス、最先端技術を駆使した若者のための、といったイメージです。と同時に、

彼らは彼らの好きなＳＯＮＹがよりＳＯＮＹらしくどんどん育 つように、それを支えるつもり
で買っているわけでもあります。ですから、彼らは非常に優秀でシビアで的確な製品チェックモ

ニターでもあったわけです。こう いった人たちはサポーターの鏡ですね
熱狂的なファンを持つＡＰＰＬＥ社も同じです。伝説に包まれた強烈なキャラクター「二人の

スティーブ」ことワガママ・ジョブズと菜食主義者・ウォズニアックが作った小さなコンピュ

ーター、アップル・は瞬く間に世界を変えました。当時のハッカーたちはこの会社を熱狂的に支

持し、不世出の天才ビル・アトキンソ ンや「砂糖水売りなんか辞めろ」と説得されてペプシ社副
社長を退任、ＡＰＰＬＥの社長に就任したジョン・スカリーなどが雲の上の神々として神話を作

り上げ ました。
これらの神々が「理想のコンピューターを創るために、巨人ＩＢＭに戦いを挑む」わけです。熱

心なアップル・ユーザーは「エヴァンジェリスト（伝道者）」と呼ばれた程です。

いまだにＡＰＰＬＥ社のユーザーは故障の多く、割高感の拭えないマッキントッシュ・コンピュ

ーターを嬉々として使っています。（ファンやＡＰＰＬＥの方、気を悪くされたら謝ります。私

自身もＡＰＰＬＥユーザーなんですが・・）

ＳＯＮＹやＡＰＰＬＥの最大の資産は、その技術力ではなく、そのイメージなのです。



イメージキャピタルの投資と回収

　さて、ずれた話しを元に戻して、このように企業は１〜３人のイメージリーダーとボランティ

アスタッフと、多くのサポーターによって成 り立つことになります。ボランティアスタッフや
サポーターの数は、当然その企業の洗脳力に大きく左右されます。イメージリーダーが一声かけ

れば何人のボラ ンティアスタッフがどれだけ働くか、何人のサポーターがどれだけ買ったり参加
したりするか、これがその企業のイメージキャピタルだ、とも言えます。

そして、その企業は活動するときは必ずそのイメージキャピタルを使います。つまりボランティ

アスタッフに働いてもらったり、サポーターに買ってもらった りするわけです。その結果、あま
り良い商品ができなかったり、良いイベントが打てなかったり、良い宣伝ができなかったりす

れば、当然イメージキャピタルは 減ってしまいます。
逆にうまくいけば、今まで以上にボランティア希望者は増え、サポーターも増えます。イメー

ジキャピタルは増大するわけです。また、今までのイメージと違 う活動をすれば、別の新しいボ
ランティアスタッフやサポーターがついたりもします。シェアの拡大による資本の増加です。

また、イメージキャピタルは現状維持では確実に目減りします。自分が一生懸命手伝っている

のに、相変わらずでは人は離れてしまうからです。そういう意味 では近代企業が何もしないと、
維持費でどんどん資本が減っていくのと同じです。洗脳企業も常に新しい活動を続け、拡大をめ

ざさなければならないわけです。



洗脳社会での消費行動

　これからの消費行動は、どんどんサポーター的要素が強くなっていくでしょう。つまり「物を

買う」「お金を払う」という行為が、自分の 欲しいものを手に入れるため、自分の望むサービス
を受けるためではなく、自分が賛同する企業やグループ・個人を応援するためと考えられること

が多くなる、 ということです。
ＳＯＮＹやＡＰＰＬＥのサポーターのような考え方をする人が増える、ともいえます。それは、

単純に人数の問題だけでなく、一人の人がサポーターとして使う金額も増えますし、一人の人が

サポートする企業数も増えます。

また、それぞれの人の気持ちの中でも、より自覚的・意図的に「○○を応援するため」「○○を

育てるため」と考えてお金の使い方を決めるようになります。 そういうサポーター的お金の使い
方が格好いいと考えられるようになり、逆に自分の物が欲しさにお金を使ったり、どこにサポー

トしていいか判らなかったりす ることは格好悪いことになります。また、いくつもの団体をサポ
ートしている、そのトータルコーディネイトもバランスが取れていなければなりません。どんな

時代でも「格好いいヤツ」になるのは大変ですね。



望まれる企業像

　現在さすがに企業の方でも、イメージが大切と言うことが身にしみてきたようで、ＣＩ戦略に

工夫を懲らすところも増えてきました。中に は売り上げの１％を森林保護団体に寄付したり、海
洋生物保護団体に寄付したり、といったことを打ち出してきています。イメージ戦略が大切とと

らえている点 でも、企業イメージをエコロジー方向にしようという点でもなかなかいい線いって
いるはずなのですが、こういった試みはいっこうに功を奏しません。

それは「売り上げの１％を寄付する『だけ』」という態度が敗因です。もちろん企業のお偉いさ

ん方にとっては「売り上げの１％「も」寄付する」という画期 的かつ大胆な発想です。が、残念
ながらそれは賢くてひねくれたイメージ消費者たちにとっては「なかなか気合いの入った宣伝費

ですね」としか考えてもらえな いのです。
それはたとえ社長が本気で森林保護に関心があって、日曜日にそのためのボランティア活動をや

ってたとしても同じことです。

また、売り上げの１％という金額がいかに巨額で、実際の森林保護団体の根幹を支えていてもダ

メなのです。そんな小手先ではなく、企業の活動自体が価値観 を体現していなくてはサポーター
はつきません。先ほどの例のようにエコロジーというカラーを打ち出すなら、企業の主な業種自

体がそういったエコロジーなも のを目指していなければ意味がないのです。
生活クラブという団体があります。ここは「体によい食べ物を食べよう」というのが価値観の中

心にしたサークルです。そのため、農家と直接交渉して、無農薬で野菜を作ってもらったり鶏を

放し飼いしてもらったりしています。

こういった団体の場合は、組合員と呼ばれる消費者の意識は完全にサポーター感覚です。他店と

見比べて安ければ買う、といったことは絶対にしません。牛や 鶏も農家の事情にあわせて一頭飼
いし、組合員同士で分けます。組合全体で余り気味な野菜は、お料理教室を開いてでもみんなで

工夫して食べます。

組合は組合員の（サポート）意識を高めるために会誌を出したり、各地域で定期的に会議を開い

たりもしています。組合員もそれに応えてスーパーより高かったり不便だったりすることに関し

て「農家を育てるため」という形で積極的に肯定しています。

こういった団体と、先ほどの「売り上げの１％を森林保護団体に寄付」している企業とを比べて

みれば、その差は歴然としています。だいたい「売り上げ の １％」といいますが、その売り上げ
というのは何の売り上げなのか。それはどんな作り方をしているのか。作ることによって地球に

どんな影響があるのか。わざわざそんなことを考えなくても、直感的にみんな判っちゃう場合が

多いのです。

「売り上げの１％」は、酔っぱらったお父さんが家族に買って帰るお寿司と同じです。そんなこ

とをしたおかげで、よけいやましさが際だってしまい、かえっ てみっともなく見えてしまうの
です。現在のような情報社会においては、こういったことが常にバレバレだと言わざるを得ま

せん。

これからの企業は、「なぜ」これをしなければならないのか、という価値観・世界観を明確に示



す必要があります。同時にその価値観・世界観に賛同する 人 は、こういう風に力を貸してくれ、
と具体的に提示する必要もあります。そして、力を貸してもらえたら今度は貸してくれた力によ

って何ができたのか、きちん と報告しなければなりません。
価値観の提示、具体的要求、成果の報告。

この３つがそろって初めてイメージキャピタルは増大します。消費者がサポーターになる、とは

このようなことなのです。



洗脳社会での政治

　政治や経済という本来合理的、民主的であるべきだと考えられているものも、もちろんこの原

則からは逃れられません。現在の政治が民主主義ではなくイメージ中心だという批判はよく聞か

れます。現にイメージキャピタルの大きい人は当選し、小さい人は落選しています。

所属政党も、政治家としてのキャリアや知識や能力もほとんど考慮されないことは、今回の青島

幸男、横山ノック両名の当選で白日の下に晒されてしまいました。オジサンたちも、民主主義の

衰弱ぶりを実感したことと思います。

オジサンたちには「今の若者は馬鹿で無責任なので、単純におもしろがって有名人に票を入れる

。嘆かわしいことだ」と考えている人が多いようです。が、こ れは近代民主主義の価値観に立っ
た一方的な批判です。「だいたい政治家なんて誰がなっても同じだから」なんていうバカ面若者

へのインタビューがオジサンた ちの神経をさらに逆撫でしようとも、これは正当な批判ではあり
ません。

一般の政治家にはイメージがほとんどなく、みんな同じように見えるのに対して、いわゆる有名

人はイメージがはっきりしているから票を入れることができる、というのが理由です。

私たちにとって自民党だの議員歴何年だの、もともとは政治畑で活躍だのというギョーカイ的

スペックはあまり意味を持ちません。そんなことを聞くくらいな らまだ「実は恐妻家だ」とか「
出身地が東北なのにコンプレックスを持っていて、絶対東北弁をしゃべらない」とかいった話の

方が、よほどその政治家を判った 気になります。判った気になって初めて「こいつに政治を任せ
てみよう」とか「こいつなら人畜無害なのでまあいいか」とか「こいつは政治家になったら私

利私 欲に走って賄賂を貰いまくりそうだ」とか判断するわけです。
今回の都知事選では政治家というのが十把一絡げで「今までの踏襲・官僚の言いなり」というマ

イナスイメージがあるのに対し、青山・横山両氏は「人畜無害だけど既製の利権に組み込まれて

いない」というイメージだったため、あのような結果になったのです。



有名人であるデメリット

　これからはますます有名人が政治家になるケースは増えていくでしょう。が、それは「とにか

く少しでも有名な方が選挙に有利」と言うこ とではありません。今そう見えるのは、政治家の有
名人含有率が低すぎるからです。そうではなくて「この人が政治家になったら、こんな事をしそ

うだ」といっ た強いイメージを持っている人がより選ばれやすい、ということです。
ここでもイメージキャピタルの原則は適用されます。政治家に対する評価の判断材料が外面的事

