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日本産学フォーラム 第９回リベラルアーツ企業研修会  

（2020 年 6月 23日 オンライン開催） 

 

藤山座長：水島先生のご略歴につきましては今、共有されているところでございます。99年

に東京大学の大学院の法学政治学研究科博士課程修了ということでございます。この中公

新書の『ポピュリズムとは何か』とか『ポピュリズムという挑戦－岐路に立つ現代デモクラ

シー』この辺りというのは非常に皆さまの評判の高い本であるというふうに承知しており

ます。それでは水島先生のほうで大体 70分ぐらいということで、もちろんそれ、前後 10分

ぐらいでもいいですけれども、皆さまにお話をしていただけますでしょうか。 

 

水島先生：水島でございます。じゃあ、画面共有からしてよろしいですか。 

 

藤山：お願いします。 

 

水島：じゃあ画面のほうに移りながらやっていきたいと思います。いきなりこういう場所で

初めましてというのは、なかなかちょっとやりにくいところではあるんですけれども、やは

りこれも時代の流れということで、まさに現実のリアルの場を介さずに、中抜きのお話と議

論ということになりますが、お付き合いいただければと思います。 

 私は今、千葉大学で、所属は学部は法政経学部なんですけども、大学院は人文公共学府な

るものがありまして。これは文学部と法政経学部と教育学部を合わせた巨大な大学院なん

ですけど、そこの学府長なる仕事もやっているんですね。大学院の仕事なんて大したことな

いだろうと思ってやったら、この 4月のコロナ騒ぎでカリキュラムを全部、全てひっくり返

して、本当に 4月は死ぬ思いでございました。楽な仕事だと思って引き受けると後がえらい

ことになるので、ちょっと今後はどうしようという感じはしますが。 

 それはともかくといたしまして、きょうは皆さんと、民主主義とポピュリズムについて考

えてみたいと思います。なお、先ほど宇野先生の話が出ましたけれども、宇野さんと私、同

い年のいわゆるタメ年仲間という、大学 1年のときからの友人でして。彼は政治ストで、私

は現実政治という違いはあるんですけど結構、発想が共通するところがあって、他のメディ

アでも対談とかをさせていただいたりということもありますので、その辺をちょっと比べ

ながらお聞きいただければと思います。なお、宇野さんの場合、『保守主義とは何か』を出

していて、私は『ポピュリズムとは何か』で、中公新書で、何とか何かシリーズを出すとい

うことで、ぜひ皆さんにも後を続いていただければと思っております。 

 さて、まず伺うところでは、この今回のセッションは、コロナで数カ月間できなかった後

の、最初の復活第 1回だということでして。そうなるとせっかくですので、私は自分のお話

しするテーマをいきなりしゃべるのはちょっとどうかなと思いまして、せっかくですので、

このコロナで数カ月間、皆さん多くのかたがたがあまり外に出られなかった。そして、その
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中でいろいろ新しい体験をしたり、そしてまた、もしかすると新しい出会いがあったかもし

れないし、また自分を見つめ直したかもしれないということを考えると、そういったステイ

ホームというものが歴史の中でどういうふうに出てきたことがあるのかなということをち

ょっと考えてみるんですね。 

 私は、専門はオランダが一番狭い専門で、普段はヨーロッパ政治史、ヨーロッパ政治と言

ってるんですけども、どの国が一番専門かといえばオランダなんですね。オランダといえば

恐らくオランダ人で一番有名な人は、もちろんいろいろいると思いますが、やっぱりアン

ネ・フランクが一番、世界的に知られているわけです。ただ、日本ではこのアンネ・フラン

ク、大変、特に人気があって、それはまた別の理由があると思われますけども。このアンネ・

フランクのことを考えてみると、実は既に今を去ること 80年前に、望まざるステイホーム

をさせられていた、せざるを得なかった女性が実はアンネ・フランクであったということが

いえるわけですね。ご承知のとおり、第 2次世界大戦中、ドイツは占領地域でユダヤ人の迫

害を大規模に進めて、そしてその多くがアウシュヴィッツその他の強制収容所で死を遂げ

ることになったわけなんですが、その 1人がアンネ・フランクでありました。 

 ただ、アンネ・フランクの場合は多くのユダヤ人と運命が違っていたのは、2年間にわた

って隠れ家に住んだということなんですね。この辺りはもちろん皆さんもご存じのことと

思いますけれども、アムステルダムで 2年ほど彼女は、家族と共に隠れ家に隠れ、そして息

を潜めて生活し。ただ、その中でもオランダ人の知り合い、友人、家族などに助けられなが

ら何とか生活していたんですが、その中で彼女が書きつづっていたものが『アンネの日記』

ということになるわけですね。もちろん、このアンネ・フランクをはじめとするユダヤ人た

ちのステイホームと、私たちのステイホームでは、それはレベルといいますか状況が違うと

は思うのですが、ただ、しかしアンネ・フランクはこの隠れ家にとどまる中で、いろんなこ

とをやはり考えるわけであります。そして、その彼女の言葉の中にはこの数カ月、私たちが

体験したことと実は共鳴する部分があるんじゃないかと思っているんですね。 

 なお、今お見せしている写真はアムステルダムのアンネ・フランクハウスの前の、アンネ・

フランクの銅像です。このアンネ・フランクの隠れ家の跡地といいますか、あった所には、

今もまだ隠れ家が残されておりまして、そこは普段はアンネ・フランク記念館として大変多

くの人が列を成して集まっている所であります。アムステルダム中央駅から歩いてそんな

に距離がありませんので、非常に便のいい所でもあるわけですね。 

 そして、このアンネ・フランクの隠れ家で彼女がどういうことを書いたか。いろいろ見て

みると、やっぱりそこにはステイホームというものを持つ重たさがあるわけです。例えば

1944 年 2 月 12 日に、彼女はこういうことを書いているんですね。『私はあらゆるものに憧

れています』。彼女は 2年間にわたってほとんど外に出ることができなかったわけなんです

けども、その中でいろんなことに自分の思いを巡らせていく。ただ、その中でも彼女が何を

したいかというと、次のように書いてあります。『人と話したい。自由になりたい。お友達

が欲しい』。この、人と話したい、自由になりたいというのは皆さんもよく分かると思うん
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ですね。もちろん今はネットを使ってこのようにコミュニケーションできるとはいいなが

ら、人と話すときの、実際にリアルで話すときのコミュニケーションとはやはりだいぶ違う。

ニュアンスも伝わりにくいし、自分のなかなか本音が言いにくいということもあるかもし

れない。そしてまた、自由になりたい。やはり家の中にずっと閉じこもっていると、そこに

は自由はないわけですよね。むしろ外に出て歩いて自分の好きな所に行くことが、どれだけ

自由であるかということを、ステイホームのときに初めて実感させられたという人も多い

と思います。 

 そしてまた、お友達が欲しい。結局、ステイホームを何カ月も強いられていると、誰か新

しい人と知り合うということも正直なところ、なかなか難しい面も多い。そして、アンネ・

フランクの場合、彼女は実はかなり社交的な女性でして、もともと彼女が隠れ家に入る前に

住んでいた所では彼女は多くの友人がいて、広場でいわばがき大将のように走り回ってい

たと、そういう過去といいますか、育ちだったんですね。その彼女が、お友達が欲しいとい

うのは当然のことだろうと思うんですね。 

 ただ、その次に彼女はこうも書いています。『1 人になりたい。そして何よりも思い切り

泣きたい』。人と話したい、お友達が欲しいというのは、人と積極的に交わっていきたい、

コミュニケーションを持ちたいということでありますから、1人になりたいというのは、ぱ

っと見たらちょっと逆のことを言っているじゃないかと思えるかもしれないですね。人と

話したいのに、なんで 1人になりたいんだろう。でも、これも恐らく皆さんがこの数カ月、

体験されたことでもあるかもしれない。もちろんこれは人によって違うと思いますけれど

も、ここで 1人になりたいとアンネ・フランクが言っているのは、同じ狭い家の中で、家族

や、あるいは家族以外のユダヤ人と 1日中顔を突き合わせているわけですね。その中で彼女

はピーターという少年と恋をしたりすることもあるんですが、しかし、そこでももちろん恋

愛が全てうまくいくわけでもないし、また、あるいは家族や他の家族との間に、いろんなト

ラブルと言わないまでも感情の行き違いがあって、そこでやはり苦しい思いをするわけで

すね。 

 1人になりたい。それはもしかすると、私たちがこの間、体験したようなところがあるの

かもしれない。やはり家族といえどもいきなり昼間にずっと長い時間一緒にいると、そこで

は普段話さなかったようなことも話せるかもしれないけども、他方で思いが擦れ違ってし

まったり、あるいはお互いの要求がぶつかってしまうこともあるかもしれない。1人になり

たいということも、やはり実は、私たちはこの間、思うことがあったんじゃないかと思うん

ですね。そして何よりも、思い切り泣きたい。でも、それができません。なかなかステイホ

ームといっても思い切り泣くのは難しいですよね。家族がいる場合は、1人でどこか部屋の

隅で思い切り泣くというのは、やっぱり社会人にとっては難しいところであります。 

 いずれにしましても、このように見ていきますと 80年前のステイホームの時代に既にア

ンネ・フランクは、このステイホームの一種の本質的な部分を捉えて書きつづったんじゃな

いかという気がいたします。『アンネの日記』、ご承知のとおりアンネ・フランクは、収容所
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で病気で最後は死ぬわけなんですけれども、彼女の日記はその後、その後といいますか、彼

女たちが捕まった後もオランダ人の知人が保管してくれて、帰ってきたアンネ・フランクの

父、オットーに返却する。そのオットーが世に出して、それが世界的に有名になったんです

けども。ただ、実はこの時期のユダヤ人たちはそれなりにいろいろ書き残しているものも多

いんですけれども、その中で圧倒的にアンネ・フランクの日記が有名になったのは、やはり

そこに彼女の書きつづったものの中に普遍的なものがあり、同じ体験を共有していない人

にも何か自分たちの人生の本質を示すものがあったかという、そういうことがあるんじゃ

ないかと私は思っているところであります。 

 ということで、アンネ・フランク話も、実は私、この間、別に論文も出しておりまして、

話そうと思えばまだ話せるんですけども、本日はアンネ・フランクではなくてポピュリズム

でございますので、ポピュリズムの話に移りたいと思います。 

 さて、ポピュリズムに関しまして、私は先ほどご紹介いただきましたとおり 2016年に刊

行した本があるんですけれども。ただ、これは 2016 年 12月ということで、幸いトランプ大

統領当選、それからブレグジット国民投票での離脱派賛成多数を踏まえたものではあると

はいいながら、その後のさまざまな展開であるとか、特に 2017年以降のフランスやドイツ

の選挙ですとか、あるいはブレグジットの実施、実現。これは 2020 年の 1月 31日でござい

ますが、その辺りは当然何も書かれていないということになりますので、2020 年 2月 21日

に編著という形で『ポピュリズムという挑戦－岐路に立つ現代デモクラシー』という本を出

しまして。こちらにはそのブレグジットがちょうど 1月 31日に実現したということを踏ま

えた内容を盛り込むことに何とか成功したわけなんですが。ですので、一応こちらをお読み

いただければ現代のヨーロッパ、日本、アメリカの状況は、ある程度ご理解いただけるよう

な内容になっているかと思います。いずれもポピュリズムという観点から現代政治を論じ

たものであります。 

 さて、それではポピュリズムと民主主義についてお話しすることになるわけですが。まず

ポピュリズムとは何かということに関して簡単にご説明いたしますと、実はこれに関して

もいろんな見方があって、これが正しいというものは難しいところがあるんですけれども。

一応、最大公約数的な理解としては、人民、民衆、populus。populus はラテン語ですが、

people に依拠してエリートを批判し、人民の意思を直接政治に反映させることを主張する

急進的な改革運動ということがいえるわけですね。語源としては、populusはアメリカの 19

世紀の末から 20世紀の初頭にアメリカの中西部などで一気に広がり、その後、弱体化して

消滅していった人民党の運動。これがポピュリスト・パーティーという政党なんですけれど

も、そのポピュリスト・パーティーのポピュリストが転じまして、いわゆる政治経済エリー

トに対抗する人民の運動をポピュリズムと呼ぶという形で、20 世紀に言い表されまして、

それが 20世紀の末頃になって先進国でかなり広がっているということがいえるわけなんで

すね。 

 ここで重要なのは、エリートに対抗して人民と主張して、人民の意思を体現すると言って
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いることで。もちろん本当に体現しているかどうかは、全く誰も保証しないわけなんですが、

少なくともイデオロギーとして見た場合は、人民、people の中心性というものを外すと、

それはもうポピュリズムとは言えないということになります。 

 このポピュリズムに関しまして、これは日本でも何冊も本が訳されているツヴェタン・ト

ドロフという人物は、次のように端的に表現しております。『ポピュリズムを右や左である

以上に、下に属する運動である』とすると。既成政党は、右も左もひっくるめて上の存在で

あり、その上に対する下の対抗運動がポピュリズムであるということなんですね。この『民

主主義の内なる敵』という本に書かれていることではあるんですけれども、要するに現代の

民主主義は、民主主義の外側に敵があるのではなくて、民主主義が、自らが生み出した敵に、

ある意味では取り組まざるを得ないし、それが極めて厄介な敵であるというようなことが

あるわけなんです。すなわち民主主義の、ある意味では本質的な部分である民衆の政治とい

うものが、逆説的に民主主義に対する一種のチャレンジになってくるということなんです

が、いずれにしましても下が上に対する対抗運動をポピュリズムと言うことができるわけ

ですね。 

 ここは、せっかく皆さまは英語は問題ないでしょうから、英英辞典でどういうことが書い

てあるのかというのを取り出してみますと、普通の人々を代表すると主張する。claiming 

to represent the common people。要するに common people、普通の人なんですね。普通の

人の代弁者であると主張する。あるいは特権的エリートに対抗する人々の権利と権力を支

持する政治哲学。a political philosophy supporting the rights and power of the 

people in their struggle against the privileged eliteということで、いずれも同じよ

うな意味ではあるんですけれども、エリートなるものに独占されている政治をひっぺ返し

て、民衆に政治権力を返そうという主張をするというのがポピュリズムであるというのが

英語での翻訳といいますか、意味合いであります。 

 日本では、しばらく前まで大衆迎合主義という訳語が使われることが多かったんですけ

れども、大衆迎合というのはやや意訳でして、ちょっとガラパゴス的訳語という面がありま

して、日本語表記をするのであれば、もう今はポピュリズム、片仮名そのままでいいんじゃ

ないか。あるいはどうしてもこの片仮名がなじまないのであれば人民主義、あるいは人民第

一主義のほうが良かろうという感じがいたします。要するに、中心の中心は peopleにある

という主張ですので、人民という言葉を出すか、あるいはポピュリズムの片仮名そのままか

という感じがいたしますね。 

 このポピュリズムとデモクラシーとの関係というのを端的に言いますと、次のように言

うことができます。すなわち民主主義といっても実はどこに重点を置くかで二つの理解が

ある。一つ目は立憲主義的な民主主義理解であって、こちらは民主主義の中でも特に権力分

立や法の支配を重視する。少数派の権利であるとか、あるいは中央集権的で絶対的な権力を

持つ、そういう権力の抑制、権力を抑制するという一種のリベラリズム的な理解をする民主

主義というものがある。それと、人民主義的な民主主義理解というものがあって、これは、
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デモクラシーというのはそもそもデモスの支配なんだ。人々が参加し、そこで意思決定に直

接関わることこそ大事なんだという理解があって、これは人民主義的民主主義理解といえ

ますが、この二つの系譜があるわけなんですが、明らかにこのポピュリズムというのは人民

主義的な理解に力点を置いた民主主義ということがいえるわけでありまして。その点で、ポ

ピュリズムはデモクラシーではあるだろうが、ただ、そこにはリベラルなものに対してはむ

しろ縁が薄く、リベラリズムに対しては否定的であって、リベラルデモクラシーというより

はデモクラティックデモクラシーのようなところがあるということがいえるかと思います

ね。 

 このようにお話しすると、ポピュリズムというのは一体、右なのか、何なのかというのが

疑問として出てくるかと思います。というのは、ポピュリズムというと排外主義、極右とい

ったものと結び付くと思われがちでありますし、また結び付いている面も実際に一部には

あります。ただ、ポピュリズムそのものは、先ほどツヴェタン・トドロフの話で出したよう

に、右や左というよりは下のものなんですね。 

 実際に、確かにこのポピュリズムの中には右派も左派もあります。ポピュリズム、右から

見るか、左から見るかという観点から見てみますと、右派ポピュリズムは確かに排外主義、

そして反イスラムなどが大変近年では力を持っておりますが、フランスやドイツやオラン

ダなどでは、この右派ポピュリズムが大変目立って伸びてきております。ただ、他方で左派

ポピュリズムも近年はかなり力を伸ばしているんですね。例の反緊縮、反格差を合言葉に、

ギリシャですとか、イタリアですとか、スペインなどでこの左派的なポピュリズムがかなり

力を持っていて。例えばスペインなどでは左派ポピュリズムのほうが明らかに強くて、右派

は最近ようやく出てきたにすぎないということがあるわけです。 

 このように、右と左のポピュリズムがあるわけなんですが、ただ既成の政治家や政党を批

判し、自由貿易や国際主義に反発して自国民や人民を優先し、自国第一主義的な立場を取る

という点では、実は共通しているんですね。この右と左のポピュリズム、実は入れ替わっち

ゃうというか、かなりお互いの間でも行き来が可能なところがありまして。要するに既存の

政治家、今の政治、現在の政治は一部のエリートの思うがままになっていて、しかもそのエ

リートたちは国際的なグローバリゼーションや、あるいは自由貿易といった枠組みを重視

して自国民をないがしろにしている。そうではなくて、自国民や人民を優先すべきであると。

この主張という点では、右も左も、ポピュリズムは共通して主張しているわけなんですね。 

 じゃあ、なぜ左のポピュリズムと右のポピュリズムという分かれが出てくるかというと、

概して言えば格差が大きい国におきましては、概して左派ポピュリズムが支持を得る傾向

にあります。やはり格差が大きい国の場合は、どうしてもエリートというのは金持ちであり、

かつ政治も握っている連中だということになるんですね。ところが、福祉国家がある程度発

達した国においては逆に格差がそこそこ縮小しておりますので、どういうふうな議論にな

るかというと、福祉国家から権益といいますか、ベネフィットを引き出している新しい特権

階級がいるんであって、彼らが問題であると。例えば、生活保護を受けている人々が特権を
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持っているというような主張をして。あるいは特にヨーロッパにおいては、移民が福祉国家

に依存していて、彼らがわが国の福祉国家をむしばんでいるというような主張をするとい

う傾向があるわけなんですが。このような形の主張は、当然ながら右派ポピュリズムになる

わけですね。つまり、福祉国家が発達して国内における再分配システムができてしまうと、

その再分配システムに依存して特権を享受している人々がいるじゃないか、というような

主張が支持を受け得る。そうすると、それが排外的な右派ポピュリズムと親和性があると。 

 他方で、そもそも福祉国家があんまり発達していなくて、再分配機構が人々に目に見える

形でない場合には、福祉に依存している移民というのは全く根拠がない議論になってしま

うので、それは主張しない。主張しても誰もそんなことに動かされないわけで、むしろ本物

の金持ち、エリートこそが問題だと。彼らをどうにかせいという左派的なポピュリズムが支

持を受けるということになるわけなんですね。 

 左派ポピュリズムに関してはこれまであまりなじみがなかったと思うんですが、そうは

いいながら実は昨年、今年あたりは日本でもその動きが出てきたのかと言われることもあ

りまして。例えば昨年出てきた本としましては『左派ポピュリズムのために』という本があ

りまして。この『左派ポピュリズムのために』という本は、新自由主義を受容し、弱者切り

捨てに加担する既存の左派ですね。左派なんだけど、労働者を裏切っているだろうという批

判を投げ掛ける左派ポピュリズム。そこに期待を寄せる、シャンタル・ムフっていう有名な

政治学者の女性なんですけれども、その彼女の本が訳されまして。実は例のれいわ新選組の

流れと、この左派ポピュリズムの流れというのはやっぱり近いところがありまして。明らか

にこれに近い、れいわに近い人々は、この左派ポピュリズムの議論を読んでるんですね。そ

ういう意味では、今の日本においても一定の影響力を持ち得る部分がある。それが広く支持

を得るかどうかはもちろん全く別のものではありますけれども、ただ無視できるものでは

ないかなという感じはいたしますね。 

 ただ、『左派ポピュリズムのために』という本が訳されているわけなんですが、ポピュリ

ズムは大衆迎合主義であるというかつての言われ方からすると、じゃあこれを、左派大衆迎

合主義のためにと訳すべきかというと、それはちょっと本として成立し得ないひどい話に

なりますので、やっぱり大衆迎合主義という言い方は、今後はもう廃れていくんじゃないか

という感じはいたしますね。 

 また、このポピュリズムというものが持つ、せっかくここは、こちらでリベラルアーツと

いうこともありますので、演劇と親和性があるみたいな話もちょっとしておきますと。この

ポピュリズムというものが人々の際立った関心を引き付ける背景には、ポピュリズムとい

うのは他の政治イデオロギーとやや違った特徴があって、やっぱり演劇的なんですよ。なぜ

かというと、カリスマ的なリーダーによるレトリカルな演説が必ずポピュリズムにはつき

ものでありまして、既存のエリートをこき下ろし、それまで高みにいた人々を地べたに引き

ずり下ろすようなレトリカルな演説というものが必ず出てくる。そこへダイナミックな逆

転劇が存在し、エリートたちは栄光から転落していく。そのような一種のポピュリスト・モ
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ーメントというものがこのポピュリズムに出てくるわけなんですが、それは実は演劇にお

いても親和性があるんですね。 

 しかも、そこでポピュリズムが演劇的だというのは、やっぱり観客による民衆への感情移

入、高揚感、一体感、それがあるわけなんです。つまり、例えばシェークスピアの『ジュリ

アス・シーザー』というのは、これはまさにイギリス文学の最高峰の作品だというのは皆さ

んもお読みになっているかなと思うんですけども、この『ジュリアス・シーザー』の最もク

ライマックスの部分は、シーザーの追悼演説。殺されたシーザーの追悼演説をアントニウス

が行うところなんですけども、実は一番クライマックスの部分がポピュリスト・モーメント。

すなわちエリートたち、シーザーを亡き者にして自分たちが権力を取ろうとするそのエリ

ートたちを、まさに地べたに引きずり下ろして大逆転劇を行う。その大転換がこの『ジュリ

アス・シーザー』のクライマックスであり、かつそれはポピュリスト・モーメントであると

いうことがいえるわけでありまして。 

 ポピュリズムというのは演劇にしやすいんですね。イデオロギーであるように見えて、頭

でっかちの学者たちの議論みたいなイデオロギー闘争とはまた違うわけであります。実は

あとイプセンの『民衆の敵』という本も、これはまさにポピュリズムな話ですし。また『エ

ビータ』。これは例のアルゼンチンのペロン大統領、その奥さんのエビータの物語なども、

まさに。実際、ペロン大統領は南米で最も有名なポピュリストでありましたが、やっぱりそ

の人生は非常にドラマチックなものとして描き得るということがあるわけですね。 

 さて、以上のようなことを踏まえまして、各国の近年の、ここ数年の動きをポピュリズム

という観点から考えてみるとどうなるかということをお話ししてみたいと思います。こち

らに関しましては皆さんもよくご存じのとおり、2016 年の選挙は、もともとは共和党の主

流派対民主党の主流派のはずだったわけなんですが。そして、共和党主流派はジェブ・ブッ

シュ。民主党主流派はクリントン。基本的にアメリカ大統領選挙は、共和党の主流派対民主

党の主流派が争う。予備選を経てこの主流派が勝利して、最後には主流派同士で争うという

形になるんですけれども。しかしながらこの 2016年の選挙においては、ご承知のとおりド

ナルド・トランプが共和党の下、バーニー・サンダースが民主党の下から出てきまして、従

来の右対左という対立のみならず、上に対抗する下が出てきて、上対下という争いが表面化

するわけであります。つまり 2次元、2掛ける 2で 4の、四つどもえ状況が生じるわけです

ね。 

 トランプもサンダースも、基本的に自分の党の主流派を攻撃することが最大の眼目とい

う。民主対共和じゃなくて、下対上という戦い方をすることで上を追い詰めていったわけで

すね。そしてご承知のとおり、バーニー・サンダースが予備選では負けたものの、クリント

ンを相当追い詰め、トランプは共和党主流派を全て打ち倒して、最終的にはクリントン対ト

ランプで、トランプが勝ったということになるわけですが。やはりヒラリー・クリントンも

バーニー・サンダースに相当追い詰められたということで痛手を負ってしまった、それが大

きかったというのは間違いありません。 



9 

 同じような構図は、フランス大統領選 2017 年についても当てはまることでありまして、

フランスでは伝統的に保守本流対左派本流。共和党対社会党という形で争われてくる。これ

が大統領のデフォルトであったわけですが、2017 年にはここの下がマリーヌ・ルペンとメ

ランションが出てきまして、いずれも右と左の陣営の中で上をたたくことに専念している。

その結果、フランスの場合は上の共和党も社会党もぼろぼろになってしまって、例の大統領

選挙の決選投票に既存の二大政党が 1 人も出せないという、初めての事態になるわけです

ね。 

 ただ、その中でご承知のとおり彗星のごとく出てきたのがマクロンでありまして。マクロ

ンは、もともとは実は社会党の閣僚ですので、既成政党の一員ではあるわけです。ただ、マ

クロンはやはり政治的感覚が非常に優れていて、恐らく既成政党の社会党の閣僚としてい

る限りは自分には目がない。むしろ既成政党に見切りをつけて新しい動きを起こすとした

ほうが、結果的には選挙民には受けがいい、そこを彼はよく読んでいたんですね。そして、

実際ご承知のとおりマクロンは、非常に新しい清新なイメージを持って大統領選挙に参入

し、マリーヌ・ルペンと決選投票、一騎打ちになる。そうなりますと、マリーヌ・ルペンに

入れたくない人は、この辺りの保守も、左も、みんなマクロンに投票するわけですので、マ

クロンはこの辺りの票を全部かっさらって勝利するということになったわけですね。 

 ただ、マクロンの場合は、もともと彼はグランゼコール出身のエリートなんですよね。そ

の彼は実際、当選しますと、それ以前はもう少し左寄りだったのが、明らかに上のほうに行

くわけです。彼の下でいろんな改革を進めようとするわけなんですが、その中でやはり上の

ほうに行ってしまったマクロンに対する失望が表れたのが、例の黄色いベスト運動という

ことになるわけですね。特に何が問題になったかというと燃料税、ガソリン税で。要するに

地方の公共交通機関が発達していない所で、自家用車に頼らざるを得ない人々の生活を直

撃するということになったわけです。ある意味では、まさにパリのエリートであるマクロン

が民衆をいじめたというふうに見なされて、黄色いベスト運動がわらわらと起こってきて、

凱旋門、シャンゼリゼ通りを占領して大変な騒ぎになるわけですね。 

 この黄色いベスト運動って、一体どういう連中がやってんだということなんですが、実は

具体的なリーダーがいてやっているとも言い難い。マリーヌ・ルペンの支持者もいれば、メ

ランションの支持者もいて、とにかく右も左も関係なく、マクロンの上に対する下の抵抗運

動として集まってきた黄色いベスト運動ということでありまして、まさに上対下が街頭で

演出されたのが、この一連の黄色いベスト運動だったということになるわけですね。このよ

うな構造を全ての国でやっていると 2 時間ぐらいかかっちゃいますので、あとは簡単にい

きますが、ドイツにおきましても CDU・CSU対 SPDという、戦後のドイツの首相を全部この

二大政党からのみ出ているんですが、この二大政党の対抗軸に割り込んだのが 2017年の AfD

でありまして、この AfDが伸びたということと、緑の党も伸びましたので、二大政党はいず

れも戦後、2017 年の選挙では最低の得票率に沈むことになり、大変苦しいところに追い詰

められたということになりました。 
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 イタリアにおきましても伝統的に保守と左派が対抗してきたんですが、そこに五つ星運