項から内面的事項に移行しつつあるということもできるでしょ う。逆に「単なる知名度を利用し
た立候補」は有名人である、という事実に対して逆効果として働きます。その人のキャラクター

と政治理念（つまり当選したら 何をやりそうか）がフィットしない人はせっかくの洗脳力がマイ
ナスに働いてしまいます。つまり「嫌われる」わけですね。

有名人、つまりもともとイメージキャピタルが大きい人が政治家になるケースが増える一方で、

普通の政治家のイメージキャピタルを増やす活動もますます盛 んになるでしょう。現在はまだま
だ選挙前にテレビにたくさん出ればいい、程度に考えている人が多いようです。が、単にテレビ

に出て政策を語ればいいという 問題ではありません。もちろん出ないよりはうんといいので
すが····。

政策ではなく、自分の人となりがいかにプラスイメージとして多くの人に提示できるか、という

高度に技術的、演出的問題となります。自分がいかに政治家と して魅力的かをうまく洗脳する必
要がある、ともいえます。今後は芸能界を中心として、いわゆる有名人が政治に大挙して進出す

るでしょう。高度に専門職化し て閉ざされていた政界は、いまようやく本当の意味で開かれ、自
由洗脳競争が開始されつつある、といえます。



「政治の意味」の減少

　政治がそんな風になってしまったら、世の中が乱れて大変なことになってしまうのではないか

、と心配される方も多いでしょう。少なくと も、政治家という政治家が有名人ばかりになって
しまったら、さすがにまずいんじゃないのかなと言う漠然とした不安は持っている方がほとんど

ではないでしょ うか。
が、そんな心配は必要ありません。もちろん、有名人含有率が多くなればなるほど、政治力があ

りそうな人が選ばれるようになるとか、政治的キャリアが希少 価値になるといった、みんなのバ
ランス感覚によって思ったほどの状況にまではいたらないと言うこともあります。

けれども、なによりも重要なことは「政治」というものの意味・関係全体が薄くなって、政治が

どうなろうと私たちの幸せにほとんど影響がなくなるから、という点です。このため、私は自信

を持って「心配はない」といえるのです。

政治というものの意味・関係全体が薄くなるとはどういうことでしょうか。

たとえば、六十年前の人々、つまり昭和十年の世界を生きている人がもし六十年後の現在へタイ

ムスリップしてきたら、真っ先に聞きたいことは何でしょう か？「どの国が勝ったのか？世界を
制したのか？日本の領土はどうなったか？」ということでしょう。世界とは軍事であり、国境の

ことだったのです。

では三十年前ならどうでしょうか。「安保はどうなったか。東西対立はどうなったか。月の開発

はどうなったか」ということでしょうか。つまり、世界とは政治だったのです。

さて、では現在の人が３０年後、６０年後にタイムスリップしたら真っ先に聞くことは何でしょ

うか。「どの企業が生き残るのか。どんな商売が当たるの か」 と言うことでしょう。つまり今、
世界とは経済のことなのです。そしてもちろん、この考え方も変わりつつあります。しかも、現

在のパラダイムシフトの中で今 までとは全く違う方向性へ転換しています。しかしその行き着く
先が「政治」、というデータはあまりありません。

３０年後の人々がもっと未来の人々に聞きたいことは、何に変わっているでしょうか。おそら

く「今どんな文化、どんなキャラが世界で当たっているか」と言うことだと思います。

文化戦争、文化侵略という言葉を、最近よく耳にされると思います。日本のアニメーションがア

メリカで大変受けていて、「ジャパニメーション」という文化 として認知されています。アメリ
カだけでなく、東南アジアでも、最近はヨーロッパですらジャパニメーションは目を見張る侵略

ぶりのようです。

ファミコンゲームも同様です。国によっては、それを文化侵略として規制を厳しくしているとこ

ろもあります。それでも日本は各国の行政指導や規制に合うように器用に作品を切ったり継いだ

りして、輸出は伸びる一方です。

これを経済からみて、有望なる輸出産業、と捉えるだけでは不十分です。文化侵略として規制し

ている側も、保護貿易的な政策以上の強いものがありますし、 実際その心配は当たっています。
日本人が作ったジャパニメーションやゲームには当然日本人的センス・価値観・世界観がふんだ

んに入っています。それを小さ い頃から見続けるのですから、これほど有効な洗脳方法は他にな



いというくらいです。



洗脳国境

　アメリカでは、日本にあこがれて日本語の勉強をする人が増えています。日本語の入ったＴシ

ャツを着たり、日本のマンガを原語で読むの がステイタスになったりしています。昔、私たちが
アメリカのテレビ番組やハリウッド映画を見てアメリカ文化に憧れたのと同じような現象が各国

で起きている のです。
国境や土地、お金といった「モノ」で世界をみる時代は、何度も述べたように終わりを告げつつ

あります。私は、３０年後の世界地図では「ジャパニメーショ ン圏」「ハリウッド映画圏」「日
本のゲーム圏」といった色分けがなされているのでは、と考えています。もちろん、この色分け

は重なることも多く、複雑では ありますが。
Ｓ.Ｄ.Ｌ.のような巨大な洗脳力を持った団体がいくつもしのぎを削る時代、これがこれからやって
くる自由洗脳社会です。

この傾向はマルチメディアが発達して、誰もが情報発信源としてより多くの人に語りかけるチャ

ンスが増えるにつれて、どんどん進行するでしょう。そして最終的にはマスメディアに独占され

ていた洗脳行為は、一般に開放されるのです。

つまり、あなたを含め誰もが巨大な洗脳力を持つ存在になるチャンスをもてる時代がくるのです

。そのときには、大企業から中小企業・個人商店がひしめき 合っている現代のように、Ｓ.Ｄ.Ｌ.
のような巨大な洗脳力を持つ巨大団体から、中小のアマチュア団体・個人発信者まで様々なグル

ープや個人がひしめき合 い、競合する、自由洗脳競争社会が形成されるのです。
では次章では、そんな洗脳社会での個人の振る舞い、価値観の変化について説明します。



洗脳社会のキーワード

　第三章では、これからやってくる社会が「自由洗脳競争社会」であることを説明しました。で

は「自由洗脳競争社会」とは、具体的にどんな住み心地の社会なのでしょうか。

この章では「自由洗脳競争社会」の中で個人個人が幸福に生きる、とはどういう事かを中心に考

えていきたいと思います。最初にこの章で述べることの結論だけを列記します。

○洗脳社会での「個人の振る舞い」には特徴が三つある。

1. 他人を、その価値観で判断するということ。
2. 価値観を共有する者同士がグループを形成するということ。
3. 個人の中で複数の価値観をコーディネートするということ。
○また、そういった振る舞いの動機になっているのが、第一章でも説明した「自分の気持ちが一

番大事、という価値観」であるということ。

○現在進行中の社会変化では「家族」「就職」「規則正しい生活」といった決まり事が失われ、

人間関係の自由がさらに推進される。そしてそれらのことは二度と元に戻らない「引き返せな

い楔」である、ということ。

では他人を、その価値観で判断するとはどう言ったことでしょうか？



人を「中身で判断する」とは

　私が以前経営していた会社では、人間を学歴や地位、外見ではなく「その人のセンスや趣味、

価値観」で判断していました。一見、立派そうに見えますね。では、その実態を説明してみまし

ょう。

私の会社はアニメーションの製作会社でしたので、入社してくる人はおおむねそういった方面に

興味のある人でした。新入社員であろうとバイトであろうとお客であろうと、新しい人が会社

に入ってくると、回りから一斉に「何が好きか？」を聞かれます。

アニメかマンガか特撮かＳＦ小説か、から始まって、アニメならどんなジャンルのアニメか、誰

が監督のアニメか、といった詳しいことや、自分でマンガやイ ラストは描くのか、プラモデルは
つくるのか、コミケというマンガ同人誌即売会にいくのか、といった活動まで根ほり葉ほり聞か

れます。もちろんその質問の中 には、実際どのくらい詳しいかというテスト的要素も含まれてい
ます。

そうして社員たちは、「今度来たヤツは美少女系のマンガをホームベースにして、アイドルから

パソゲー（パソコンゲーム）、アニメまで守備範囲は広い ぞ」 とか「東欧系の海外ＳＦばっかり
読んでるガチガチのＳＦ野郎だ」とか位置づけて、まずは安心します。この時点で誰とは話が合

いそうだ、とか情報交換できそ うだ、ということがわかるからです。
また、たまたまそういった方面に全く興味のない人が入ってきてしまうと、その人がゴルフやテ

ニスがどんなに好きでも、麻雀ができなくても、お酒が飲めなくても、少々の金持ちでも、十把

一からげで「普通の人」と分類されてしまいます。

こういう訳で「中身で分類する」というのは「外見で分類する」のに比べて、特に立派なことと

言うわけではありません。その人の出身地や学歴、年齢、配偶者の有無、持ち家や車の有無で分

類するのと同様、その人の人柄や本質をみようとしてはいないからです。

「結婚していて子どももあり、家を持っている人だから信用できる」というのと同様「翻訳ＳＦ

三千冊読んでるから信用できる」という、別の意味で他人をステロタイプに当てはめる考え方な

のです。

ちなみに、私の会社内でも、彼女がいるか、とかその人の実家が金持ちか、とか出身地がどこか

、という「普通のこと」も話題にはなります。が、たとえ ば彼 女がいるとわかった場合は、次に
必ず聞かれるのはその彼女は「普通の人か、アニメファンか」といったことです。実家が金持ち

というのも「小遣いが多くて新 しいパソコンがどんどん買える」とか「無理に就職しなくても親
のコネでなんとでもなるから、サークル活動に割く時間がいっぱいある」という風に翻訳され

ます。

「変な人たちだなぁ」と思われるかもしれません。つまり価値観や世界観が違う、というのはこ

ういう事なのです。

今、適齢期の人たちに「結婚相手の条件は？」と聞くと必ず返ってくる「価値観の同じ人」とい

うのも、これと同じです。「スキューバが好き」だけなら、単 なる趣味の一致です。しかし「有
給を一日でも多く取ってスキューバに行く」なら、「人生は趣味のためにある」という価値観が