動が反既成政党を前面に掲げて出てくる。また、右下のほうには右派のポピュリストとして

同盟が勢力を伸ばしまして、結果的に選挙後に成立したのは五つ星運動と同盟からなるポ

ピュリスト政権でありました。 

 同じような構造が、変化は各地で起きておりまして、2019 年 5 月には欧州議会選挙。こ

れも、1970 年代末から、欧州議会というのは基本的にこのキリ民グループと社民グループ

が圧倒的な議席を得てヨーロッパを支配してきたということになるんですが、これが一気

に崩れたのが 2019年の選挙でありまして、二大勢力が初めて合計で 5割を切る。右の下か

ら右派ポピュリズム、左の下から急進左派が出てきて、上を脅かすということになるんです

ね。ですのでヨーロッパは、実はもうほとんどの全ての国がこのような状況になっているわ

けであります。 

 日本はどうなのかということをちょっと簡単に見てみますと、日本の場合も基本的に自

民党対、かつては社会党。その後、民主党という形で、保守対中道左派勢力の対抗軸があっ

て、それ以外に公明党、共産党があるという状況だったわけですが。これが次第に変化して

いったのが 20世に入ってからで、やはり維新は右の下なんですね。2017年選挙になります

と、この辺り、結局この辺りの空間が空いているところを捉えて希望の党が出てくる。この

辺りは皆さんもプロセスをご存じだと思いますが、小池百合子氏は、スタイルとしてはポピ

ュリスト的なスタイルを取ることによって自民党と異なる新しい政治を演出し、この辺り

に位置取りをすることで自民党に代わる政権を取ろうとしたわけですね。ただ、実際にこれ

はうまくいかず、結果的には希望の党は分裂して、左に立憲民主党がくるということになっ

たわけですね。 

 ただ、下のほうに空間が開けたというのは、この数年の日本政治でも明らかでありまして、

そこに入ってきたのがご承知のとおり N国とれいわであります。N国とれいわは昨年の参議

院選挙でいずれも議席を獲得しましたが、主流派メディアはこの N 国とれいわに関しては

投票の直前までほとんど扱わなかったんですが、インターネット上ではそれぞれ 100 万回

以上の閲覧を得て、学生たちに聞くと、N国とれいわについてはよく知っているみたいなこ

とを言うわけですね。ただ、投票するかどうはまたちょっと別なんですが。そこがまた面白

いところなんですが、少なくともインターネット世代には明らかに注目度が高かったのは N

国とれいわでありました。 

 このようなポピュリズムがなぜ伸びてきているのかというお話をしたいと思うんですが。

これも詳しくお話しするとあれなんですが、皆さまに今、読んでいただいたところにも書い

てあるように幾つか理由があって、冷戦の終結と左右対立の変容。既成政党や既成団体の弱

体化。産業構造の変容とグローバル化。ヨーロッパにおいては、特にヨーロッパ統合の進展

ということがあるわけですが。総じて言えば 20世紀型政治の終焉といえるだろうと思いま

す。特に、その中で既成政党の衰退というのは極めて著しいわけなんですね。そこで生じて

いるのは、いわゆる右傾化と単純に言うことは全くできない。事実上、実際に人々が右傾化
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しているという証拠はほとんどないわけですね。というより全般的に見れば、皆さん、リベ

ラル化している面も強いわけですよ。例えば男女平等に関して、30 年前と今とどちらが保

守的だったかというと、全然比べものにならないわけですよね。ただ、そういった面では、

実は世の中は右傾化しているのではなく、徐々に、どちらかといえばリベラル化している面

もあるわけなんですが。 

 ただ、しかし今起きている変化というのはそういった右か左かという問題ではなくて、20

世紀型民主主義はやはり信頼を失っている。それは、一言で言えば代表者に代表されていな

いという不満が大変高まっているということなんですね。つまり、かつてわれわれが前提と

していた選挙で代表者を選出し、その代表者が行動する。その行動した結果に関しては基本

的に信頼するという枠組みがうまくいかなくなってきているわけなんですね。グローバル

化、情報化をはじめとして、手の届かない動きが自分たちの生活を左右しているのではない

か、というような思いが広がっている。 

 そこで出てきているのが、中抜き民主主義ということなんですね。これも『ポピュリズム

という挑戦』の中で出したやつでもあるんですけれども、ご承知のとおり近年、いわゆる日

本の有権者の団体加入というのが大幅に低下しているわけです。かつては自治会に 3分の 2

の人が入っていたけど、今はもう 4分の 1ぐらいしか入っていない。農業団体、経済団体と

いった保守的な地盤を持つ団体もどんどんメンバーが減っている。自治会、町内会、特に地

方にいきますと保守系無所属議員のベースはこれなんですよね。農業団体や経済団体、例え

ば地元の商店街振興組合やらといった団体。これは基本的に保守政党の基盤でしたし、労働

組合は、これは左派政党や中道左派政党のベースです。かつては民社党、社会党。今もなお

国民民主党、立憲民主党、共産党は労働組合にそれなりに依存しているのは間違いないわけ

ですね。ところがその団体ひっくるめて、右も左もひっくるめて、半分以下に加入者を減ら

しているという状況を得ます。何が増えているかというと、唯一『加入していない』が 2倍

以上に激増していて、今や無組織層が最大グループということになるわけですね。 

 このように、既存の組織に入っていない人が多いときに選挙はどうなるかというと、かつ

てであればこれらの団体に入ったら、まずは選挙にもそこから駆り出される。かつては就職

したら労働組合にみんな入って、その労働組合の最初の仕事が 7月の参議院選挙だった、み

たいなこともあったわけですが、今はそのような動員というのはかなり弱体化しているわ

けですが。つまり何らかの団体に属し、その団体と密接な関係を持つ政党を支援し、そこに

アイデンティティーと信頼感を持つというその構図が既に変わってしまっているというこ

とになるわけです。 

 無組織層が多くなるとどうなるかというと、結局、この無組織層は団体を通じて動員でき

ないわけですので、逆に無組織層に受ける選挙のやり方というのは、既成政党や既存の団体

を既得権益と批判して、自分はそのような縛りを持っていないということを強調するやり

方なんですね。かつては選挙のときは、団体の支援を受けているということを事務所にいっ

ぱい貼り出して、それである程度団体支援を得たら、もう当選確実という時代があったわけ
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ですが、今は逆に既存の団体を批判するほうが受けがいいということさえあるわけであり

ます。 

 このような中抜き政治、団体を介さない中抜き政治、政党の組織を介さない中抜き政治と

いうのはヨーロッパではもっと進んでおりまして、オランダにおきましてはウィルダース

の率いる自由党という右派ポピュリスト政党は、党員は 1人しかいない。ところがそのフォ

ロワーは 80万人いて、政党 1人で選挙では 100万票以上かっさらって、現在、第 2党であ

るという状況なんですね。団体も、政党組織も全く存在しないわけなんですが、そのような

人物なんですが Twitterではなかなかセンセーショナルなことを語るわけなんですよ。 

 このような動きの中で、日本でもやはり中抜きの政治の在り方に対応しようという動き

も出てきてはおります。2017 年総選挙でも、立憲民主党では SNS を介したリベラル無党派

層へのアピールというものを行いまして、そこで立憲民主党がそこそこ成功したのは間違

いないわけですね。例の枝野氏もこの間の議論を踏まえているのか、「もう右や左ではなく

て、上対草の根である」という言い方をしていて、何だかさっきのツヴェタン・トドロフの

言い方をどっかで学んでるんじゃないかという気もしないこともありません。 

 また、昨年、今年で言えば例の維新は中抜き方法というのが鮮明でありまして、組織より

も無党派層にいかに対抗するかということを重視して、彼は選挙を展開しているというこ

とであります。そしてまた、参議院選挙においてはれいわと N国が、これまた既存の具体的

な組織に頼ることはほとんどなくインターネットを通じた宣伝、そしてまたもちろん街頭

での山本太郎氏の演説などを通して。ただ、それも結局インターネットを通じて多くの人に

届くことを狙っていますので、やっぱり中抜きの手法を取っているということがいえるわ

けであります。もはや団体や政党組織の顔がない時代になってしまっているわけですね。 

 このような中抜き状況は、全般的に実は生じておりまして、20 世紀型組織の凋落という

ものが全般に進んでいる。経済、政治、社会、メディア、教育現場。多方面で中抜きが生じ

ているわけなんですね。20 世紀にわれわれが前提としてきたような、いわゆる権威という

ものが相当弱まってしまっている。政党や労働組合、職業団体、町内会、宗教団体、PTA。

PTA もかつては飛ぶ鳥を落とす勢いだったのが、今は PTAにいかに入りたくないかという話

が中心になっているわけですね。あるいはピラミッド型構造の大企業や従来型メディア。文

壇、論壇、知識人、文化人。知識人という言葉は、昔は当たり前に使っていたんですが、今

はもう知識人なんていう言葉は全然説得力ないですよね。結局、何らかの権威というものが

世の中の議論をまとめて提示し、それを多くの人々がそうかと思って信じる、学ぶという構

図が相当崩れているということは間違いないわけであります。 

 経済分野では、中抜きは、これはもうご存じのとおり、直接取引やシェアリング経済の拡

大が進んでおりますし、メルカリなんていうのはまさにそうですよね。メディアにおいては

SNS を通じた情報収集や発信が一般化している。それによって既成メディアにおきましても、

いろんな主張をしても、それはネットにおける批判の対象となってしまうということにな

るわけです。このようなメディアの変化というのは、これはもう皆さんもよくお感じなって



13 

いることとは思うんですが、かつては例えば朝日新聞をはじめとする新聞業界というのは、

就職人気で言えば最上位を占めていたわけですが、今は全然、上位に出てこないということ

があるわけですね。 

 社会運動は、その点では中抜きの先頭を走っているというところがあります。例えば昨年

来のグレタ・トゥンベリさんをはじめとする若者たちの気候変動問題の対処を訴える世界

の若者の運動などは、これまた既存の団体というものをほとんど介していないわけなんで

すね。恐らくかつてだったら、気候変動問題はグリーンピースのような既成といいますか、

少なくともある程度組織を持った環境保護団体が主導してきたようなところがあったわけ

ですが、全然その存在が見えてこないわけなんです。むしろ若者たちがインターネット、

Twitter などを通じて緩やかにつながりながら運動を起こしているというのが現在の状況

だし、また、この数週間のブラック・ライブズ・マター運動にしても、これも誰か主導者が

いたり、あるいは組織が動いているわけではない。まさにネットワークの中での運動である

というのが近年の状況であるわけであります。 

 メディアの話で言いますと、これも非常に顕著に違いが出ているわけですね。先ほどから

お話ししている新聞。やはり新聞というのは、情報をしっかりコンパクトにバランスよくま

とめてくれるものだと私は思うんですけれども、その新聞を通じてニュースをどれだけ知

っているかというと、70代以上の人は 79.3パーセント。要するに 8割ですので、これはか

なり高いですよね。70 代以上のお年寄りは、新聞を読んで世界を知っているというのは明

らかでありますし、70代以上の方は、同時に NHKのテレビをしっかり見ている。74.6パー

セント。すごいですよね。要するに新聞を読んで、NHKテレビの 7時のニュースを見るとい

うパターンが完全に出来上がっちゃっているわけなんですよ。このようなパターンは、いわ

ば昭和のパターンでありますが、ある時期まではこの新聞を読んで、NHKのニュースを見て、

ある程度民放も見るというパターン、これが人々の情報を得る行動の王道だったわけです

ね。 

 ところが、新聞はこのように 60代、50代、40代、30代、20代と、滑るように下がって

いってしまって、もう今は 30代で 13パーセント。なかなか低いですね、これは。というこ

とで、皆さまが何十代がちょっと存じませんけれども、40代以上と 40代未満では結構、こ

の辺りの差も大きい感じがいたしますよね。恐らく 40代以上だと、新聞にこんなことが載

っていたよ、なんて話題も可能なのかもしれませんが、もうこの 30代以下では、新聞を見

たことがあるか、みたいな話になっちゃうんじゃないかという感じがいたしますね。 

 NHKテレビと新聞というのは非常によく似ていて、NHKを通じてニュースを見ている人の

割合というのは、これもほとんど新聞と相関している状況であります。民放テレビは、これ

は若干、NHK、新聞と違いまして、いわゆる 70代以上の人はそんなに民放によるニュースに

親近感を覚えていない。やっぱり『ニュースステーション』、『報道ステーション』的なもの

はどちらかといえばもうちょっと下の世代ということになりますかね。ただ、若い世代はそ

こそこ見ているとはいいながら、やはりここでも世代間の違いは大きい。どうしてもその違
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いが出てくるのはインターネットでありまして、70 代以上の人はわずかに 9.6 パーセント

しかインターネットを通じて報道を見ていないんですが、40代、30代になりますとインタ

ーネットを通じてニュースを見る人というのが 3 分の 2 近くになる。若い人はそもそもニ

ュースをあまり見ないということもありますが、いずれにしてもインターネットを通じて

さまざまな情報を得ているというのが 40代以下の、ある意味ではデフォルトということに

なっているわけでありまして。ここまでツールが違ってくると、そこから見えてくる世界が

相当変わってくるということは言うまでもありません。 

 以上のようにお話ししてみますと、やはり中抜きというのはメディアも含めたさまざま

なレベルで起きていることであって、それをうまく使えるかどうかというのがかなり重要

になってくる。実は、天皇においてもこの中抜き手法というのは使われているという面があ

るわけですね。どういうことかと申しますと、ご承知のとおり 2019年に天皇の代替わりが

起きたわけでありまして、生前退位と呼ばれていたんですが、とにかく退位して、新しい天

皇が即位するということが起きたわけなんですが。その政治プロセスを見ても、明らかに中

抜きの手法を天皇は用いたというのは、はっきりしているわけですね。 

 どういうことかと申しますと、もともと前天皇、現上皇は、2010 年頃から退位したいと

いう希望を周りには伝えていたし、それは政府側にも伝わっていたわけなんですね。ところ

が、それがなかなか実現しない。安倍政権は、基本的にそれに対して否定的に対応したため

に、政府の側から退位をお膳立てしようという動きは結局、最後まで起きなかったんですね。

そこで、前天皇は何をしたかというと、2016 年のテレビを通じての国民に対する直接のお

言葉の語り掛けだったわけです。すなわち政府や与党といった、あるいは野党といった何ら

かの中間的な組織や団体を介すことなく国民に呼び掛けることで、結果的には政治を動か

していったということになるわけですね。 

 この件に関しては、与党はもちろん野党の側も、もともとは自分たちは動くつもりはなく、

しかしながら実際にこの天皇のお言葉の後、世論の支持は圧倒的に天皇の「退位したい」と

いうお言葉に付いたわけですね。結局、その中の部分が世論と天皇に挟み撃ちにされて、結

果的にその方向で物事が進んでいったということになるわけであります。ちなみに前天皇

や現天皇は、ヨーロッパの動きなどもかなりよく知っていて、それも踏まえながら行動して

いたという面があります。2010 年代の前半には、ヨーロッパのオランダ、ベルギー、スペ

インにおいて相次いで 3人の国王、女王が退位の意向をテレビを通じて表明し、それを国民

が受け入れて退位が実現したということがあったんですね。ただ、日本ではあまりそれに関

心が向かなかったんですが、前天皇はその辺は、ヨーロッパは友達ですのでよく知っていた

わけで、その方法を使って今回、退位を実現したということになるわけです。なお私自身、

この 2018年に『現代世界の陛下たち』という各国の王室、それから皇室に関して、歴史と

現状を集めた本を君塚直隆さんという方と一緒に編集しておりまして、こちらはもし関心

のある方がおられたらお読みくださっても結構でございます。 

 さて、このようにいろんな話をしてきたわけなんですけれども、結局、中抜き時代におい
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て中間的な組織や、あるいは中間的な組織を支配してきたエリート層というものが、相当影

響力を弱めている。何々の権威みたいな言い方を昔はよく聞いたんですが、今はもう全然聞

かないですよね。じゃあ何が正しいのか。エリートが正しいのか。それとも民衆が正しいの

かという議論もあり得るわけなんですが、ただ私自身は、あまりその議論には意味がないと

思っておりまして。なぜかといいますと、どちらも間違えるからなんですね。大事なことは、

やっぱりダイアローグだと考えております。 

 ヨーロッパでは、この間、エリートのやり過ぎ、行き過ぎ。あるいは、例えばフランスで

あればエリート層が一方的にグローバリゼーションを進めて、それによって遅れた地域が

見捨てられてしまった。地域に失業者が広がってしまって、本来の国民がないがしろにされ

ている。それが結果的には、マリーヌ・ルペン支持につながっていったんですが。そのよう

なエリート層に対する不審が広がっていった中で、例えば EUにおいて、近年ではちょっと

別の試みもあるんですね。例えばヨーロッパでは夏時間廃止の問題がこの間、イシューとし

て大きかったんですけども、どうも EU では、この 2018 年というポピュリズムが相当勢力

を伸ばしてヨーロッパ秩序を揺るがしているときに重要なことを決めるとなると、やっぱ

りエリートの独断はやりたくなかったのかという感じがしますが、EU 市民におけるネット

アンケートというものを行います。これはもうできるんですよ。簡単に。 

 夏時間を廃止したいかどうか、というようなことを EU 市民に聞きましたら、そこで 460

万人が参加して、84 パーセントが廃止に賛成ということになりました。このような EU市民

におけるネットアンケートを経て、欧州議会における廃止決議。そして最終的には各国ごと

に決めるという形で物事が進んでいきまして。このプロセスに関しては、実は文句はどこか

らも出てこないんですね。なぜかといえば、エリートも動いたけれども市民のネットアンケ

ートもしっかり採って、市民の側の圧倒的な民意というのも明確に示される。最終的に、で

もどうやって具体化するかというと、それは国ごとにちゃんと決めてよいというわけです

ので、どこか一部分の上か下かの人々が自分たちの意見を押し付けて不満が残る、という形

にしてないわけなんです。 

 こんなに物事が、全て毎回うまくいくものではないでしょうが、しかしながらどちらが正

しいという議論をするのではなくて、やはりそこはまさに対話が必要だろうと。いろんなこ

とをいろんなレベルで議論をしながらコンセンサスを取っていく。そのプロセスをやらず

に、どちらが正しい、間違っているという議論をしても、恐らくそこには決着は永久につか

ないだろうと私自身は思っているところであります。 

 比較的、早足でお話ししてきましたけれども、最後に振り返ってみたいと思います。最初

にアンネ・フランクのお話をしまして、そこでステイホーム、強いられた中で彼女が、ある

意味では人間の持つ普遍的な在り方に迫ることができたんじゃないかというお話をしまし

たが。ただ、恐らくアンネ・フランク自身は、それでもやはりステイホームは彼女の本意に

かなうものではなかっただろうと思います。 

 彼女は、実は 1942 年に隠れ家生活に入るまで、9 年にわたって、このアムステルダムの
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隠れ家とはやや反対側の南東部にあるメルウェーデ広場という、その広場の周りの地域を

根城としていたんですね。アンネ・フランクが住んでいたのは、この右の建物。この辺りで

す。今、そこにはアンネ・フランクの銅像も立っているんですが、アンネ・フランクはこの

広場におきまして多くの子どもたちと出会い、そこで友情を育み、また実際この地域には、

ドイツから難民としてやってきたユダヤ人たちが多く住んでいましたので、そういうユダ

ヤ人のドイツ人の子どもたちとも仲良くなり、1942 年に至るまでこの広場で友達と遊び、

駆けずり回って、人生を謳歌していたわけなんですね。アンネ・フランクの家、アンネ・フ

ランクハウスといえばオランダではこの隠れ家のことなんですが、私自身は、本当の意味で

アンネ・フランクの家というのは、やはりこのメルウェーデ広場を囲む、まさに彼女の育っ

た場所だったんじゃないかと思うんですね。 

 広場といえばフォーラム。フォーラムという言葉は広場の語源になっておりますが、日本

産学フォーラムというのは、そのような広場であるようなことを目指しているんじゃない

かと私は思うところでございますが、そのような広場を回復していくこと。その広場の持つ

意味をあらためて理解した上で、ステイホームの時期、いろいろ考えざるを得なかった私た

ちは、あらためてそのフォーラムの意味を問い直すことが必要なんじゃないかと思うとこ

ろであります。 

 一応、60 分ぐらいお話ししましたので、取りあえず私の話は以上ということでよろしい

でしょうか。じゃあ、共有の停止をいたしますね。 

 

藤山：水島先生、大変ありがとうございました。非常に分かりやすいお話だったかなと思い

ます。皆さんに、ご質問なり考えたことをそれぞれ、きょうは時間たっぷりありますので、

お話ししていただきたいんですけれども。ちょっとその前に、水島先生に確認でちょっとお

伺いしておきたいなと幾つか思ったんですけど。きょうのお話の中に、ポピュリズムが果た

す民主主義に対する積極的に評価できるようなポイントと、従来言われている、ポピュリズ

ムというのはある意味では民主主義の行き詰まった最後の悪い面が出ているんだという感

覚とは違った問題提起をずっとされていたと思うんですけれども、その辺りのポピュリズ

ムが結果として積極的に評価できる部分もあるという話をちょっとだけしていただけると

ありがたいんですけど。 

 

水島：政治潮流に関する評価というのは、もちろん人によって政治的な評価は違っていると

思うんですけれども、例えば左派ポピュリズムっていうのは、やはり特に中南米においては、

ポピュリズムといえば大体、左派なんですね。その左派ポピュリズムがどういう役割を果た

したかというと、特に中南米に残る大土地所有制度であるとか、あるいは外国資本によって

国の基幹産業を支配されているということに対する民衆側の抵抗というものが、結果的に

は例えばペロニズムを生んで。その結果、中南米では 20世の半ばにかなり社会立法が進ん

だということがあったわけですね。ただ、もちろんだからといって私は左派ポピュリズムを
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礼賛するかというとそうでもなくて、ペロンは大変人気を博しましたけれども、他方でやは

りかなり強引な面もあって、特に農業利益層からはかなり恨まれたということがあるわけ

です。 

 ですので、ポピュリズムがいいか悪いかということを客観的に言うことは不可能であっ

て。やはり自分たちの見捨てられていた状況を、ある意味では救ってくれたと思う人にとっ

ては、ポピュリズムというのは積極的に意味があるでしょうし、ポピュリズムによってむし

ろ自分たちの本来の権利が侵されたと考える人にとっては、とんでもないということにな

るでしょうし。そこは政治的な評価ということになるかと思います。私は政治学者ですので、

いい悪いという議論はいたしませんが、少なくともその両面を見ることが必要だろうと思

っております。 

 

藤山：ありがとうございます。例えばポピュリズムという定義を、公益を議論しないで私益

を物差しとして投票行動をするっていうふうに例えば理解するというのはどうなんでしょ

う。それはなんか、ちょっと変。公益の議論はしなくて、私益のみによって投票行動をする

人。それに迎合する政治家がポピュリズム政治家でっていうような言い方っていうのはど

うなんでしょうか。今、下からとか上からとかいうことをおっしゃられたんですけど、下か

ら、上からって言うと社会階層みたいな感じがちょっとしちゃうので。そうではなくて、民

主主義の参加の仕方で、自分の私的利益の物差しに当てはまったものをやっていく、特に中

産階級が分裂して上と下に下がるときには、下がっていく人にとっては必死なんで、公益を

議論している政治家なんていうのはあまり意味がなくて、私益を議論して、自分に良くして

くれると思う人に投票しますよね。ポピュリズムっていうのはそういうことなんだってい

うふうに理解するっていうのはどうでしょうか。 

 

水島：いや、その理解の仕方はあまり聞いたことはないですね。というか、例えば公益を理

解している政治家は例えばどなたがいて、私益を代弁している政治家はどういう人がいて

とか。具体的なイメージがちょっと湧かないっていうのが。 

 

藤山：国の議論とかコミュニティーの議論よりも、自分を利してくれる議論に敏感になって

いる時代がポピュリズムの時代であって。そのときは、いつも中産階級が分裂しているって

いうふうに見た場合、そういう定義の仕方はできないのかなというふうにちょっと思った

んですけども。 

 

水島：いや。政治学の世界ですと、いわゆる既成政党や既存の政治の在り方を批判するとし

て、民衆にその根拠を求める在り方という、何ていうかニュートラルな言い方がポピュリズ

ムの定義としては一般的になっておりまして。多分そこで、そうすると何ていいますか、政

治的な批判になっちゃいませんでしょうか。私益に従って、という言い方になってしまうと。
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つまり自分と意見の違う人間、政治的立場の違う人間に対して、「おまえはポピュリストだ」

という、そういう政治的な批判の言葉としては、そういう言い方もあり得るのかもしれませ

んが。 

 

藤山：批判という言葉が最後に入ってくるかは別にしても、客観的な評価として、余裕があ

るときって国のこと、コミュニティーのことも国のことも論ぜられるけども、そうじゃない

ときっていうのは自分のことしか論ぜられないってことは、ままあるのかなというふうに

思ったんですが。いいです、それは。 

 そういうことで、今、お話をいただいたようなことの中で、皆さまがこのコロナの時期に

自粛で閉じこもって、巣ごもりをしていらっしゃった方も多いかと思うんですけれども、そ

の間にまずどんなことを考えていて、今の水島先生のお話に対してどんな話、質問をしたい

のか。ご自分の会社と、それからお名前を言った後に、今の質問をしていただきたいと思い

ます。どなたから。これは梅原さんからかな。 

 

梅原：そうですね。いいですか。ちょうど手を挙げようと思ってました。 

 

藤山：ちょっと右手が動いたから。 

 

梅原：すいません。ちょっとセンスのいい質問でないかもしれない。JSTの梅原と申します。 

 

藤山：まず自粛中とか今回、何か特に考えたことっていうのはありますか。こんなことに気

付いたとか。 

 

梅原：いろいろあるんですけれども、ちょっとこの話に絡めようとするとテレワークを思い

浮かべるんです。私自身は、テレワークを人生の中で初めてやりまして、2カ月ぐらいうち

の会社はあったんですけれども、やっぱり所属感っていうんでしょうかね。いつも周りと話

しながら進めていた仕事が、がらっと変わって。電話とかはあるんですけれどもなかなか所

属感のない、自分で何かを出していくっていうところが非常に強調された気がしていて。そ

うすると、今まで会社の中のコミュニティーの中の一員っていうところが、若干薄く感じる

ようになったんですね。今は私も出勤に戻りましたので、また元どおりのやり方をするんで

すけども、かなりコロナの前後で意識が変わった面があったと思います。 

 きょうは、中抜きっていうのが一つのキーワードだと思うんですけれども、途中の先生の

スライドの中でも、団体に所属するものがかなり減っている、そういったところの中で経済

とかメディアの中抜きってお話がありましたが、多分、労働でも今は中抜きっていうのが結

構あるんじゃないかと思っていまして。フリーランスの方が増えたりとか、所属しないでい

ろんなところに少しずつ兼業しているっていう形が増えていく中で、なかなか、一対一の関
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係だったものが一対多になっているんじゃないか。それが政治に当てはまったときに、ある

程度ポピュリズムみたいなものにつながっているんじゃないかなというのを、ちょっと本

を読んだり、きょうの講演を伺ったりして、無理やりつなげようと今はしているんですけど、

感じた次第です。 

 そういう意味では、質問としては、軽やかに動く、いわゆるグローバリズムが進んだこと

によってその人たちが流動していって、柔軟性が高まった中でこのポピュリズムっていう

ものを捉えることができているかどうか。SNSの話もあったような形で、社会全体がそうい

う流動性なり柔軟性が高まったことによって、このポピュリズムもやはり流れを持ってき

たっていう解釈が可能かどうかを、まずお伺いしてよろしいでしょうか。 

 