一致しているわけですね。



価値観で判断される個人

　自由経済社会では、他人をその人の持っている「モノ」で測りました。

たとえば「一戸建てを持っている」とか「三五歳になってもまだ社宅に住んでいる」「別荘が

ある」「ベンツに乗っている」「家にクーラーもカラーテレビも ない」「貯金が三千万ある」「
家は二五坪で２ＬＤＫだ」といった評価です。当然自分自身についても「五百万貯金があって、

もうすぐ一戸建て購入予定のサラ リーマン」という風に考えます。
これと同様、自由洗脳社会ではどの価値観や世界観を選んでいるかで他人を測ります。

「子どもの早期教育にすごく熱心だ」とか「犬を飼っていて、ものすごくかわいがっている」「

無農薬野菜を共同購入している」「ＵＦＯマニアで、いつも変 な本を持って歩いている」「ろう
けつ染めとウクレレと中国語とヨガのカルチャーセンターを掛け持ちしている」といった感じ

です。「モノ不足」の時代ですか ら、その人の外見ではなく中身で分類しようとする方向へ向か
うわけですね。

さて、私は「どんな価値観を選ぶか」と言いました。「どんな価値観を持っているか」とは言い

ませんでした。それは洗脳社会において、価値観とは自分独自のものを持ったりするのではなく

消費者として選ぶからだ、と考えているからです。

「自由経済社会」において、大多数の人は消費者です。これと同様「自由洗脳社会」においては

大多数の人は被洗脳者、つまりイメージ消費者なのです。です から、洗脳社会といっても、別に
誰かに一方的に洗脳され続ける恐ろしい社会と言うわけでありません。自由経済社会が誰かに一

方的に買わされ続けているわけ ではないのと同じ事です。我々が生産者側に回れるのと同じく、
その人がやりたければ洗脳者側にも回れるのです。

ここまでをまとめてみます。

自由経済社会においては、何を買うかが最大の関心事でした。これと同様、自由洗脳社会では、

豊富にある価値観や世界観、つまりイメージからなにを選ぶかと いうのが最大関心事になります
。そして人々はお互い、どんなイメージを選んだかで相手を値踏みするわけですね。そして、同

じ価値観を持つ者同士がグループ を作り出します。



価値観共有グループ

　朝や夕方、公園で行われている犬の飼い主同士の集会をご存じでしょうか。彼ら、彼女らはお

互いの名前を知りません。が、お互いの犬の名は知っていて「ジョンのパパ」とか「ハウザーの

ママ」とか呼び合って話をします。もちろん自分の犬の話です。

自慢話もあれば心配事もあります。虫歯や病気からペットフードの善し悪し、予防注射の話まで

、情報交換も盛んです。大型犬派、小型犬派、ペットフード 派、手作り派、室内かわいがり派、
外で放し飼い派、などなどいろんな好みによって、さらに小さなサークルを形成しています。が

、そこで共通しているのは 「世界はペットのためにある」といわんがばかりの勢いです。
ここではペットに関するあらゆる事が話されますし、ペット以外のことはほとんど話されません

。別に彼らの人生がペット一筋なのではもちろんありませ ん。 実生活では仕事があったり家族
があったり、他の趣味があったりの当たり前の人たちです。ただ、彼らは「仕事や家族と同じく

らい大切なペットの話を一番楽し くできる仲間が、その公園にはいる」ということを知っている
だけなのです。会社の同僚やペット好きでない家族には、ポチが叱られたときどんな風に拗ね

るの か聞きたい人が一人もいないことを知っているだけなのです。
こういった特殊な価値観や世界観を共有するためのグループは、徐々に増えつつあります。

エコロジー運動をしている人たちのグループでは、世界のあらゆる要素・出来事は「地球に優し

いかどうか」で判断されます。世界中のあらゆる企業も政治家もタレントも、エコロジー運動に

協力的かどうかが最重要ポイントになるわけです。

わが子を有名小学校へ入学させようとしているお母さんたちの集まりでは、もちろん世界は「お

受験」一色です。たった六歳にして人生の全ては決まってしまうかのような勢いなのです。

また自然食を中心とした、自然健康法派閥の人たちも有名です。季節の野菜を中心とした食事の

材料は、もちろん無農薬野菜。ジャンクフードや炭酸飲料なん てもっての外です。そんな人たち
のオピニオン・リーダーは、「料理でも砂糖は使うな」とお母さんたちをアジる小児科の先生

です。とにかく健康なら死んでも 本望という勢いですね。



ネチケット

　三章で紹介したパソコン通信は、こういった価値観・世界観の見本市ともいえます。パソコン

通信は（通常）フォーラムというテーマごと のたくさんの部屋に分かれていることはもう書きま
した。日本の最大ネットＮＩＦＴＹのフォーラム数は約八百、そのフォーラムの中がそれぞれ10
〜２０の会 議室に分かれています。
パソコン通信する人は、まずＮＩＦＴＹに電話をかけて（アクセスすると言います）繋がると、

どのフォーラムを選ぶかを指示します。するとそのフォーラム の会議室のリストが表示され、ど
れにするかまた選びます。するとようやく実際に読んだり書いたりできる状態となります。

それぞれのフォーラムには、それぞれそのテーマに興味を持つ人たちばかりが集まります。例え

ばアニメフォーラムは、アニメが好きという人たちばかり が集 まります。アニメといってもいろ
いろあるので、その中が様々な会議室に分かれているわけですね。ジャンルごとのみでなく人気

アニメなら会議室をまるまる１ 個もらえます。また、アニメの声優の人の話のみの会議室もあり
ます。なつかしアニメというのもあります。

ここでは、アニメのあらゆることが話されます。しかも、あらかじめ自主的に自分の書きたいこ

とがどの会議室にふさわしいかも判断して書き込まれているの で、見事に分類されています。
間違っている場合は、他の人が注意してくれます。注意された人は、自分の失礼をわび、しかる

べき会議室へ移ってから改めてそ の話題を始めます。
今いる会議室の人たちの方が気が合うから、といった理由でだらだらとそこでなにもかも書いて

しまう、ということは決してありません。そのルールがい かに 厳密に、大切に守られているかは
、各フォーラムごとにたいてい一つ、フリートーク専用の会議室がわざわざ設けられていること

からも判ります。

フリートークの部屋以外では、各会議室のテーマに無関係なことを話すのはエチケット違反なの

です。フリートークの部屋ですら、そのフォーラムに何らかの関連がある話題が大半を占めてい

ます。

もっと大きな特徴は、それぞれのフォーラムのテーマ、会議室のテーマの根本的否定が許されな

い点です。こちらの方はエチケットどころか、重大なマナー違 反となります。たとえば、アニ
メフォーラムで「今のアニメはダメだ。昔のアニメはよかったのに」といった話題はＯＫです。

けれど「アニメなんて、もともとくだらない。百害あって一利なし。アニメ好きのオタクなんか

軍隊で叩き直せ」という意見を明治生まれのおじいさんが書き 込んだとします。これに対し、皆
がよってたかってアニメのすばらしさ、自分の人生にとってのアニメの重要性を話すと言うこと

はありえません。そうではなく て、そういう方はこのフォーラムにはふさわしくないと言うこと
で丁重にお引きとり願うわけです。もうちょっと親切に、健康・教育といったフォーラムをご紹

介するかもしれません。

このようなネットワーク・エチケット、「ネチケット」は大変大切に守られています。

こういったことは、会議室単位でもあります。例えば今人気のテレビアニメ「魔法陣グルグル」

の会議室。これに対する様々な批判はいっぱい書かれています。



曰く「展開が遅い」「先週の作画は荒い」。

しかし、「あんなふざけたアニメのどこがいいか全くわからない」という全面否定の意見は許容

されません。そういう場合、友好的な彼らは「自分たちの好き なものを批判されるのはつらい
」「好きという気持ちをみんなもっと大切にしてあげよう」と口々に発表しあって、否定者をゆ

っくりと圏外へ追い出してしまい ます。このことからも明らかなように、フォーラムや会議室と
いうのは、価値観・世界観を同じくするグループなのです。



２次文化集団

　同人誌即売会においても、パソコン通信ほどではありませんが、同じような要素が見つけられ

ます。殆どの同人誌は「自分はこんなマンガが好き」「こんなアニメが好き」「こんなイラスト

が好き」という価値観を中心に作られています。

オリジナリティがなくてもストーリーのつじつまが合わなくても大丈夫なのです。プロでは絶対

必要な、こういう要素よりも、先ほどの「好きだという気持ち」が優先されるわけです。

「好き」を自分自身や自分のグループ内で確認するために描くという意味あいも強いのです。買

う側も、描き手の「好き」と自分の「好き」が重なる部分があ るものを探します。この作業は、
フォーラムや会議室を選ぶのと同じような作業です。ただし、こちらの方は、より微妙で繊細な

価値観の差を探すことになりま す。
これからの洗脳社会では、会社であれ他のグループであれ、そこ独特のこういった価値観や世界

観を持つようになるでしょう。そういった特殊な価値観を 共有 できる仲間を求めて、それぞれの
人はグループを作るようになる、ともいえます。（先ほどの私の会社は時代の先端の例です。当

時は「オタク族」と呼ばれたり しました。が、現在こういった現象は特別珍しいことではありま
せん）

そして人々は、個人の中で複数の価値観を共存・コーディネートして、複数のグループに所属す

ることになります。このような集団をトフラーは「二次文化集 団」と名付けました。また心理学
者のＣ・トールは「個々の人々は共通の関心やサブ・グループの一員としての関係をもとにして

親しい「親友型」の関係を身に つけるようになるだろう」とも言っています。



価値観並立の訓練

　今の若者たちや子どもたちは、いくつもの価値観を持つ訓練を受けています。

学校、いくつもの塾、お稽古ごと、クラブ、ボーイスカウトのような活動。時間ごとに区切られ

たグループはそれぞれ価値観が違います。学校は先生の言うこ とを聞くところ、塾は勉強のでき
る子が偉いところ、英会話教室は積極的に話す子が良いところ、絵画教室は人と違うことをする

のがよいところ、ボーイスカウ トは人に親切にするのがよいところ、等々。
そのグループの中での立場も様々です。学校では目立たない子、塾では中の上の成績、水泳は結

構得意、英会話教室はこの前入ったところなのでまだま だ、と いった感じです。「近頃の子ど
もは、友達と遊ぶといってもファミコンをしていたり、一緒にテレビを見ているだけで一緒に遊

んでいるという感じがしない」な どとよく言われます。が、彼らにしてみれば一緒に遊ぶという
漠然としたことなど逆にできないのです。「一緒に遊ぶ」だけでは共通の価値観が見つけだせ

ない からです。
その点ファミコン仲間なら大丈夫です。ファミコンがうまい子が偉い。負けるとすぐ投げやりに

なるのはダメなヤツ。新しいソフトをどんどん貸してくれるの はいいヤツです。ファミコンが好
きな子はそのグループに入って、そこで心ゆくまでファミコンを楽しめばいいし、嫌いな子はそ

のグループに入らなければいい だけです。
友達だからやりたくない遊びにもつきあう、という発想は希薄になりました。

だいたい「親友」といったオールマイティの友達を求めたりできる環境ではなかったのです。塾

やお稽古ごとで分断されている生活では、気に入った友達と ずっと同じ時間を過ごすこと自体不
可能です。毎日近所で日が暮れるまで好きな子と遊んでいた頃とは、人間関係や精神構造が違っ

てしまうのは当然ですね。

こうして子どもたちは、小さい頃から多種の環境に放り出されます。

彼らは　環境毎の価値観（勉強、運動能力、芸術的才能等）を持つことになり、その環境毎に自

分のステイタスが決定され、他人に対する接し方も変わります。こっちのサークルではリーダー

だが、別のサークルでは目立たない奴、といった具合でしょうか。

価値観と他人への接し方が複数、個人の中で共存している。つまり人格がやや、分裂しているわ

けですね。「人並みに豊かにならなければ」という強迫概念が日本の現代病とするならば、多重

人格は来るべき社会の現代病と言えるでしょう。

現在、この傾向はどんどん加速されています。その原因は、子どもたちの母親が既にそういった

世代になりつつあり、無意識のうちに子供たちを訓練していることです。

母親たちは、自分自身の時間を、家事・育児・パート・自分のカルチャーセンター・子どもの習

い事につきあう時間・母親同士のおしゃべりの時間、等々に分 断しています。子どもたちは、小
さい頃からそういった母親たちによって様々な環境に連れ回されます。その環境やグループの価

値観をすばやくキャッチして、 その場に応じた行動をとれる子どもがよい子なのです。
また、同時に子どもたちは小さい頃から、ある程度そういった環境やグループに対する選択権が

認められています。子どもがいやがるから、と習い事をやめた り、別の教室にすることは普通の



ことです。同じ水泳教室でも、今いっているところはスパルタ式で子どもがいやがるから、別の

遊び中心のところへ変えようと 考えたりします。
このようにして子供たちはいくつもの複数の価値観を合わせ持つように訓練を積みつつあります

。彼らはさらに、自分の時間を自分の気持ちに合わせて、絶妙のバランスでコーディネイトでき

るようになっていくわけです。



非就職型社会

　ついさっき見たＴＶで、筑紫哲也が「女子大生の就職状況は今超氷河時代だ」と言っていま

した。中高年のリストラという名の解雇も問題になっています。

一昨年の年末、私は吉祥寺の駅前で親子連れのホームレスを目撃しました。小学校三年ぐらいの

子供は「ドラえもん」などのマンガ単行本を地面で売っていました。

私は大学の他に美術系専門学校やコンピューターゲーム学校の学生たちともつき合いがあります

。彼らのいずれもが「就職」という事に関して否定的です。就職に関して悲観的、ではないの

です。出来れば就職せずに暮らせればなぁ、と彼らは思っているのです。

景気の回復に関しては、もう楽観的に語る人はいなくなりました。一つの国の繁栄とは、他国か

らの搾取の結果である、と知ってしまった私たちは、もう 経済 的繁栄に何も期待していません。
おそらくこの国では「慢性的な失業」がきわめて当たり前なこととなるでしょう。労働時間の調

整はますます進み、週休三日も そう遠い話ではないはずです。
生涯を一つの企業で働く、ということが特殊になり、休日や余った時間は他の団体で過ごすこと

が当たり前になるのでしょう。つまり子供たちと同じく、ビジ ネスマンも「それぞれが独自の価
値観を持つ、複数の組織」に所属せざるを得なくなるのです。　それらの組織は営利団体とは限

りません。ボランティア人口の 増大は現在でも話題になっていますし、フリーマーケットはこの
数年、倍々ゲームで増え続けています。

環境の変化は人間の認識に変化をもたらします。今現在も我々は、多種多様な価値観と共存しな

がら暮らしています。最近話題になったカルト教団問題に して も、これからはますますああいっ
た問題が増えてくるでしょう。私たちはこのように、否応なく「洗脳社会」への準備を進めてい

るわけです。



ＴＰＯで使い分ける価値観

　では私たちは「それぞれが独自の価値観を持つ、複数の組織」といかに付き合うことになるの

でしょうか？

こういった特殊な価値観のグループは、それぞれが無関係に「独立して存在している」というわ

けではありません。何度も説明したように、実際には一人の人 がいくつも掛け持ちしているの
です。一つの価値体系はそれなりに完成したモノなので、掛け持ちするという事は、矛盾した価

値観を合わせ持つ、ということに なります。
たとえば「正しいアニメファン」は、ペットなんか飼うべきではありません。そんな暇や手間や

お金があったら、アニメにつぎ込むべきでしょう。もちろん麻雀もお酒もグルメもおしゃれも、

よくありません。

また「正しい自然健康派」は都会に住んでもいけないし、家にテレビもファミコンもあってはい

けません。脂肪過多の学校給食も感心しませんし、座学中心の 学校教育システム自体よくないに
きまってます。自然派にとっての教育は「晴耕雨読」しかあり得ないのです。軟弱にも、家畜で

はなくペットなんか飼っている としたら、もちろんキャットフードなんてやってはいけません。
こう考えるとわかるとおり、基本的に一つの価値観は他の価値観を許容しません。そのため本来

は一つだけの価値観で人生のあらゆる事柄を決め、統一す るべ きなのですが、実際問題として、
それでは人生があまりにも幸せとかけ離れたものになってしまいます。自分が大変な変人になっ

てしまい、ふつうの社会生活す ら難しくなっていきます。アニメファンでもおいしい物は食べた
いし、エコロジストでもＴＶで野球を見ながらビールを飲みたいのは当たり前です。

そんなわけで、ほとんどの人は、場合場合によっていくつかの価値観、世界観を使い分けてい

ます。つまり、矛盾した複数の価値観を同時に持たざるを得 な い、ともいえます。これから社会
の自由洗脳競争が進むにつれて、こうした価値観、世界観の種類はどんどん増え、細分化してい

くことになります。というの も、高度情報化社会の正体は、一つの事実を様々な価値観でとらえ
てみせるという事だからです。つまり情報があふれている状況、というのは価値観があふれて い
る状況だともいえます。

第三章で私は高度情報社会・マルチメディア社会の本質を「情報ではなく、情報に対する解釈で

溢れる社会」と決めつけました。今世紀中盤を「物余り、人手 不足の社会」と定義するならば、
来るべき世界は「情報（に対する解釈）余り、資源（環境）不足の社会」なのです。

言うまでもなく「情報に対しての解釈」とは価値観・世界観を意味します。「油まみれのウミ

ドリ」や「第７サティアンに入る機動隊とカナリア」に関して、 私たちは「どういう意味か」ば
かりを求めました。マルチメディア社会の正体とは、豊富な情報ネットで莫大な量の価値観・世

界観が流通する世界なのです。



分割される個人

　これからは価値観の増加につれて、一つの価値観を共有するグループがいくつも生まれてき

ます。それは犬の散歩仲間だったり、カルチャーセンター仲間だったり、ある団体のボランティ

アスタッフの仲間だったり様々です。

パソコンネットの発達によって、ネット上のサークルという形を取る場合も多いでしょう。ネッ

トで知り合った人同士、たまにどこかで待ち合わせて実際に話す事もあるでしょう。

逆にかつてボランティア仲間だった人たちが、ネット上で交流を続けたり、ということもあると

思います。どんな形を取るにせよ、一つのグループが一つの価 値観やセンスを共有するためのも
のであることに変わりありません。そのグループ内でしか通じない話、そのグループ内でしかで

きない話をする、というのがグ ループの目的となり、暗黙の了解となるでしょう。
そういった価値観を複数持ち、そういったグループに複数所属することがこれからの生活スタイ

ルの基本形です。

そうなると人生の大きなポイントは、「どんな」価値観を「どれくらいづつ」生活の中に取り入

れるか、「どんな」グループに「どの程度の深さ」で所属するかになります。

パソコン通信を利用する人は、ふつう複数のフォーラムを選択します。しかも、フォーラムを選

択するごとに自分でハンドル名という呼び名を登録するこ とに なっています。すべての書き込
みは、このハンドル名でなされます。つまり、他人からみれば自分という人間はハンドル名の数

だけ存在することになるわけで す。
当然フォーラムごとに違う名前で呼ばれるわけですし、各フォーラムごとに価値観も立場も違い

ます。こうなると自分の中にハンドル名の数だけの自分が存在していて、その総体が自分である

、という混乱した状態になります。

ちなみにＮＩＦＴＹでは、入会するとすぐ各自にＩＤという無味乾燥の記号が発行されます。こ

のＩＤだけは、どのフォーラムにいっても共通で、ハンド ル名 の後に明記することになってい
ます。従ってＡというフォーラムのハンドル名大猫さんと、Ｂというフォーラムのハンドル名コ

グマさんが同一人物かどうかは、 ＩＤを照合すれば判断できます。が、普通はそんな面倒なこと
はしません。

自分が所属しているＡというフォーラムの常連１０人が他のどのフォーラムに顔を出しているか

を確認しようとすると、結構面倒な作業量となります。仮に同一人物だとわかっても、それだけ

で結局その人が何歳かも、男性か女性かすら判らない場合が多いのです。

パソコン通信の黎明期には、カタカナしか使えなかった時代がありました。そんな時代のリアル

タイム会議で「定年前の男性の愛人問題を、小学校の男の子が 相談にのった」という伝説があり
ます。本当かどうかは知りませんが、パソコン通信の特性を知っている者には妙にリアルに聞こ