水島：ありがとうございます。大変鋭いご指摘で、ありがとうございます。先ほどの、今お

っしゃったいわゆるコミュニティー感覚。会社に持っていたコミュニティー感覚が弱くな

ったんじゃないかというご指摘ですが、この間、かなり多くの人がされていることだという

感じがしまして。例えばある方なんかは、かつては仕事が終わったら、部署で全員で飲みに

行くっていうのが当たり前だったけど、もうなんかそういうことって意味ないよねってい

う雰囲気になったっていう。なかなか面白いなと。ただ、逆に自分と本当に一緒に飲みたい

人とは飲むけれども、この部署に属しているんだからみんなで一緒に飲みに行かなきゃい

けないってことに関しては、もうみんななんか白けちゃってるよねっていう、そんな話をし

ていたんですね。 

 恐らく今おっしゃったことは、いろんな場面に当てはまることで、どこかの部署であると

か、あるいは片仮名の会社であるとか、あるいは団体というものが個人を守り、そしてまた

逆に個人をその場所に縛り付けていたその在り方自体が、今はかなり変わらざるを得ない。

特に今回のコロナ、それからステイホームとテレワークにおいて、まさに自分がどう動くか

というところが重要であって、どの組織にいるかということ自体以上に、自分がどうその枠

を超えてネットワークをつくっていくかということが重要になってくると思うんですね。

そのような流動性についてのご指摘と、ポピュリズムもそのとおりで、そのような流動的な

社会の在り方の一つがポピュリズムであるけれども、また他方でそれ以外のさまざまな動

き、要するにポピュリズムも出てくるけれども、他方でグレタさん的な動きも出てくる。も

う組織の旗の下に集まるのではなくて、それぞれのネットワークをつくりながら行動して

いく時代になったんじゃないかと思うんですね。 

 例えば私など学生と接することが多いわけなんですけれども、こういった話をすると、サ

ークルに関しても同じことが言えますっていうことになるんですよ。どういうことかとい

うと、例えば、恐らくある程度までの世代は、サークルに入ったら、1年生はどちらかとい

えば雑巾がけみたいに、先輩に従って。それで 2年生、3年生、4年生になって偉くなると

ようやくそのサークルで発言権が出てくるみたいな。ところが今の大学生は、そういった何

年たってようやく発言できるみたいなサークルなんて何の興味もないって話で。むしろ自



20 

分たちで好きな者同士で集まって、ネットワークつくってやったほうがずっと楽しいじゃ

ないですかって言うんですよ。 

 やっぱり会社でも、団体でも、サークルでも、上の者に従うのが当然で、上の者の言うこ

とが間違っていたとしても取りあえずは従った顔をしておきましょうっていうカルチャー

そのものが変わっている。まさにグレタさんなんかは、もう大人の言うことを聞くと全く逆

ですけれども、そこにでも、若者たちが共感する時代になっているんじゃないかということ

も思うわけですね。こんなところでよろしいでしょうか。 

 

梅原：ありがとうございます。 

 

藤山：今のお話について、何か関連してお話ししたい方、いらっしゃいますか。下の人が好

きな者同士っていうのは、チャンスがどんどん増えたので確かにそうだと思うんですけど、

昔からありましたよね。昔から、その組織にいなきゃいけないので組織には従うけれども、

その仁義は切るけれども、一番楽しいのはやっぱり自分のネットワークのつくっているほ

うなのでっていうので。公然とその組織のところに対して公私っていうのを分けようって

いうことが言えるようになってきたっていう流れはあるかもしれないですね。 

  

水島：もちろん、かつても個人が内面まで抑圧されていたとは、私も考えないんですね。た

だ、よく昔からなされている世論調査に、残業を命じられたときにデートとどちらを優先す

るかっていう調査だと、これも 21世紀に入って逆転して、今は明らかにデートを優先する、

というふうになっているわけですね。恐らくかつてはデートの約束よりも、残業を命じられ

た、そちらのほうを優先して、恋人にはごめんと言って残業したという。そこはでも、変わ

ってきている。公私の別をつけるという点ではそうかもしれませんが、やっぱり優先順位が

変わってきたのかという感じはするんですよね。 

 

藤山：それは先進国においてっていうことですかね。それとも先進国、途上国かかわりなく

ということですかね。 

 

水島：会社あるいは残業っていうのは、これもちょっと日本特有のもので。そもそもヨーロ

ッパ人も、アジアの人々も、会社に対する帰属意識が非常に弱いですので、恐らくちょっと

どちらを優先するかっていうのが、あまり問いとして議論を持たないかもしれないので。日

本社会の変化を象徴するものかなと、私は思うんですよね。 

 

藤山：ありがとうございます。他にありませんか。これ、手を挙げられるようになってるん

だよね。確か。挙手ができるようになっているのかな。 

 



21 

小原：参加者のタグから入っていただきますと、一番下に挙手の欄があります。 

 

藤山：じゃあ磯部さん、お願いします。磯部さん、見えないね。 

 

磯部：すいません。見えてなくて申し訳ないです。先ほどの講義の中で、今後、大切なこと

はダイアローグだというようなお話をいただいたと思うんですけど。一方で、今、起きてい

るこのポピュリズムというのが、非常にカリスマ的なリーダーによるレトリカルな演説と

いうことで、ものすごく自分の捉え方としては、ダイアローグという、いわゆる相手の言う

ことをある程度受け入れながら、仮説を保留しながら論議を進めていって、やりたいことを

どんどんシェアをしていくというか、意思統一を図って進めていくというのに対して、非常

に何か逆説的なリーダーシップなのかなと。いわゆるサーバント・リーダーシップみたいな

ものと、こういうカリスマ・リーダーシップっていうものの違いのような気がしたんですが。 

 何を言いたいかというと、すごく危うい政治の在り方なのかなという気がしたんですけ

ど。例えば先ほどのマクロンが当選した後、上に上がってしまって、下から上へという構図

に陥ってしまうというのと同じように、ダイアローグを進めていく上で、どんどんカリスマ

的リーダーというのが上に、上に上がっていってしまうと、すごく危うい。今も例えばアメ

リカもそのような状況に陥っているんじゃないのかなと思うんですけど、その辺はどうお

考えになっていらっしゃいますか。 

 

水島：私は、ポピュリストリーダーが積極的に意味があると言っているわけでは全くなくて、

今の危うさに関するご指摘は全くそのとおりだと思うんですね。ただ、そのような危うさを

起こさないためにどうしたらいいかというときに、例えばヨーロッパで言えば、既存のエリ

ート層が人々と隔絶した面が非常に強かったわけなんですよね。例えばヨーロッパ統合と

いうのは基本的にエリートの試みであるというのは、これは誰もが一致して指摘するとこ

ろであって、そのプロセスの中で、なかなか EUのそれぞれの市民に、これ以上ヨーロッパ

統合を進めるべきかどうかということを問いただすということはしていなかったし。例え

ばユーロの導入なども、かなり批判も強かったんですが、ヨーロッパ統合の理想をエリート

が進めた結果、ユーロというのが導入されたという面があって。これは、経済学的にはギリ

シャもドイツも同じユーロを使うというのは、これはもう明らかに不合理だろうというこ

とが言われても、やっぱりそれはエリートが進めたことではあったわけです。 

 ただ、そうなると逆にそのような既存のエリート批判というものが非常に強い形で表れ

ざるを得ない。それをうまく利用したポピュリストリーダーが、むしろそのチャンスを生か

して上にのし上がってくるということがある。危ない、まさに危ういんですけれども、その

危うさをどう引き起こして、どう事前に解決するかというと、やっぱり既存のエリートも下

に下りてきてダイアローグをしないと、恐らくはうまくいかないだろうと思うところでは

あるんですね。 
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磯部：ありがとうございます。もう 1点、いいですか。私は正直、スイスという国に詳しく

ないんですけど、いわゆる直接民主主義のスイスという国は、ポピュリズムというか政党政

治でもないのかもしれないですけど、あそここそ今、直接民意を反映するような政治システ

ムだという理解をしているんですけど、それはポピュリズムという捉え方とはまた違うわ

けですよね。上も下もないと考えたらいいんですか。どう理解したらいいんでしょう。スイ

スという国の政治は。 

 

水島：スイスという国は、基本的にかなり物事を進めるのに、良くも悪くも慎重な国でして。

なぜかというと、カントン、州が少しずつ集まってできた国ですので、中央集権的な権力を

つくりたくないということがあるわけですね。ドイツ語、フランス語、イタリア語という三

つの言語を話されていて、宗教的にもプロテスタントとカトリックが両方、均衡していて。

しかもその山の間にカントンがあるという形ですので、なるべくいろんなハードルを設け

て全てのハードルをクリアした政策だけが実施されるという、それがスイスの在り方なん

ですね。ですので、国民投票でいきなりどんどん、物事をばんばん決めていくというわけで

はなくて、いろんなルートといいますか、ハードルを越えた後、最後の国民投票のハードル

を越えてようやく実現する。例えばスイスの場合はいまだに EUには加盟していないですし、

国連加盟もかなり遅かったわけですね。むしろそれは集権的なフランスのような国家とは、

全く真逆の国だといえます。ですので、ポピュリズムとは本来的には相性は良くないと思い

ますね。 

 

磯部：なるほど。ありがとうございます。 

 

藤山：今、磯部さんは最初のところのルールで、自粛中どんなことを考えてましたかという

のがなかったんですけど。 

 

磯部：ええ。すみません。まず、仕事の面で言いますと、実はこういうテレワークというか

ビデオを使ったやりとりっていうのは、海外、われわれご存じのようにルノーとのやりとり

も多いわけですから、そういう意味ではこういう Skypeなり Zoom とか Teamsを使った会議

というのは、比較的慣れていましたし、自分が結構、出張も多いものですから、出張先から

会社との会議をやるというのもよくあったことなので、そんなに違和感がないですね。 

 一方でプライベートに目を向けますと、逆にリモートでいろんなことができるなってい

うのが。正直、友達とかプライベートな面で話をするときっていうのはやっぱりフェース・

ツー・フェースが基本だなっていうのに対して、ウェブで飲み会みたいなことはあり得ない

だろうなと思ってたんですけど、実はもう毎週やってたりですね。あとは、室内でやるスポ

ーツみたいなものも、グループで実はスポーツが室内でできたりとか、いろんなことができ

るなっていう。逆に僕は、視野が広がったなっていう印象がすごく強いですね。 
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藤山：そうすると、コロナが 3、4年でもし収束していっても、これによって働き方が変わ

る部分がちょっとはあるっていう感じですか。 

 

磯部：働き方のみならず、やっぱり生活の仕方もだいぶ変わるんじゃないかなと思いますね。

いまだに。 

 

藤山：ありがとうございました。それじゃあヨシダさん。お願いします。 

 

吉田：東芝のヨシダです。よろしくお願いします。 

 

水島：よろしくお願いします。 

 

吉田：東芝は、比較的早い段階からコロナ対策というか在宅勤務を始めて、今でも業務遂行

を前提にした最大限の在宅勤務っていうのが今の勤務体系になっています。研究所なので、

私が所属している所は。特に IT 系ということで、在宅でも十分業務できるよねということ

で、今でも出社率が 10 パーセントから 15 パーセントで勤務しているというのがわれわれ

の研究部隊の在宅勤務の仕方になっています。業務できるよねっていう観点でいったとき

に、確かに業務はできるんですね。それで、それぞれ与えられた仕事が進んでいますねって

いうことを確認できるんですけど、これが本当に続いていったときに、新しい、ここから発

見とか研究テーマが生まれ得るのかというのが、今、研究所の中で本当に難しい議論をして

いて。それが、本当に今は 100パーセント、業務遂行できている状態なのかっていうのが、

今はわれわれの中ですごく悩んでいるポイントであります。 

 

藤山：なるほど。 

 

吉田：やっぱり本質的には、何だろうな、質の高い対話が本当にこのテレワークの状態でで

き得るのかということなんです。その観点で水島先生に少し質問させていただきたいのは、

この中抜きっていう状態が本当に、今まで中抜きじゃない時代に比べて本当に建設的な議

論とか、積極的な議論とか、そういうことが可能になるのかどうかというところが少し心配

になっていまして。そこについて、対話っていう観点でご助言をいただきたいなというのが

一つと。 

 もう一つ、その対話に関連して、対話をするにはどうしてもリテラシーがそろっていると

か、基本的な言語が整っているということがとても大事だと思って。この資本主義社会の中

で格差、貧困が生まれてきて、その下の層の人たちがこのポピュリズムを支えているとする

と、その下の層と上の層が本当に正しい対話をするときにあたってリテラシーの差を埋め

るための教育の役割というんですか。こういうところの観点から、対話がどういうふうにあ
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るべきかというところについて、何かご助言をいただければありがたいなというふうに思

います。この 2点です。 

 

藤山：ありがとうございました。 

 

水島：中抜きでイノベーションが生じ得るか。これは、私も未来予測なんていうのはとても

する立場にはございませんけれども。イノベーションはどう起きるかというときに、集団の

中だからこそ起きる場合もあれば、集団の外にいるからこそ起きる場合もあるといえるわ

けなんですね。日本がこの間、かなり、20 年ぐらいいろんな面で立ち遅れてしまったとい

われるのは、日本社会における集団中心的な在り方の、どちらかというと負の面が出てきた

面もあるんじゃないかと私は思っているところではあるんですね。 

 例えばご承知のとおり、この間、小中学校、高校が 2カ月ぐらいにわたって完全に停止し

て。もちろん宿題は若干出たとはいいながら、オンライン授業の試みは本当に一部にしかす

ぎなかったということなんですね。経済発展の度合いからいけば、日本よりずっと下の国々

がオンライン授業をどんどん進めているということがある。なんで日本がやりたがらない

かというと、全員に平等な教育を普及できないからという、それはそれで正しい理屈ではあ

るわけなんですね。ただ、それを言っているといつまでもできないということになってしま

う。やっぱりやれるところはやって、どうしてもそこで問題が生じたら、そこにはしっかり

資源を投入して対応するというほうが、恐らくいいんじゃないかと私は思うんですけれど

も。やっぱり日本社会は一律的な在り方をどうしてもまだ引きずっているところがあって。

それは、やっぱりイノベーションはそちらのほうこそ起きにくいんじゃないかと思うんで

すね。ただ、今、日本で個人個人をただばらばらにして、中抜きでイノベーションが起きる

かというと、そうとも言い難い。やっぱり個人個人にそれなりのものが備わってないとイノ

ベーションが起きにくいということはあるわけなんですね。 

 そうだ。ここでちょっと画面を一つ、共有させてください。ちょうど、競争力やイノベー

ションというような話で。すいません、こちら。ちょうど数日前の日本経済新聞なんですけ

れども、例の国際競争力の比較というのが出ておりまして。今回、スイスの話も出てるんで

すけれども、スイスは相変わらずやたらに高いんですよね。分権的で非効率的な国と見える

スイスが、実は競争力の点では世界最高水準にあって。日本はどこかというと、なかなか下

のほうに見えてこなくて、ようやく 34 位で、これがまた順位を下げているわけなんです。

もちろんこのような競争力の比較というのは、何を基準に取るかによって違ってくるわけ

なんですけれども、少なくとも今の日本がうまくいっている状況にあるとはなかなか言い

難いし、他方でポピュリズムが最近力を伸ばしているけれども、政治体制としてはやたらし

ち面倒くさい仕組みをつくっているスイスのほうがずっと高いところにいる。ヨーロッパ

もそうなんですが、あんまり一律的な発想は取らないんですよね。ちょっとこのままでいい

のかなというところはやっぱりあるところであります。 
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 それから先ほど、対話の可能性なんですけれども、私自身は、例えば同じ日本の中で中間