える話です。

ネット上では肉体的・社会的制約から完全に解放され、純粋に精神的存在たりえる、ともいえ

ます。そうした純粋に精神的存在である自分を分割して各フォーラムへ振り分けるわけです。



洗脳社会での「自分」

　自分自身に関する捉え方も、そういった複数の価値観を合わせ持つものの総体として把握し

ます。つまり自分という人間を以下のように認識するわけです。

「えーと、Ｓ.Ｄ.Ｌ.のボランティアスタッフとして結構がんばっている。アニメ研究会の会長で、
夏冬のコミックマーケットには同人誌を出版している。 猫を２匹飼ってて、『吉祥寺猫の会』の
新入りメンバーだ。アウトドア歴は結構長いぞ。メンバー達とログハウスを共同購入していて、

そこで月に一回、運営の 例会があるけど、この頃は面倒でさぼっている。コンピューターネット
では映像系、ペット系、アウトドア系は一通り押さえているし、環境破壊の会議室では副 議長
もやっている」

また、複数の価値観といっても、それぞれに対してそれなりに賛同していなければなりませんし

、まったくメチャクチャでいいと言うわけでもありません。

それは自分の部屋のインテリアを考えたり、カラーコーディネイトするようなものです。「基本

はナチュラルカラー、アーリーアメリカンのテイストを少しい れて」とか「モノトーンを基本に
テクノな感じ、ポイントは銀で」といったコーディネイトが大切なわけです。何もかも白だけの

部屋では落ちつかないのと同 様、たった一つの価値観ではやっていけないわけですね。
自分の部屋は空間をコーディネイトすることですが、自分の人生は時間をコーディネイトするこ

とです。どんな集団・組織にどれぐらい深く参加しているか、それ全体のバランスが自分だ、と

いうことになります。

犬の散歩の時は自分の犬の話をし、他人の犬の話を聞き、愛情の深さや細かさを競います。こ

の「犬が好き」という価値観を一つの色に例えましょう。ペットとの時間が赤とすると、アウト

ドア友の会との時間は黄色です。

この二つは並べてみると全然違う価値観を持っていて、そのグループ内でも全然違う立場や地位

、役割を担っています。一つの集団・組織毎に立場や世界観が違うわけですから、どうしてもこ

の人は多重人格じみてしまいます。

多重人格が現代病になってしまう、と言ったのはこういうわけです。近頃「多重人格もの」の小

説が流行る原因も、ここにあるのではないかと私は考えています。

「多重人格」が現代病になる、というのはそんなに悪いことなのでしょうか？私は「一人一人の

自我が確立している」という、私たちの社会の大前提に比べるとそんなに悪いことのような気が

しません。



狂っている「パパラギ」

　二十世紀のはじめ、西サモアからツイアビという名の酋長がヨーロッパを訪れ、産業文明に出

会いました。彼の驚きは『パパラギ』という本の中に書かれています。ツイアビは彼の仲間たち

に「パパラギたち（白人のこと）は、気が狂っている」と何度も繰り返しました。

パパラギたちは石の箱の隙間（ビル）に住み、丸い金属と重たい紙（貨幣）を尊び、束になった

紙（新聞）に書いてある知識で頭を一杯にする。パパラギたちは、考えるという重い病気にかか

っているのだ。

あるいはそうなのかもしれません。私たちは、気が狂っているのでしょう。こんな本を書いたり

、読んだりすること自体が、ツイアビの言う「考えるという重 い病気」なのでしょう。その考え
るという病気の中でも、最悪のものが「私とは何だろう」という答えのない悩みです。

近代的自我、という言葉があります。「神様なんか本当はいないんだ。自分たちの生き方は自分

で考えるしかないんだ」という近代になってから主流になった考え方です。

私たちの世界でも、他人の言うことにすぐ影響されたり自分で物事を決められなかったりする人

は「自我が確立していない」と責められます。自我とは他人からの拝借でない価値観をはっき

り持っていること、だとも言えるでしょう。

さて民主主義とは「自分の利益が何か、自分自身が一番知っている。だから自分の利益の代表を

一人選んで、投票することが出来る」が前提です。資本主義や 自由市場も「みんなが自分の利益
が何かちゃんと判っていて、それに向かって邁進する」事を前提としています。

自分のやりたいことがはっきり判っている、すなわち自分の価値観が確立していると言うこと

です。近代の社会が「一人一人の自我の確立」を前提にしている とはこういう意味なのです。と
ころがこの「近代的自我」という奴が、ツイアビの言う「考えるという重い病気」の典型例なん

ですね。「近代的自我」は私たち にいつも、こう囁きます。
『自分のやるべき事を、全部自分で判断しなくてはならない。それが自分の利益に繋がる。だか

ら君が現状に満足していないとするならば、それは誰のせいで もなく君の責任なのだ。君が「近
代的自我」を確立していないから、自分のやるべき事が判断できないのだ。だからもっと考えな

くちゃいけない。もっともっと いろんな事を勉強して新聞を読んで本を読んで考えなきゃいけ
ない』

私たちは知らず知らずの内に、こんな事を教え込まれています。たしかにこれじゃツイアビたち

に「考えるという重い病気」と言われるはずです。



「近代的自我」という呪縛からの解放

　洗脳社会での「自我の在り方」は、こういったシンドさを軽減してくれます。今までの価値観

からみれば「その場その場で価値観が変わる、いい加減な奴」であり「自分の意見がない奴」ば

かりが目に付くことになるでしょう。

現に「今の若者は、テレビで聞いてきたようなことしか言わない。つっこんで話して、そのとき

は納得した顔をしても、別のところへ行くとまた違うことをいっている。彼らには自分の意見が

ないのか！」という批判がよく聞かれます。

でも、たった一つの価値観で人生を統一することは、実は不可能なのです。さっきも説明したよ

うに、現代では「今、自分がいる場所」によって自分の価値観や人格が変わらざるを得ません。

「近代的自我」とは、決して実現することのない絵に描いたモチだったんですね。

「自分の意見を持て」といっているオジサンたちにしても、自分なりの一つの価値観で人生を

ビシッと統一している人など一人もいません。「自分はこうある べきだ」という気持ちと「でも
こうなってしまった」という後悔の間をいったり来たりしている、というのが本当の所でしょう

。すると「じゃあ本当の自分とは 何なんだ」という答えのない疑問が又、始まるだけです。だか
らオジサンたちはいつも難しい顔をしているのです。

こんなに価値観があふれている現在では、「自我の確立」なんかをしようとしたら大変なことに

なります。

「自分がどうあるべきか決めなくちゃいけない。よくわからないけど、とりあえず決めてみる。

決めてもそうはなれない。そうなるようにがんばらなくちゃいけ ないのか、こうあるべき自分を
決めなおさなきゃいけないのかわからない。わからないけどこうあるべき自分だけは決めな

くちゃ。自分の意見は持たなくちゃ」

これでは、自分はダメ人間と思う以外道はありません。不幸への道まっしぐらです。「自分の意

見を持たなくちゃ」という考え方から解放されさえしたら、こんな悩みはなくなるのです。

三つ子の魂１００まで、でオジサンたちは「自分の考えを持たなくちゃ」という強固な思いこみ

が捨てられません。ですからおじさんたちは、価値観が多 様化 してきている現代になじめず、眉
をひそめます。そして、会社に行こうが遊びに行こうが犬の散歩に行こうが、お構いなしに自分

の意見を述べて浮いてしまいま す。「自分の意見、自分らしさ」というたった一つの色しか持っ
ていないからです。

これからの洗脳社会で幸せに生きていくためには、軽やかに色を変える能力が一番大切になって

来ます。

まだまだ生き残っているマスコミの意見、洗脳社会でどんどん台頭してくるイメージリーダーた

ちの意見、身近な知り合いの意見、パソコン通信で知り合った人の意見等々。

様々な価値観があふれる中で、自分の気分や状況、立場、好み等々によって、いくつかの価値観

を選択すること。そして、同じ価値観のグループに参加すること。そうすることで自分の中に新

しい人格をつくって楽しむこと。これが洗脳時代の醍醐味といえます。

そのひとつ一つの価値観の中には「いわゆる」なものがあっても誰か有名人の物まねがあっても



いいのです。それよりも全体として自分の感性に合うよう にそ の価値観の種類や深さや時間をコ
ーディネイトすること、いくつもの人格を持ち、自分なりに使い分けることが大切なわけです。

こうやって近代的自我を葬ったからには「自分独自の意見、見解」は持てなくなってしまいます

。『最近の若者には「好み」はあっても「信念」がない』、といわれる理由は、これでおわかり

いただけたと思います。

（ところで言っておきますが「洗脳社会では軽やかに価値観を変える」といっても悩みが無くな

るわけではありません。「人間は何のために生きているんだ」「私って一体、何？」なんていう

何千年もメジャーな悩みは、決して無くならないでしょう。ご安心を）



「自分の気持ち」至上主義

　さて、こうした社会での行動力の源は「自分の気持ち」です。つまり自分の好き嫌い、合う合

わない、面白い、やってみたいという気持ち なのです。この気持ちがなければ、コーディネイト
のしようがありません。だからこそ、今の若者のキーワードは「自分の気持ちを大切にしたい」

というわけで すね。
この考え方に対して一世代前の近代人たちは「わがまま」「いい加減」「覇気がない」と一喝し

ます。近代人の行動力の源は「ハングリー精神」です。もっと 金持ちになりたい、もっと出世し
たい、という「欲」が大切だったわけです。もっと正確に言うと、落ちこぼれたくない、ダメ人

間で終わりたくない、という不 安やあせりで心が人々を動かしていたといえます。
中世の人から見れば、犬畜生のような業の固まりの生き方ですね。が、近代ではこの欲がある人

の方がいきいきと暮らせた事も事実です。

同様にこれからの自由洗脳社会では自分の気持ち、つまりワガママが大切です。自分の気持ち

のはっきりしている人はいきいきと暮らせます。いかにして、合法的に欲しいモノを手に入れる

かと同様、いかにして社会の中で平和にワガママを通すかが勝負ともいえます。

そのためには、自分のワガママを通す代わりに他人のワガママを認める、という考え方が必要

です。自分の財産の権利を認めてもらうためには、他人の財産の権利を認めるという社会的シス

テムが必要なのと同じ事です。

ですから、今の若者たちはたとえ友達であっても自分とセンスや価値観が違う部分を責めたり、

無理に変えさせようとしたりは絶対にしません。そんなことはもっとも卑しむべき行為です。

中世の人が、未来は自由経済社会になって誰もがお金を得るために一生懸命になると聞くと、き

っと未来の社会は泥棒だらけなのだと恐れおののくことでしょう。しかし実際は、近代社会にお

いて泥棒は卑しむべき行為とされています。

同様に洗脳社会というと、薬を飲まされたり暗い部屋に閉じこめたりが横行するのかと考えてし

まいがちですが、そういった強制洗脳はもっとも卑しむべき行為とされるでしょう。

それでは、平和に自分のワガママを通し、相手のワガママを認めるとどうなるでしょうか。

仮に、彼女は自分と１時間だけ話したい、自分は彼女と２時間話したいとします。双方が話した

いと思っている時間は１時間だけですから、この小さい方にあ わせるわけです。自分は彼女とあ
と１時間話したいと思っていても、彼女はそうではないのです。その気持ちを尊重することが、

彼女のわがままも認めることで す。あとの１時間は、別の人と別のことをすればいいのですから
。

近代人からみれば、熱くなって議論しない彼らは、情熱がない、分かり合おうとしない、友達甲

斐のない奴等です。

が、彼らは相手のセンスや価値観を尊重しているだけなのです。

このような態度はパソコン通信の世界では特に顕著です。パソコンネット上ではその会議室内で

会議室のテーマを全面否定するような発言は受け入れられませ ん。決して論議しようとはせず、
追い出してしまうのです。これも自分たちのセンスや価値観を尊重するがゆえの行為です。



また、近代人たちからみれば、どこかで聞いたような意見ばかり言う彼らは、自分の意見のない

、いつまでたっても大人になれない人たちです。

が、中世の人々からみれば、他人がつくった服を着、他人が育てた野菜を食べ、他人が殺した肉

を食べ、他人が建てた家に住む近代の人々は、自分のことが自分でできない、いつまでたっても

大人になれない人たちに見えることでしょう。それと同じ事なのです。

パラダイムが変わってしまったら、その向こうの人たちを理解するには大変な努力を要します。

自分たちの価値観だけで相手を推し量ってはいけませんね。



求められる「洗脳商品」

　さて、ここまでで「様々な価値観やイメージ、センスがあふれるこれからの洗脳社会では、洗

脳消費者たちがそれを常に複数選択してコーディネイトし『自分の気持ち』を満たしていく」と

いう仕組みを説明しました。

では、こういった洗脳消費者たちのニーズにあった洗脳イメージ、価値観とはどんなものでしょ

うか。言い換えればどんな「洗脳商品」が、これからは必要とされているのでしょうか。

一つ目は用途が限定されていて、判りやすいことです。

たとえば刃物より包丁、包丁よりパン切り包丁の方がなにに使うか判りやすいわけです。同じよ

うに価値観やイメージも極端で、ある場面でしか使えないけど、その分単純で判りやすい方が消

費しやすいといえます。

人生論より恋愛論、恋愛論より失恋論、失恋論より離婚女の世界観が、より専門化され、利用し

やすくなっています。

また、判りやすいためには極論が必要です。離婚女の世界観では「離婚して初めて本当の恋愛が

できるようになる。本当の男の値打ちがわかるようになる。本 当の人生が歩めるようになる。離
婚を経験してない人間なんて半人前よ」といった「決めつけ」と「勢い」が必要です。この極論

が問題を判りやすくすると同時 に専門化させるわけです。
二つ目はキャラクター、つまりその価値観を誰が提唱しているかです。

近代では、大手メーカーの売っている電化製品は三流メーカーのものより高くても売れました。

洗脳社会においては、離婚女の世界観は見ず知らずのエッセイ ストが書くよりも、先日離婚した
有名女性キャスターが書いたものの方が圧倒的に支持されます。もちろん、たとえ内容が同じ

であってもです。

逆に、身近な友達が考えた価値観を取り入れるというようなことはほとんどしません。だいたい

自分で価値観をつくる人など、ほとんどいないでしょう。近代において自分でつくった服を着

たり、友達の作った服をほしがったりする人が珍しいのと同じ事です。



洗脳消費者たち

　友達同士では、その服がどこでいくらで売っていたのかを話題にするように、その価値観は誰

がどんな媒体で発言していたのかを話題にす ることになります。同じようなスーツがデパートで
はいくらで売っていたよ、と情報交換するように、同じ離婚論ならあの番組にでているこの人の

方がおもしろ いよ、という風に情報交換します。
そういった価値観をいかにうまく無理なくコーディネイトしているか、が友達同士の間での評価

の対象になったりもします。話題が変わるたび別の人の別の考え方を持ち出してきてそれがいつ

も面白い、というのがセンスのいい人というわけです。

自分の意見、自分の価値観を全部自分で作り出すことは、情報があふれたこの洗脳社会では不可

能です。モノがあふれた近代で、衣食住すべてに関して自分でまかなうことが不可能なのと同じ

事です。

近代人が様々な店に行って必需品を買いそろえるように、これからの人々は様々な価値観やセン

スを持つ様々なグループと接したり、パソコンネットで話したり、テレビや本で読んだりするこ

とで自分の心に必要な喜怒哀楽を取りそろえるのです。

それは帰属意識であったり、優越感であったり、知的興奮であったり、楽しい恋愛ゲームであっ

たり、ちょっとした闘争心であったり、様々です。

例えば私たちがスカッとするためにアクション映画を見に行くようなことが、生活のあらゆる面

で行われると考えてください。スカッとしたい、ほのぼのした い、熱血したい、しんみりしたい
、等々。彼らが「大切にしたい」と考えている「自分の気持ち」というのは、こういったものの

総体です。

この「自分の気持ち」の奥には、すべての人間の行動原理となる不安が隠されていることは言う

までもありません。それは孤独感であったり、疎外感であったり、劣等感であったり、といった

どうしようもないものです。

近代人が肉体の食欲とさほど関係なく、自分の好みで朝昼晩の食事を決めるように、洗脳社会

の人々は、毎日の生活をそういった「自分の気持ち」つまり不安を満たすためにコーディネイト

します。

好きなものばかり食べて体を壊す人がいるように、これからの人たちは例えばオカルトマニアが

過ぎて心を壊す人がでるようになるでしょう。栄養バランスを考えた食事が大切なように、精神

バランスを考えたコーディネイトが大切になります。

私たちは知り合いがどんな人間か知るために、服装や車や癖などに注目します。家へ遊びに行っ

たり、遊びの話を聞いたりして、それとなく相手を理解しようとするのです。では洗脳社会では

、どうやって相手のことを理解するのでしょうか？

人間関係が目的別に分断されている洗脳社会においては、相手の全部どころか他のどんなグルー

プに属しているかを知ることすら難しいでしょう。それは同時に、自分にとっての「特別の人」

という意味がどんどん薄れていくことでもあります。

つまり、恋愛、結婚、家族、仕事といったあらゆる人間関係が、今までのように特定の人に限定



されなくなると言うことです。

仕事に関しては四章でも述べたように、複数のグループに所属することになるでしょう。その内

容も、お金のためのバイトや好きでやってるボランティア、勉強のつもりの見習いなど、様々

です。



「結婚」の解体

　が、もっと注目すべきなのは、結婚、家庭の崩壊です。

アッシー君、ミツグ君の例を出すまでもありません。一緒に食事をして楽しい人、一緒に遊園地

へ行って楽しい人、一緒にホテルに行って楽しい人、一緒にショッピングして楽しい人、一緒に

喫茶店で話して楽しい人。みんな違っていて当然です。

それをすべてひっくるめて一人の恋人という形に詰め込むと、不都合がいくつもでてきます。

自分の都合の良い時間がいつも相手にも都合がよいわけではない。すべての趣味が合うわけでも

ない。恋人という言葉のために、無数の無理を重ねることになるわけです。「恋人」という特定

の人の存在が失われつつあるといえましょう。

こう書くと、「性の乱れが」と考える人もいるでしょう。が、今までの社会システムや約束事が

崩れるだけで、別に今までより性が乱れるわけではありませ ん。ただし「女は貞操を守るべきだ
」という女性側の思いこみも同時に崩れてきています。そこの部分の現象のみをクローズアップ

すれば、確かに性は乱れてく るといえるかもしれませんね。
さらに、洗脳社会は「結婚」という制度も無実化します。結婚とは社会的・法的に外部から規定

されたシステムです。その中で「夫」「妻」といった特別 の存 在が失われつつあること、結婚と
いうシステム自体が有名無実化しつつあることは、まだ社会問題として捉えられてはいません。