層と中・下層の市民の間に対話ができないとは全く思っていなくて。少なくとも同じ言語を

共有していて対話ができないということはあり得ないし、もしできないとすれば、やっぱり

それは対話を拒否する部分がどこかにあるんじゃないかと思います。もちろん世界には対

話ができないような相手も中にはいるかもしれないけれども、ただしかし、これはグローバ

ルな体験をお持ちの皆さんが本当に体験できない、対話ができないってしょっちゅう遭っ

ているかというと、多分そんなことはない。やっぱりそれはこちらの姿勢、どういった姿勢

で相手に対するかというところがあると思うんですね。個人個人がつくるネットワークと

いうのは、そのようなそれぞれの属する属性を越えたつながり、それが見いだせるかどうか

が重要だと私は思っているところでございます。じゃあ、画面共有を停止いたします。 

 

藤山：よろしいでしょうか。 

 

吉田：ありがとうございました。 

 

藤山：それでは、その次は城戸崎さん。お願いします。ミュート解除をしてください。 

 

城戸崎：城戸崎です。聞こえますか。 

 

藤山：はい。聞こえます。 

 

城戸崎：自分は、実はあんまりコロナの期間中、テレワークしてなくて、BCP対応で大体会

社に来てたんですけど。ただ、今はちょっとキヤノンの開発の中でどうやったらテレワーク

で生産性が本当に上がるかっていうのをちょっと、まとめみたいなことをやっていて。あら

ためてテレワークをやったときの生産性をいろいろ見ると、仕事の成果ってどういうふう

に考えるのかなって、今はすごく考えています。やることが明確で、量が測れて、質もある

程度分かるようなってということだとテレワークっていうのは向くんだけど、創造的な業

務で、何かをすごく考えながら最終的にできるものはパワポ 1 枚というような仕事とかも

あると思うんですよね。そうしたときに、あらためてそういった仕事の成果とか質っていう

ものを考えたときに、業務って一体何なんだろうなとか。それは日本でいう時間で縛られた

仕事のスタイルから、だんだん成果っていうものになっていく過程の中で、われわれの仕事

はどういうふうに考えなきゃいけないのかなっていうのを、実はここ 2週間ぐらい、すごく

考えています。 

 ちょっと私もちょっといろいろ変わんなきゃいけないなってあらためて思っているんで

すけど。今回、本を読ませていただいて、ポピュリズムっていうのはいい面と悪い面がある

なっていうのがよく分かりました。いい面としては、忘れられた人々の声を拾えたり、改革
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のエネルギーがあるということと。悪い面は、一方的な決定だったり、不可逆的になりやす

いなっていうところとか、議論が生まれにくいなっていう中で、これからの民主主義って考

えたときに、こういうポピュリズムっていうものはまだ続くとは思うので、あるとは思うん

ですけど、いかに民意を捉えて自己改革をできるような組織になるかっていうのがすごく

大事なポイントなのかなっていうふうに思っていて。こういう既成政党だと自己改革って

難しいかもしれないんですけど、そういったことが自ら成功している国とかそういうのが

あったら、ちょっと教えてほしいなと思って。 

 

水島：ありがとうございます。業務って何だろうと考えておられるということなんですけれ

ども、やっぱりそこも問い直されてしまっているのかなという感じがいたしますよね。日本

の労働生産性、単位時間当たりの労働生産性は、実は低いところがあって。なぜかというと、

日本は、例えば上司が帰らないと部下も帰れないとか、あるいはみんな一緒の同じ時間、長

い時間働くというカルチャーがあるために、欧米のように自分の仕事が終わったら、さっと

帰るというふうにいかないので、結果的に労働時間が長くなって、時間当たりの生産性は低

いということはあるんですけれども。テレワークになるとそういった意味で、みんなで同じ

時間、同時に働いているという感覚がなくなるので、そうなると一体、業務の質は何なんだ

ろうということが問い直されざるを得ないと思いますし、今回はいい機会なんじゃないか

と個人的には思っているところではあります。 

 それから、このようなポピュリズムの良い面と悪い面がありながら、民意を捉えて自己改

革を進めている国が歴史の中にあるかというと、やっぱりこれはアメリカとしか言いよう

がないですね。 

 

城戸崎：アメリカなんですか。 

 

水島：だと思いますね。というのは、実はアメリカにおいては共和党と民主党という二大政

党がありますが、この二大政党いずれも 150年の歴史を持っているんですよ。150年間にわ

たってアメリカではこの二大政党が、ずっと二大政党なんです。これはもうちょっと考えら

れないことで。例えば日本の自民党にしろ、日本の、立憲民主党とかはもう話になりません

が、自民党でさえ 1955 年以来であって、他の韓国なんかを見ても、ヨーロッパを見ても、

150 年にわたって同じ政党が同じ政党であり続けるというのはないわけですね。 

 なぜアメリカはそれが可能なのかというと、基本的にさまざまな新しい動きを、結果的に

はうまく吸収できるシステムになっているんです。つまり政党レベルでは、共和党や民主党

というのは政党組織がそもそも全然、日本やヨーロッパと違っていて、有権者が支持政党と

して登録しているだけで党になっちゃうわけですので、ものすごくハードルが低いんです

ね。トランプなんかにしても、本来の共和党とは相いれないものでありながら、共和党とい

う枠を通して大統領になっていく。その共和党の大統領が、今回はかなり、今回といいます
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か、ここ数年かなりエキセントリックな方向に行くとそれに対する反発も生まれてきて、そ

れが次の時代をつくっていくエネルギーになっていくと。 

 実はアメリカという国は、あのトランプでさえ、アメリカの憲法体制そのものを否定する

ということは一切やってないんですね。アメリカ憲法の精神に反するじゃないかと思うか

もしれませんが、ただ、あのトランプでもアメリカという国をそもそもひっくり返そうとす

ることはしてはいない。結局、アメリカの多様な形の中の一つの在り方であって、次には恐

らく別の在り方が出てくるだろうと思うんですね。このような自己改革、さまざまな動きを

拾っていきながら変わっていける在り方ができるというのは、やっぱりその国の中に多様

性を許容するものが、文化があって、あるときはこちら側、あるときはこちら側という形で、

うまい形で補い合いながら出てくるということがあるわけですね。これもせっかくなので、

画面の共有のほうにいきたいと思うんですけれども。これだ。こちら。 

 数年前にベストセラーとなった本に『11 の国のアメリカ史』という本があります。これ

は、アメリカが実は地域によってほとんど国が違うというぐらいまでに多様性を持った国

であって、実はどの部分がどういう形で表れるかによってアメリカの歴史は大きく変わっ

てきたかということを描いたもので、非常に面白い本です。 

 アメリカではご承知のとおり、共和党は南部とか中部に強くて、民主党はニューヨークの

ような東海岸、それから西海岸のカリフォルニア州とかワシントン州などで強いというこ

とがありますが、一体なんでそんなに分かれてしまうんだろうということを歴史にたどっ

て、歴史を掘り起こすことによって明らかにしたもので、これを読んで、私はアメリカとい

う国を本当に理解できたという感じがしたんですけれども。ただ、他方でそれだけの、国の

中に異なる国があるような多様性を持っているからこそ、いろんな時代の変化の中で、ある

ときはある部分がうまく出てきて、別のときには別の部分が出てきて。例えばニューディー

ルは新しい 1930 年代の革新ですけれども、それが 1960 年代になるとケネディが出てきて

という、そういった多様性の中からいろんな引き出しをもって動き得る。その点ではアメリ

カは、良くも悪くも一番強い国だという感じは私はするところではありますね。 

 

城戸崎：ありがとうございます。 

 

水島：共有停止します。 

 

藤山：今の。ごめんなさい、どうぞ。 

 

城戸崎：アメリカって、前回、民主主義の歴史を聞いたときには自治がしっかりしていて、

国がちょっと弱いという印象が強くあったんですね。その中でも変わっていってそれを取

り込むという力がアメリカの中では強いっていうふうに聞いたんで、そうなのかって、あら

ためてちょっと思いながら。でも、本の中ではホワイトハウスというか、あそこに対しては
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かなり、何ていうんですかね、決定が遅いみたいな印象を受けたので、ちょっと今、頭の中

で整理を。どうしようかなって思ってました。今。 

 

水島：それは十分両立し得る話で。要するにホワイトハウスに対抗する、というその旗を掲

げて新しい勢力が常に出てくるわけなんですよ。 

 

城戸崎：それで改革をするということですか。 

 

水島：そうなんですよ。要するにホワイトハウスに巣くっている連中を追い出せという動き

がいろんなところから起きてくるわけです。例の 150年前のリンカーンだって、同じような

ことをやってきたわけなんですよね。ある意味ではデモクラシーというのは、レジリエンシ

ーが重要で。何かどこかに一つの正しいデモクラシーがあって、それ以外は許さないという

のではなくて、デモクラシーは中に多様なものを抱えて、そして新しい状況が起きてくると、

その手駒をどんどん出していく。それが一番、強いんじゃないでしょうか。だから、私なん

かが先ほどお話ししたような、日本で学校教育が 3 カ月ぐらい停止してしまったというの

は、やっぱりレジリエンシーが正直、なかったんじゃないか。本当は、例えばある地域では

こんな形でうまく学校教育を回していって、みたいな話がいろいろ出てくるかと思ったら、

結局、オンライン教育をしっかりできたのは、一部の比較的お金をしっかり親から取ってい

る私立学校ばっかりという、何だか悲しい話だったというのが私の印象でございますね。 

 

城戸崎：ありがとうございます。よく分かりました。 

 

藤山：今の先生の中で、アメリカは確かに共和党の中からトランプが出てきて、民主党の中

からサンダースが出てきたわけですよね。ヨーロッパでは、例えばルペンなんかは違うとこ

ろから出てきているわけだし。そうすると、既存政党をむしろ壊す方向でというか骨抜きに

する方向で動いていったわけですけど、自分の存在も、じゃあ 100年続くような存在で今、

動いているかというと、今のままじゃ恐らく 100年は続かないわけで。 

 

水島：いや、もう 10 年続くとも言えないです。本当ですよ。 

 

藤山：そうすると、結局、日本なんかの自民党が派閥の政治を持っていたときに、例えば非

常にクリーンなインテリに受けるとか、もうちょっと蛮勇を発揮できるところに国難が差

し掛かっているかというときにカードを変えて、うまく機能したような感じがしたのと同

じような感じを、アメリカの今の政党は持っているっていうことですかね。 
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水島：確かに日本の自民党は、少なくとも日本の政党の中では明らかに内部に多元的な潮流

を抱えているが故に生き残ってきたという面は間違いなくありますよね。金権政治が批判

されたらクリーン三木が出てくるとか、あるいは支持率 9パーセントの森首相が、もうこれ

はどうしようもないっていう状況になったら小泉純一郎氏が出てくるという形で。自民党

が狭い一枚岩ではなくて、内部にやや意見が違う人間も抱えていたからこそ、自民党の中で

の政権交代という形で、結果的には自民党一党優位を続けてきた。そこが自民党の持つ優位

性ではありますね。 

 

藤山：日本のポピュリズムの中に、自民党がもうちょっと、幅がちょっと今はなくなってい

る感じが昔よりはあって。新しく出てくるよりは、自民党の中にそういう主張が出てきたほ

うがうまく機能するかもしれませんね。 

 

水島：恐らく小泉進次郎っていうのは、自民党にとってうまい玉なんでしょうけど。なかな

かそれをうまく生かしているようにも見えないですよね。 

 

藤山：なるほど。 

 

水島：いや、なかなか。 

 

藤山：では、川名先生、次、よろしくお願いします。 

 

川名：川名でございます。大学人として参加をしております。専門は国際政治学で、広い意

味では先生と同じような問題について見ているのかなというふうに思います。こういう場

所でお会いするというのは珍しいパターンですけれども、お目にかかれて光栄です。どうぞ

よろしくお願いします。 

 

水島：よろしくお願いします。 

 

川名：まず、コロナの自粛期間ということですけれども。ほぼ Zoom で授業をやったり、会

議をやったり。きょうも朝 9 時から Zoom 漬けで、もう Zoom が嫌になっちゃってるんです

けれども。いろんなことを考えました。ちょうど大学のホームページに上がっている

YouTube があるんですけど、そこでモニタリングとサーベイランスの境界線が曖昧になって

いるっていう話をして、それがジョージ・オーウェルの『一九八四年』が書いたものとは、

ちょっと異質の形で監視の形態が変容しているっていうような話をしたんですけど。それ

はちょっと真面目な話なので、置いといて。 

 ちょっとふざけたところで一つあるとすると、3月の時点で、各国がかなり早い段階でロ
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ックダウンという決断をして、経済を止めてしまった。このことが、きょうの水島先生のお