しかし、その前兆はいくつも上げられます。一つは成田離婚に代表される早期離婚や、結婚直前

の婚約破棄。一つは子どもの手が離れてからの熟年離婚。もう一つは未婚の母の増加。

特にアメリカでは社会的地位の高いキャリアウーマンたちが、精子バンクから精子を取り寄せ人

工受精して子どもを生む、というケースが急増しています。

「子どもは欲しいけど結婚はしたくない。あとで金銭的・親権的に揉めるのもいやだから」、と

いう理由です。これなどは結婚という社会的・法的システムを完全に否定した一つの実例です。

「生涯の伴侶」という漠然とした人間関係で人生の半分以上を特定の人と一緒に暮らす、という

ことは洗脳社会では無理がありすぎます。

家に帰ったとき迎えて欲しい人。生計を共にして、力を合わせてマンションを買いたい人。子供

を一緒に育てたい人。子どもの手が離れたら一緒に遊びたい人。年老いてからゆっくり二人の時

間を過ごしたい人。

すべて同じ人という訳にはいかなくなってしまうでしょう。



「家族」の解体

　このように、結婚観自体が揺らぎつつある現在、親子の関係にも影響を及ぼさないはずはあり

ません。現在の日本の状況では、女としての貞操観念が希薄になりつつある女性たちも、母とし

ての義務感に関してはまだまだ強固に持っている人が大多数です。

従って、たとえ離婚してもわが子は自分の手で、と考えるお母さんがほとんどで、心の上でも親

子の関係は夫婦関係のように破綻しているようには見えません。ただその内実はかなり苦しいも

のになりつつあります。

仕事でほとんど帰らない夫を待ちながらマンションで子どもと二人きり三人きりの生活を強い

られ、育児ノイローゼになったり幼児虐待に走ったりする若いお母さんたちが急増しています。

逆に子どもが大きくなっても子離れできないお母さんたちも増えています。マザコンというのは

大きくなった自分の子どもを、自分とは別の存在として扱えないお母さんの責任かもしれません

。

いずれにせよ解決方法は、お母さんも自分の趣味を持ったり、友達を作ったりすることだと言わ

れています。

実際その通りです。

彼女たちは一日二十四時間、「よいお母さん」というたった一つの価値観に縛られて生きている

ために苦しくなっているのです。「よいお母さん」の義務は生 活の中でどんどん激化します。よ
その子よりおしゃべりが遅れている。よその子より怒りっぽい。すぐ泣く。走るのが遅い。お友

達と上手に遊べない。成績が悪 い。
小さな事で一喜一憂してヘトヘトになってしまうのです。

当然、母親たちも複数の価値観やグループを選択して心のバランスを取らざるを得なくなります

。その一番手軽で罪の意識を持たずにできることが、子どもに 習い事をさせる、ということです
。子どもが習い事をしている間、母親は待っているおかあさん同士おしゃべりしたり、買い物し

たり「よいお母さん」であり続 けるプレッシャーから逃れられます。
子どもの手が離れるとお母さんはパートにでたり、カルチャーセンターに出かけたりして、よう

やく複数のグループに所属するという人間らしい生活を手に入れられるわけですね。



自由の代償

　このように、これからの人間関係は広く浅くが基本になります。と同時にその中から、自分と

環境・価値観やセンスの合っている人を選び出してつきあうようになります。

趣味や価値観だけでなく、結婚しているか、子どもがいるか、収入はどれくらいか、可処分所得

はどれくらいか、といったことも大切です。そういったことが ぴったり会う仲間同士は、なん
といっても有意義な情報交換が可能ですし、もっとも楽しく気を使わずにつき合える間柄です。

それに比べ、血がつながっている、一緒に住んでいる、同じ学校だ、同じ会社だ、といった理由

だけでつきあうのは無理があります。そんなことをしてもお互い疲れるだけで、得るものは少な

いでしょう。

つきあいたい人とだけつきあうという「ワガママ」が良いことになるのです。「人間らしい幸せ

な生き方」とは、ちゃんと自分に合った人たちのグループをい くつも見つけ、自分の時間をうま
くコーディネイトしている人の事です。同時にそういった人が回りから見ればかっこいい人、自

分を大切にする人になるわけで す。
そうなるためには、従来の関係に縛られているわけにはいきません。親子だから、夫婦だから、

上司だから、部下だから、クラスメイトだから、という特別の関係の中で留まってはいられない

でしょう。

そういった安定して継続的な人間関係は永久に失われてしまいます。いったん結婚したら、少々

相手に不満があっても互いに努力して歩み寄りながら結婚生活 を築く、なんてことは昔話になり
つつあります。自分が何をしても自分のそばに寄り添ってくれる誰かがいてくれる、という安心

感は失ってしまい、二度と還ら ないでしょう。
その代わりに私たちが手に入れるのは、その時その時にとってベストの、一緒にいる人を見つけ

る自由です。他人に関係を束縛されない自由です。

自由で束縛されないということは、常に不安定で意識していないと失ってしまうということです

。私たちはいくつもの人間関係を維持し、自分にとって心地よい距離に保つために、いつも気を

遣い忙しくしていることになるでしょう。

たとえば高校時代の親友と常に友情を保つためには努力が必要です。住む場所も社会的環境も変

わると、よほど意識しない限り、お互い音信不通になってしま います。月１回電話する、年１回
お正月には会うといった取り決めでもしない限り関係を維持することは難しいでしょう。

将来、私たちの手帳はそういったつきあいを維持するための取り決めでスケジュール表がぎっし

り埋まってしまうこととなるでしょう。それはついこの前まで、給料はもちろん今度のボーナス

まで何に遣うのかの予定をびっしり決めていたのと同じことです。

それでもあと１万円あったら××が買えるのに、と考えていたのと同様、あと１時間あったら○○
の集まりにも行けるのに、と考えていることでしょう。

こういった取り決めはたとえ家族であっても必要となります。お互いに忙しくて、様々な人と会

ったり電話したりパソコン通信したりしていて、気がつくと１ 年に１度も顔を合わせないまま過
ごしてしまうほど、家族の絆は薄くなるでしょう。そうなると逆に、お互いの誕生日には必ず一



緒に食事をすることだの、毎月 三日は一緒に過ごすことだの、お正月３が日は必ず家で寝ること
だの、家によって様々な約束事が交わされるでしょう。

それは、そういったアポイントなしに自然に家族全員が一緒にいるということ自体が無くなって

しまうということでもあります。

かつて、人間は農耕社会において、大家族で生活していました。そこにはおおらかな人間関係が

存在し、皆が力を合わせて農作業に取り組んでいたでしょう。

そこでは老人も子どもも身障者も「同じ一族」ということで、常に居場所が設けられていました

。が、近代社会になって人々はそういった大家族や土地を捨てました。そうして、職業や住む場

所を選ぶ権利を手に入れたのです。

現在それと同様の、大きな変化が起こりつつあります。

私たちは、家族や会社、学校といった既存の安定したグループに所属していることを放棄しつつ

あります。その変化の中で、私たちはかつてのような人間関係 を永遠に失いつつあります。しか
しその結果、私たちは「何者にも自分の人生を縛られない」という自由を得ることになるでし

ょう。

ひょっとしたら、それは高すぎる買い物かもしれません。しかしそれは、核家族で子供の数も少

ない現代、大切に育てられた私たちが、ひ弱になった心のまま幸せに生きていく唯一の方法なの

です。



今、起きつつある「変化」

　第一章では現在私たちの身の回りで起きている様々な変化の原因を、実は巨大なパラダイムシ

フトが起きつつあるためだ、と説明しました。

脱工業化・情報化社会という大きな事からバブル崩壊・ピーターパンシンドロームまで、現在取

りざたされている社会変化はすべて古いパラダイムの立場から見たネーミングであり、変化に対

する違和感の象徴だといえます。

第二章では現在起きつつあるパラダイムシフトが農業革命・産業革命に続く三回目の大きな変化

であること、そしてそれが情報革命であることを、確認しました。

現在のパラダイム・シフトは「高度成長によるモノ余り感から、バブル崩壊や環境汚染による有

限感・モノ不足感に、人々の意識がシフトしたことが原動力」です。そしてこれから確立するパ

ラダイムは、「モノ不足・情報余り」の社会なのです。

私たちは、歴史上でも珍しいパラダイム・シフトに遭遇する幸運と不幸を与えられたわけです。

第三章では「情報余り」の情報が、単なる客観的情報ではないことを説明しました。つまり「情

報余り社会とは、一つの事実に対する様々な解釈、様々な価値 観や評価、世界観といったイメー
ジがあふれる社会」であること、すなわち「洗脳社会」であることを説明しました。

しかも、マスメディアの衰退とマルチメディアの台頭によって、洗脳行為が双方向になります。

技術の進歩が、いつも権力者の特権を大衆に開放してきたこと から考えて、今まで権力者が独占
していた洗脳行為がマルチメディアの発達によって民衆に開放されつつあることを説明しました

。

これからの社会は、自由経済社会から自由洗脳社会へと移行していくことになります。

第四章では「自由洗脳社会における私たちの生活の変化」について考えました。

日常生活において、被洗脳者、つまりイメージ消費者である私たちは、多くのイメージや価値観

の中から自分が気に入ったものを複数選択していること。

価値観やイメージが増えれば増えるほど、同じ価値観を共有するグループが形成されること。

私たちはそんなグループの中で、自分の価値観を元に複数選択し自分の生活をコーディネイトし

ていること。

こうした人間関係の細切れ化は、これからもどんどん激化することを確認しました。



失楽園

　自由洗脳社会への移行は、このように着実に進みつつあります。

現在私たちはその変化の中で、私たちにとって大切だと考えていたはずのモノが、私たちの中で

も崩れつつあるのを感じています。

それは夫婦や家族の絆であったり、安定した職場や会社への忠誠心であったり、規則正しい生活

であったり、「人並み」「世間並み」という安心感であったり様々です。

そういった私たちの心の変化によって、現に私たちより上の世代の人たちが、人間として当然と

考えて行ってきたこと、たとえば「勉強して大学へ行って、 ちゃんと就職すること」「たった一
人だけの人を好きになって、その人と結婚して添い遂げること」「朝起きたら会社や学校に行

って、夕方帰ってきて自宅でく つろぐこと」「一つの会社で、定年まで勤め通すこと」「結婚し
たら二〜三人子供を作って、貯金して、一戸建てを買って、ローンを払って、子どもたちを大き

くすること」こういったことをしなくなりつつあります。

今から三十年後、私たちの子どもたちが子育てする頃には、私たちの回りの生活は見違えるほど

大きく変わっているでしょう。

三十年後には「二十二歳で就職、三十歳で結婚、三十三歳長男誕生、三十五歳長女誕生、四十歳

で係長、五十歳で部長、五十五歳で定年退職、再就職」といった保険の勧誘のおばさんが書く人

生設計は、全く通用しなくなっているでしょう。

これは私たち自身でも、どうやっても止められない変化です。

今、初老を迎えようとしている世代の人たちが時々懐かしげに語ってくれます。

「アスファルトで埋められる前、この国はどんなに美しかったか」「敗戦の日の抜けるような青

空から、私たちはどんなに頑張ったか」

同じように私たちも三十年後、情報ハイウェイで仲間を見つけては語っているでしょう。

「みんなが一斉に起きて働いた時代、通勤ラッシュというものがあった」「万博、ウルトラマン

やドラクエという共通の話題で、同じ世代同士が飲み屋で盛り上がった」

しかしその時代の若者たちは、そんな話を聞いたとしても不思議そうな顔をするだけです。彼ら

にとっては「みんなが熱中したこと」「みんなが体験したこ と」なんかは興味がないからです。
それよりは自分や自分の仲間たちだけが理解できる楽しみを大事にしています。