話とももしかしたら関連するのかもしれないけれども、民主主義というか、時にシルバーデ

モクラシーというふうにやゆされるものの本質が出たというか。馬脚を現したじゃないけ

れども、要するに統治権力の側にある人たちにとって非常にリスクがある問題というのが、

このコロナの問題で。例えば大規模な人災というか人が死ぬ事象として、一つは戦争とか紛

争というのがあるわけですけれども、そっちはシニアが死ぬのではなくてジュニアが、若者

が死ぬ現象で。こっちの場合、なかなか政策決定者たちが、当事者性っていうのがあまり感

じられないのか分かりませんけれども、とにかく停戦とか紛争の終結っていう意思決定が、

なかなかなされない。ところが政策決定者の側が犠牲者になり得るようなリスクに国家が

直面した場合には、あれほど早い決断がなされるということで、この論点というのはもう少

し若者が感じていいようなところなのかなというふうに。ちょっとこれはふざけた話です

けれども、考えたことです。 

 ここからは、先生の今回のご講演に対する私なりの質問ということであって。こういう場

であまり学問的な話をしてもしょうがないとは思いつつ、私もゼミで昨年、『左派ポピュリ

ズムのために』を扱ったりして、中道の復権、思想、言説上の中道の復権というテーマで本

を書いたりしてますので、どうしても先生の話に、もっと聞いてみたいという欲があります

のでちょっと突っ込んだ話をさせていただくと。先生のお話は、私なんかだとデュルケムの

国家と中間集団と個人。その中間集団がごそっと抜けるというのが先生のおっしゃってい

る中抜きの議論とまぁまぁ辻褄が合うのかな、なんていうふうに思って聞いておりました。 

 そういう意味からすると、先生の本日のお話の着地点としての一つのフォーラムですね。

ダイアローグの場を建設する、そこがとても興味深くて。要するにデュルケムなんかが言っ

ているのは、いわゆる中があることが問題っていうのはいわゆる個人の人格が開放されな

いということですよね。デュルケム的に言うと、国家の本質的な機能っていうのは個人の人

格の開放にあるんだというふうに彼なんかは言うので、そのためには中間集団というもの

を解体する必要があると。ところがその中間集団を解体してしまうと、個人と国家の間にあ

るもの、あったものがなくなっちゃうというか無力化されることによって、ばらばらになっ

た個人が中央の権力に一元的に操作されちゃうという、こういう問題が出てくると。従って

中間集団というのは、中というのは、いったん壊した上で再建することが要求されるんだと

いうような議論されていると、私は勉強をしてきました。これは丸山眞男なんかも同じよう

なことをおっしゃっていたかと思うんですが。 

 そういう意味で先生のおっしゃっているフォーラムの再建というのは、こういうデュル

ケム的な議論、あるいは丸山的な議論との関係性というんですかね。というのは、先生は意

識されて議論を構築されたりというのはされているんでしょうか。そこがとっても関心が

あるポイントです。 
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水島：ありがとうございます。何ていうか、私以上に私のお話を理解してくださって。ご指

摘ありがとうございます。最初のほうのお話も、実は結構、重要なテーマだと思っておりま

して。今回の新型感染症は、老人にとって大変リスクが高い感染症であるということが明ら

かになっているわけなんですけれども。例えば今回、スウェーデンがロックダウンをせずに

日常生活をほぼほぼ続けながら、ソーシャルディスタンスを多少取る程度で経済活動、社会

生活を行っていたというのがかなり注目されたわけなんですけれども。そして、そこそこう

まくいっていたのは事実なんですが、他方で死亡率は北欧の中でも圧倒的に高くて、しかも

亡くなった人の半分が、大体、老人施設にあると。 

 やっぱり私が思うのは、良くも悪くもスウェーデンではシルバーデモクラシーがなかっ

たんだなということなんですよ。日本は明らかに高齢男性が政治の中心を握っていますの

で、老人ホームで老人がたくさん亡くなるような事態は、多分日本は許容しにくいだろうと

思うんです。ただ、ヨーロッパはそもそも政治家の年齢が日本よりずっと若いですし、また、

結局、現役を退いた老人たちが政治的な発言権を行使するという状況を積極的につくって

はいないので、シルバーデモクラシーといえる状況にはあまりなっていない。それが、結果

的には老人層の大量の死亡を招いたんじゃないかと。こんなことを言っているのは私ぐら

いなもので単なる私の印象にすぎないんですけど、今のご指摘のような年齢層とポリティ

クスの関係は、かなり重要になると思っております。 

 他方、日本の場合には若者層、子どもの学ぶ状況に関する政治的な配慮というのは非常に

薄いというのが率直なところでありまして、それは大学で、日々、オンライン授業で苦労し

ている、お互い。ちなみに私自身はオンデマンド授業、これは千葉大学の方針としてオンデ

マンド授業で、要するに番組といいますか、録音と画像を作るという。それをシステムに上

げて、それを学生が自分でダウンロードして聞くという方法が使われているんですけれど

も、週 4 コマ、これを作るのがめちゃくちゃ大変で。1 コマ作るのに大体 6、7 時間かかっ

て、それが週 4日ですね。なんかもう頭が痛くなってくる。それはそれとしまして。 

 デュルケムのご指摘は、非常に重要です。デュルケム自身は、彼はユダヤ人ということも

あって、ある意味でフランス共和制の中でユダヤ人の開放をもたらすためには、とにかく中

間的なものをばらばらにして、ある意味でフランス共和制の中での一個人という形で細分

化されていく。それが実はユダヤ人の開放につながっていくという意識もあったんじゃな

いかと私は思うんですけど。カワナ先生はご専門でしょうから。その際に中間集団の問題と

いうのは、まさに彼の非常に重大なテーマであったわけですね。中間集団は、例えば中間集

団に属することで人々があまり自殺しにくくなるという面もあるし、人々を抑えるセーフ

ティーネットという面はあるんだけれども、他方で、その中で個人個人のさまざまな自己決

定というものが抑圧されてしまう。やっぱりいったんは開放しなきゃいけないよねってこ

とだと思うんですね。 

 ただ、思うんですけどもフランス的な、フランス革命を経た強制的な上からの中間集団解

体っていうのは、フランス的な現象といいますか。なかなかそれ以外の国では直ちには使い
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にくいだろうと思います。むしろ日本の場合は、先ほどお示ししましたように、中間集団は

だんだん緩やかに解体していって、でも世の中のモードは中間集団の原理で動いていて、取

りあえずはやっぱりどこかに属さないとまずいんだけど、みんながどんどん心が、何ていう

かな、外れていくという状況なんだと思うんですね。もちろん中間集団が崩れればそれでい

いじゃないかということはあるかもしれませんが、他方ではそれで何か積極的に問題解決

するわけでもないところがある。 

 例えば先ほどの PTA のお話で、今もなお PTA などというのが存在はしていて、しかもそ

の役員のなり手が本当にどこもいなくて、次の役員を決めるかどうかで延々議論する。それ

が PTA の主な仕事にされているという訳の分からない状態になっていることもあるわけで

すよ。私自身は、個人的には別に PTAなんてなくたっていいとは思うんですけれども、他方

で、単に PTAを解体してばらばらになったときに、現実に存在するさまざまな子育ての悩み

であるとか、いろんな子どもの抱えている問題というものが解決されるわけでもない。PTA

があれば、まだそういうところに若干のアンテナがあったかもしれない。それも崩してしま

ってばらばらになったときに、一体、そこで救われない個人個人や子どもたちはどうなるん

だろうと思うんですね。しかしながら今の PTAを変えていくのは、多分、ほとんど不可能で

あって、やっぱりそこは新しい動きを起こさないといけないと思うんだけれども。例えば子

育ての悩みという観点で集まるような弱さの連帯のようなものを、下からつくりあげてい

く。そこでお互い悩みを相談しながら解決に向かっていくような、そういった在り方でも中

間集団といえるか。ネットワークといえるか。少なくとも今の時代に合った形で人々を支え

育てるものが、やはりどこかにはないといけないと思うんですね。 

 その際に、フォーラムなんですけども。僕は、フォーラムは、もちろん広場は各国の首都、

中心にもあるけれども、実際に私たちがそのフォーラムに行って意味を持つと思うのはや

っぱり地域や自分の町のフォーラム、広場だと思うんですよね。そこでこそ自分の持ってい

るありのままの自分を出して、そしてそこで弱さを共有することができる。そういった意味

での具体的なローカルなフォーラムが、人々にとって救いの糸となるんじゃないかと思う

ところなんですね。すいません。何だかちょっと、熱がこもってしまいまして。ありがとう

ございました。 

 

藤山：ありがとうございました。 

 

川名：大変、勉強になりました。ありがとうございました。 

 

藤山：それじゃあ星野さん、続いてお願いします。 

 

星野：JXTG エネルギーのホシノと申します。よろしくお願いいたします。コロナでという

ところですけども、私、ちょっと 4月に異動をして、あるグループの取りまとめというよう
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なところをやることになったんですけども、やっぱりコロナの状況もあって、正直この 2カ

月、必死だったというところが正直なところでございます。ただ、われわれ子育て世代の、

グループメンバーは自分も含めなんですけど子育て世代が多くて、やっぱりテレワークは

すごい便利だなというふうにポジティブに捉えています。例えば子どもが体調が悪いとか。

うちの子どももちょっと体調が悪くて入院をしちゃったということもあったんですけど、

そういったときも全然、普通に。普通にとは言えないですけど、全然仕事ができるというよ

うな状況で。このコロナによってテレワークが進んで、社内も子育てに対する理解もさらに

進んだかなという感じがして、少子化にとっては逆にプラスになったんじゃないかなと若

干思っているというような状況です。 

 ただ、一方でいろんな方からも指摘があるように、ネガティブな部分もあって。なかなか、

隣に席にあったりするとちょっと相談するとか、そういうことができるんですけど。顔を見

ながら、ちょっと探りながら話すとか、そういうことができるんですけど、なかなかそうい

うことができないといったところで、問題の種みたいなのを見つけることがなかなか難し

くてですね。部下とかも、相談してくれるときにはもう既に問題がだいぶ大きくなってから、

みたいな話があって、やっぱりそういうところはなかなか難しいなというふうに感じたと

ころでございます。 

 質問というか、ポピュリズムというところで最初にフジヤマさんからもお話があったよ

うに、ポピュリズムって個人的であったりとか、短期的な利益で多数派っていうところに非

常に相性がいいというか、そこに行きがちというようなイメージがあって。少数で助けが必

要なかたがたへの対する福祉とかそういったところであったり、長期的な視野に立った政

策であったり、そういったところについてはやっぱり手薄になるというか、いうところがあ

るんじゃないかなというふうに思ったりもします。 

 じゃあそういったところでもポピュリズムの中で手が届くとなるとすると、教育だった

り、リテラシーとかも含めた教育だったりというところになるのかなと思ったりもするん

ですけど、そうすると非常に多くのかたがたの教育というところでも非効率かなというと

ころもあったりすると、やっぱりエリート、そういったところをしっかりと教育したとか、

そういったところでのエリートの政治のほうが効率的かなというふうになって、そう戻っ

てくるのかなと思ったりもするんですけど。ちょっとその辺りについて、ご意見というかど

うお考えかをお聞かせいただけたらと思います。 

 

水島：エリートが政策判断したほうが効率的かどうかというのは、これはある意味で政治学

でも永遠の議論ではあるんですけれども。ただ、抽象的にどちらともいえない、では面白く

ないので考えてみると。やることがはっきりしている場合は、エリートがその物事を粛々と

進めていくという在り方が効率的だろうと思うんですが、時代が変わるときにエリートが

それに対応できるかというのは、私自身は今回のコロナの件を見ても、あんまり信頼できな

いなという感じがするんですね。 
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 先ほど、このコロナの時代、なかなか職場で隣の人とちょっと話をしにくいというような

お話をされていたんですが、何か新しい事態が起きたときに、優れた個人が単独で判断して

物事を決めて動かしてしまうとろくなことが起きないということが正直なところで。むし

ろ、一体これは何なんだろうということを隣の人と話せるような場があること自体が実は

重要で、そのような意味ではフォーラム的な意味はあると思うんですよ。だから、私自身は

エリートがより優れているとは、全然思ってなくて。エリートが選ばれているのは事実なん

だけれども、そして選ばれて物事を決める役割を託されたのは事実なんだけれども、そのエ

リートの判断が正しいかどうかについては何ともいえないし、そこはやはり具体的なダイ

アローグをしなければ、エリートの単なる独り善がりに終わってしまうだろうとは思うん

ですね。ですので、やっぱり隣の人とちょっと話ができるような環境が普段、私たちに保証

されているかどうかということが実は重要で、そこが完全に分断されてしまうと、エリート

だろうがポピュリストだろうが、その言うことに唯々諾々として従ってしまうということ

になるかなということはありますね。 

 この間の政治の中で興味深かったのは、政党組織とか中間団体が機能を停止する一方で、

例えば安倍政権が何かやることに対して、Twitter政治と呼ばれる Twitterデモのようなも

のが起きて、それで政策が変わっていくというところで。もちろんそれは、世論が直接ダイ

レクトに反映するという面もあるけれども、Twitterでトレンドになったものが政策に反映

されるという点では、そちらのほうの危うさもあるだろうと。そこはやっぱりもうちょっと

別なものを加えて補完していかないと、Twitterだけが世論ではないと私は思っているとこ

ろではありますね。 

 

星野：そうですね。エリートだけが、というところはあるかもしれないんですけど。多数派

が少数の助けが必要な人たちに対してきちんと目がいくかというところが本当にいくのか

なというところが、まだちょっと、何となく信頼できないじゃないですけど。自分の私利私

欲とまでは言わないですけれども、というところはやっぱりあるんですけれども。 

 

水島：もちろんそういう面はあるんですけれども、他方で多数派に支えられた既成政党が多

数の利益のために動いているかどうかというところが実は重要で。そうではないだろう、自

分たちの狭い支持基盤のために動いているだろうと思われると、反既成政党のモーメント

が強くなってしまうわけですね。例えば自民党の、先ほどからご説明しているように農業や

商業や、さまざまな広い利益を代弁してきたことが強みでもあるわけなんですけど。ただ、

しかしながら個人の支持基盤である、例えば農業利益などを優先して、何でしたっけ、お買

い物券。お肉券でしたっけ。露骨にそういう支持基盤の利益を反映するようなことをやると、

かつてであれば中間団体の人々をしっかり包んでいたのだから、その中間団体の言うこと

にその政策というのは支持されていたわけなんですが、中間団体が圧倒的に弱くなってい

るときにその狭い中間団体のことばかりやっていると、やっぱり自民党というのは一部の
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利益だけを図ったまさに特権階級。何でしたっけ、上級国民の集まりなんだというような話

になってしまうわけですね。 

 上級国民うんぬんで言えば、マスメディアも最近は一緒に、最近というか昔からずっとマ

ージャンをやってきたわけで、偉いかたがたと。それが今、ようやく外に見えてしまってい

る。となると、エリートのほうが正しくて、上級国民でない人のほうが間違っているという

議論を上の人がしても、やっぱりそれは説得力がないんじゃないかなと思うんですよね。 

 

星野：すいません、ちょっと長くなってしまって申し訳ないですけど。今回、ポピュリズム

が台頭してきたっていうのは、エリートの没落というか質が低下したことによるものなの

か。もともとエリートの質自体も疑問視されている中で、SNS等の手段ができたからポピュ

リズムが発達してきたというか。それってどっちなんですかね。 

 