私たちが懐かしげに話す事とは、お互いが「自分の所属しているグループの価値観の差」をアイ

デンティティとしている社会では既に失われ、理解できなくなっている風習なんですね。



新世界への勇気

　かつて農業革命によって、人間は自由を失いました。

住む場所が土地に縛られるだけではありません。今日食べることとは関係ない「仕事」がたくさ

ん発生し、年貢や種蒔きのため、倉にはあっても食べてはいけない食物が発生しました。

好きな場所に住み、好きなモノを食べ、好きなことをして暮らしていた生活を失ってしまったの

です。

また産業革命によって、人は安定を失いました。

部族の一員という安心感や、先祖から受け継いだ土地という拠り所を失いました。

誰からも自分が必要とされていないのではないか、自分は何のために生まれ、何をしたらよい

のか、という不安がいつも心から消えなくなってしまったのです。

現在の私たちが、狩猟生活を想像してその雄々しさや自由にあこがれを抱くように、農耕生活を

想像して、そのいる場所のある安心感や連帯感・自然とと もに あるゆったりとした時間にあこが
れを抱くように、三十年後の人々はこの前までの私たちの生活にノスタルジーを感じることでし

ょう。

あの家庭も会社も世界も、すべてが上をめざし未来をめざし、背筋を伸ばして生きていた、本当

の正義と進歩が存在し得た時代は二度と戻ってはこないのです。

もう、後には戻れません。農耕民族がかつての自由を取り戻すために、農業を捨てて飢えにおび

える生き方に戻ることは出来ません。都会人が安心を取り戻すために、豊かさを捨てて祈るだけ

の毎日に戻ることは出来ません。

私たちは進歩や正義を取り戻すために、自分の気持ちや自分らしいネットワークを捨てることは

できないのです。

農業時代の人々は、狩猟時代を振り返って「いつ飢え死にするかも判らない、野蛮な世界」と語

りました。

産業時代の私たちは農業時代を振り返って「身分制度に縛られ、貧乏生活を強いられた暗黒の

中世」と恐れました。

来るべき未来の人々は、私たちの時代を振り返って「考え方や人間関係の自由がない、画一世界

」と語るでしょう。

けれど、私たちは振り返っている暇はありません。

私たちは、自分たちが起こしてしまったこの変化を、これから何十年かかかって社会とフィー

ドバックさせながらも、最も適した場所に納めなければならないのです。

一千年に一度しか来ないような巨大なパラダイム・シフトの波が、私たちの世界を隅から隅まで

揺さぶっています。環境や南北経済、国家など前世紀からの問題点も、私たちに科せられた巨大

な宿題です。

しかし私は、「私たちの世代に贈られた、大変困難だけどもやりがいのある贈り物」と考えるこ

とにしています。明治維新や大戦後の混乱期は、伝説となって いますよね。私たちは、それ以上
の変化のまっただ中にいるのです。これ以上面白い事なんて、私には想像がつきません。



このパラダイム・シフトが終了するまで、私たちは様々な不協和音や不都合を体験することにな

るでしょう。それは、世代間ではもちろんの事、立場や職業の差によっても、また個人の心の中

ですら起こってくることと思います。

そういったトラブルにあった時、この本のことを思い出して、これは「自由洗脳社会」と「自由

経済社会」の対立だな、とマクロな視点でとらえなおして冷静に対処していただければ、と思い

ます。

「未来」を考える事とは、「今」を生きることです。だから「今」を噛みしめてください。今日

見た風景は、二度と戻らないからです。私たちはこれから、ノスタルジックで、少し苦い喪失感

を背負って生きていくのでしょう。

しかし私たちの目の前には、全く新しい世界が拡がっています。そんな、まだ見ぬ社会・文化へ

のワクワクする期待が、私たちをこれから生涯引っ張ってくれるベクトルとなることを確信して

います。



あとがき

　「どうやって思いついたんですか？」とよく聞かれる。

この洗脳社会論のことである。実は、大学で講義をしている最中に突然ひらめいたのだ。

「アメリカの南北戦争とは、第二の波・農業革命と第三の波・産業革命とのぶつかりあいである

」といった話の時、突然「自由洗脳競争」という言葉が頭の中 で閃いた。一瞬でこの本に書いた
内容が、頭の中でババババッと組上がった。そして、今まで引っかかっていたいろいろな問題が

頭の中ですっきり整理された気 がした。
以前から気になっていた「第三の波」と「知価革命」という二冊の本。自分の周りに起きつつあ

る変化、それらがものすごい勢いで再構築されていった。

数秒後、僕は講義を再開し、学生たちにはなぜ僕が突然黙り込んでいたのかわからずじまいだっ

たろうと思う。が、その日はずっと僕の頭の中は「自由洗脳競争」のことでいっぱいになった。

「じゃあ、あれもこうに違いない」「このこともこう説明できる」頭の上のでっかい洗面器の中

に考えがいっぱい入っていて、歩くとタップンタップンこぼれ そうで、気をつけながら歩いて帰
った。我慢のない僕は、帰ってすぐ嫁さんをつかまえて「ペラペラペラペラ〜」と話した。結構

、面白がって聞いてくれた。

それからは、友達にも知り合いにも、会う人にどんどんペラペラペラペラ〜と話した。会えない

人には電話までして話した。相手の反応を見ながら、面白がっ てくれたことは詳しく説明し、ピ
ンとこないようなら例を変えて話してみた。人によって興味を持ってくれる箇所は違ったけれど

、聞き終わったときは必ず「面 白い！」と言ってもらえた。
そんなわけで、朝日新聞社の木元俊宏氏に話したのも、誰かれかまわずの一環だった。彼はみん

なと同じように面白がって聞いてくれたあと「岡田さん、これ は本にして出しましょう」と言っ
てくれ、その上すぐに同社書籍編集の角田暢夫氏を紹介してくれた。僕はここでも絶好調で「ペ

ラペラペラペラ〜」と２時間以 上も話した。
角田氏も「面白い。一つのまとまった世界観がある」と言ってくれ、そして僕のような素人の本

を出すことを編集会議で通してくれた。

その頃、僕はこの「洗脳社会」を少なくとも数十人の人たちにペラペラしたあとで、考えもまと

まり、効き目のあるたとえ話のストックも豊富になっていて、 自信満々だった。ところが、ワー
プロに向かうと何を書いていいのかさっぱりわからない。紙に向かってみても同じだ。早く書か

ねば、ちゃんと書かねば、と思 うほど緊張して、目の前真っ白である。おまけに無理矢理書いて
も全然面白くない。それを聞いた嫁さんは「無口な人っているけど、あなたは無筆な人なのね」

などと気楽に笑いやがった。

そのとき僕は気がついた。根っからの芸人の僕は、目の前に人間がいないとダメなのだ。面白そ

うな顔をしたり、不思議そうな顔をしたり、えっと驚いたり、そんな顔を見て自分の話したこと

に手応えを感じながらでないと何も語れないのだ。

今さら「実は無筆なので書けません」などとは言えない。今の出版界で実績のないズブの素人の

本を出すことが、どんなに困難かはいろんな人に脅されて知っ ていたからだ。仕方がないので、



嫁さんを目の前に座らせ「ペラペラペラペラ〜」と話し始めた。彼女は猛烈な勢いでメモを取る

。この奇妙なセッションが３ヶ 月以上も続いた。
完成したメモを見て驚いた。ものすごい量なのだ。話終わって気が済んだ僕の頭は空っぽで、何

も憶えていない。以前僕から聞いたことも足して書いたと言うが、結局全部僕が話したことら

しい。いやぁ、オレって結構やるじゃん。

積み上げられた膨大なメモを、順番を入れ替えたり手直ししたりして整えると、あら不思議、あ

っという間にこの原稿はできてしまった。ヒーヒー悩んでいたのが嘘のようだ。その分嫁さんは

大変だったようだが、気楽に笑っていた罰に違いない。

この情けない告白からお判りの通り、この本は私一人の作品とはとても言えない。僕の話を聞い

てくれた人たちや僕の話をまとめてくれた嫁さん、みんなとの 共同作品と言うべきものだ。彼ら
の協力がなければ決してこの本は生まれなかったに違いない。というわけで、この場を借りて、

僕の話を一文の得にもならない のに長々と聞いてくれた人たちすべてに感謝したい。
とにかく最初に「面白い！」と言ってくれた木元俊宏氏と唐沢俊一氏。現役の大学生の感想を提

供してくれた「大学を面白くする会」の諸君。完成した原稿を チェックしてくれたNifty-Serveの
電子上の友人達（佐藤良平、知念伸男両氏、感謝！）。眠田直、竹熊健太郎、渡辺繁、佐々木果

、椹木野衣、神村 靖宏氏ら尊敬する先輩方には丁寧な意見・アドバイスを頂いた。何よりも朝日
新聞社書籍編集部の角田暢夫氏は、この本の生みの親だ。（今までいろんな本の後 書きについて
る「〜氏らに感謝する」なんて文章は、社交辞令だと思ってた。いや、ほんとに作者一人からで

は何も生まれないんだよな）会ったこともないが Ａ・トフラー氏と堺屋太一氏には一生、足を向
けて寝られない。「第三の波」と「知価革命」が無ければ、全ては始まらなかったからだ。

またいつか突然、ヘンなことを思いついて、頭の中がタップンタップンになったら本にして出し

たいと思っている。もちろんその時はまた、みなさんの面白そうな顔を求めて僕は話しに行く

筈だ。懲りずにつきあってやってくれるよう、お願いしたい。
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