水島：両方だと思いますよ。だから、抽象的に昔のエリートは賢くて、今のエリートは劣っ

ているというような議論をしても、これは立証しようがないので私は意味がないとは思う

んですけれども。少なくともかつては見えなかった部分が、今は SNS、インターネットを通

じて丸裸にされているということがあって。他方で、人々の期待値も上がっていますのでね。

例えばかつてであれば、政治家が人前でたばこを吸うなんて何の問題もなかったですが、今

それやったらアウトになっちゃうわけです。やっぱりそこは時代の基準が変わってくる中

で、既存のエリートが昔の基準のまま動いてマージャンをやっているようであれば、それは

信頼を失うだろうし。少なくともそれは新しい世代の感覚を持った人に交代するしかない

だろうとは思いますね。 

 

星野：ありがとうございました。 

 

藤山：齋藤さん、お願いします。 

 

齋藤：日産自動車、齋藤です。よろしくお願いします。最初に、この自粛期間中は僕も BCP

があったりとか、自分自身は厚木に通うには車で行けるので、かなりの確率で出社はしてい

ました。ですが全体は、出社を一番減らしたところで 10 パーセントから 15 パーセントぐ

らいまで減らして、相当みんな在宅にさせてですね。CADとかのオペレーションもあるんで

すけど、そういうのもリモートでできる。トライアルだとかトライアルの強化だとか、そん

なことをやっていましたね。 

 実際、僕自身が考えて、本当に何ていうんですか、この期間は少し、不安が結構ありまし

た。正直言って。ウイルス自体が、目に見えないものがあるということに対する不安という

のも、漠然とした不安というのもあるし、経済が、ロックダウンもそうですけど、モビリテ

ィーが全部止まっていって、経済がだだだっと止まっていく。日産の場合は、われわれの会
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社自体もかなり厳しいんですけど、そういうのも含めて今までの当たり前が、あるところか

らがらっと変わっていくっていうのは、これは例の大震災以上に怖いものを感じていまし

た。だから、そういう意味では、もうこれを過ぎると同じ日常には戻らないだろうと思って

います。ただ、一つだけかわいそうだなと思ったのは、僕、中 3と高 3の息子がいてサッカ

ーやってるんですけど、本当はここで引退に向けた最後の大会に出ていくんだけど、彼らの

青春はもう戻ってこないなというのが、かわいそうだなと思っています。 

 さて、先生の本を読ませていただいた中で、ミュデのポピュリズムの定義の中で、中心の

薄いイデオロギーという書かれ方をしていた。ちょっとさっきのホシノさんだったり、フジ

ヤマさんが冒頭に言われたのと少し似ているんですけど、例えば本当にこのポピュリズム

というもので、本来、政治活動だったり経済活動って人間性の向上だったりとか、人間の幸

福、そういうものを究極的には追い求めていくべきものなんだと、みんなそこへ向かってい

るものだと理解しています。そんな中で、例えば同質性だったり、トランプの「メキシコの

国境に壁を建てる」みたいな、ある意味少し、狭義の幸福みたいなところを求めがちなとこ

ろが起こるのではないのかなと。しかも、さっきの右派ポピュリズムだったり左派ポピュリ

ズムであったり、どこを対抗にするかによって、自分自身の軸はいい意味でも、いろんな意

味でも柔軟に動いていってしまう。そんな中で、本当に広義の究極的なところをちゃんと成

し遂げられるものなのかなっていうのがすごい疑問でありました。 

 先生に最後に質問は、最後に対話ですっていう話と、今もフォーラムの話が出てきたんで

すけど、ポピュリズムとフォーラムというのは結び付くものなんでしょうか。もし結び付い

ていくのであれば、例えばポピュリズム自体がこれから先も、ある意味、いろんな意味で継

続していろんな影響力を持ち続けるのかもしれないし、さもなければ、やっぱり今はある意

味、振り子の反動でどこかへ戻っていってしまうのかもしれないし、そこら辺がすごく疑問

に思いましたけど、いかがでしょうか。 

 

水島：ポピュリズムがどうなるかということに関しては、ラテンアメリカの例が非常に歴史

が長くて。ラテンアメリカが今に至るまで、ポピュリスト的な勢力か、既成政治かという感

じで二つに分断されているわけなんですね。これは、アルゼンチンに限らず実は他の国でも

そういうところがあって。結局、組織されざる人々はポピュリストを支持し、組織されてい

る、例えば経済界や労働組合に支持された人々は既成政党を支持する。結局、ヨーロッパに

しろ日本にしろ、かつては人々が基本的に全体が組織化されていたわけで、その組織にのっ

とって右か、左かということをやっていたんですが、ラテンアメリカはそこは組織されざる

人が実はかなり多いので、そういう人は比較的、反既得権益的なやり方に支持を与えるとい

うことがあるわけですね。恐らく、いわゆる今見るポピュリストがそのまま残るとは私は思

っていませんが、何らかの形で無組織層、無党派層を積極的な支持基盤とするような政治の

在り方と、具体的な支持基盤を持った政治の在り方、この二つの対抗は今後、比較的主流に

なるんじゃないかと思ってはおります。 
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 それから、何らかの積極的な在り方を求めるのが本来の政治っていう。私もそう思うんで

すけれども、そしてまたポピュリストがそれに合うとは思っていないんですけれども、他方

で国際比較の点から見れば、日本の自民党という政党は具体的な言葉で目指すべき方向を

示して人々を引っ張ってきた政党ではないんですね。むしろ自民党の政党としての最大の

モチベーションは、やはり政権を維持することであって。逆に言えば政権が維持できない、

政権を維持するためには何だって政策を変えちゃうわけですよ。よく自民党のお家芸とし

ては、野党の政策丸のみというものがあるわけなんですが、丸のみをされると、野党のほう

がもうそれ以上何も言えなくなってしまうということがある。今回も、結局、各家庭に 30

万円というのが批判されて、野党からも批判されると一気に 1 人 10 万円になって。その 1

人 10万円を全員に配ってしまったら、今、ご承知のとおり、それでみんなそこそこ満足し

ちゃっているわけなんですよね。それは、何かビジョンを持って人々を引っ張っていく政治

の在り方だとは全然思わないですけれども、他方でそれが一定の満足を与えているという

面もある。実は政権維持という観点からすると、自民党のやり方はある意味では、王道を行

ってしまっているということかと思いますね。 

 ですので、理想を求める在り方がいいか、それとも現実の権力維持のような露骨な政治の

在り方がいいかというのは、どちらがいいとも言えないし、もちろん理想を求める人は立憲

民主党を支持するのは十分あり得る話なんですが、しかしそれがすぐ多数派になるかとい

うと、私自身はそこまで楽観的でもないという感じなんですね。 

 

藤山：じゃあ、山本さん。お願いします。 

 

山本：AGCの山本です。よろしくお願いします。私の所では、今年のまさに年初ぐらいから

ちょうどデジタルトランスフォーメーションを推進しましょうということで、私は研究所

にいるんですけど、開発のアイテムが 5Gとか、AR・VRとか、IoT関係、こういうものが非

常に重んじられるようになってきていたっていう背景の中でコロナがはやりまして。それ

で、まず最初のデジタルトランスフォーメーションできることっていうことで、Teams みた

いのを活用して、在宅勤務っていうのを推進しましょうということでやってたんですけど。

コロナ前は、ほとんど皆さん、誰もインストールすらしないで全然、誰も使ってくれなかっ

たんですけど、コロナがはやった瞬間に全くそんなのに興味がなかった人までみんなイン

ストールして使いだしたっていうところで。何ていうんですかね、コロナを起点として変化

のスピード感っていうのが非常に早くなったなっていうふうに感じました。仕事のほうで

も、Teams になっちゃうと年がら年中、会議が始まって、先ほどお話ありましたけど、十分

な議論が本当になされているのか、なされていないのか分からないような状態でばんばん

と決めていくっていうような状況になって。むしろコロナの前よりも、非常に大変になった

なという感触があります。 

 それで、デジタルトランスフォーメーションのところに関して言えば、今後、国としても
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進展させていこうという話になっていると思うので、より進展していくと思うんですけど、

そういう中でインターネットだとか SNS っていうのを活用して、より一層ポピュリズムっ

ていうのが進展していくんじゃないかなっていうふうに考えています。その中で、日本では

右派のポピュリズムの政党みたいのが出てきてから、左派のほうに移ってきているという

流れがあると思うんですけど、今後を考える上でポストポピュリズムとかポスト中抜きっ

ていうものは、今までの歴史的な部分、例えば古代ギリシャのエリート政治が出る前とか、

そういう部分から学べるところがあるのか。それとも歴史じゃなくて世界的に見て日本は

どこかの国の後追いをしているので、今後、ポピュリズム、中抜き時代っていうのはこうい

うふうな方向に進むっていうものがもしありましたら、ちょっと教えていただきたいなと

いうふうに思っています。よろしくお願いします。 

 

水島：中抜きやそれ以外の在り方も含めて、日本はもちろん最先端ではないので、むしろ他

の国の後追いをするような状況にはなると思いますね。私の専門とするオランダなんです

けれども、オランダでは郵便局も消滅したんですね。なぜ郵便局が消滅したかというと、ま

ずゆうちょ銀行は、これは民間でできるんだということで廃止されて、民間銀行に全部移さ

れました。それから、いわゆる郵便ポストはあって郵便は投函できるんですけど、小包は、

これはもう民間業者でいいんだからということで、民間に全て投げられてしまいました。で、

郵便局自体はもう消滅なんですね。ただ、別にそれは地域の人々が惜しがっているというこ

ともなくて、むしろ必要のないものがなくなったという意識のほうが強いわけなんです。 

 日本社会は昭和の遺物、良くも悪くも遺物がかなり強く残っているなというのが、ヨーロ

ッパと比較したときの印象で。先ほどの PTA の話にせよ、郵便局の話にせよ、20 世紀後半

にできた日本モデルっていうのはやはり強力なんですよね。それは、今の私たちにも相当残

っているし、先ほどのようなオンライン授業ができない公立学校の在り方もまさにそこか

ら導き出せるものでもあると思うんですね。ただ、やっぱり時代の変化自体はもう不可逆的

に進んでいるところがあって、そこに対抗できない、そこにうまく合わせられていかないと、

先ほど見たように競争力が落ちていくばかりじゃないかと思うので、日本に関して言えば、

実は私は全然楽観できない状況にあると思っているところですね。ですので、それはもう政

治勢力としてのポピュリズムが出てくるか、出てこないか以上に社会、経済、全体の在り方

そのものがちょっと立ち遅れてしまっているんじゃないかという印象はありますね。なん

か悲観的なお答えで、すみません。 

 

藤山：山本さん、よろしいですか。 

 

山本：そうしますと、先生としては、これはポピュリズムがもう少し社会の改革、日本の社

会の改革を推進していくというのはそんなに悪いことではないというふうに考えられてい

るということですか。 
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水島：ポピュリズムが改革するというよりは、むしろそのような社会の中でポピュリズム的

なものも出てくるし、例えばれいわにしても、N国にしても、政治社会的な、20世紀的な在

り方がうまく機能しなくなった中で出てきた動きだとは思いますが、ポピュリストが何か

を早急に変えていくとは思いません。ただ、既成政党も積極的に何かを変えていくようにも

思えないところに、日本の今の厳しさがあると思っております。 

 

山本：ありがとうございます。 

 

藤山：それじゃあ最後になりましたけど、佐倉さん、お願いします。 

 

佐倉：三井住友銀行の佐倉でございます。私は、コロナの間ということなんですけれども、

大体、週 2 日ぐらい在宅して 3 日会社に行くというような形で進めておりました。会社全

体ではそんな感じなんですけれども、銀行全体として見ますと、このコロナはやや反省とい

うかあれなんですけれども、緊急事態宣言が出た後に、逆に支店に来るお客さんが非常に増

えてしまいまして、支店は一切閉めることができなかった。もちろんソーシャルディスタン

スというかスプリットオペレーションみたいなのはしてたんですけれども。先ほどデジタ

ルトランスフォーメーションの話がありましたけれども、デジタル化を進めてきたつもり

だったんですけれども思ったよりも進めていなくて、実態としては全く支店に来るお客さ

んが非常に多かったということで、ポストコロナに向けて本質的にデジタル化っていうの

は進めていかなきゃいけないんだろうなというような話にはなっています。海外の銀行な

んかは、この間、ほとんどの支店を閉めてますし、ほぼデジタル化が済んでいるというよう

な話でございますので、そこでややデジタル化の差は大きいなというようなことを議論し

たりしておりました。 

 私自身は経営企画部という所におりまして、コロナを通じて少し、いろんなトレンドがあ

ってですね。最初は、4月ぐらいのときはコロナで結構、いろんなものが変わるんじゃない

かというような話を皆さん、経営のほうもすごい感じてまして、何が変わるんだっていうの

を、すごい情報として求められたんですけれども。だんだん 5月で、中国が少しずつ再開と

いうか正常化に向けて動きだした頃か、日本も少しずつ戻っていきそうだというところで、

だんだん、あんまり変わんないんじゃないかっていう意見も出てきてですね。そういういろ

んな意見が出てくる中で、今後、われわれの経営を考えるときに、このコロナによって変わ

るものと変わらないものっていうのを、ちゃんと見極めて施策を打っていかないといけな

いんじゃないかという形で、今、その見極めをしているような状況でございます。 

 まさにコロナで変わるか変わらないかというところで先生にお伺いしたいのは、まさに

ポピュリズムの伸長の背景として 20世紀型政治の終焉という、要は大きなメガトレンドの

一つだとわれわれも思っていまして。当然、ポピュリズムの伸長というのは政治のリスクと

かにも跳ねますので、われわれ経営としてもしっかりそこは見ていきたいというふうに考
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えているところでございます。実際、ポピュリズムの伸長というこのトレンドっていうのが、

このコロナ禍によって何か影響を受けるものなのか。例えばもっとスピードが増すとか、あ

るいはちょっとスピードが弱まるとか、何かそういうところがあるのかなというのをちょ

っと考えておりまして。例えば失業が増加すると、格差が拡大するから富裕層にとっては投

資になるとか。あるいは逆、左派のほうなのかもしれないですけども、政府のばらまきとか

が増えると、逆の、それを特権と見てしまう人たちにとっては右派的なポピュリズムを後押

しするような動きになってしまうのかとか。何かそういう、このコロナによってポピュリズ

ムの動きっていうのがどう変わってくるのかというところで何かご示唆というか、何かあ

りましたらご教示いただければと思います。よろしくお願いします。 

 

水島：ありがとうございます。ある意味ではこのコロナ禍の時代、世界の状況っていうのは、

ちょっとゆがんだ形ではあるんだけれども、トランプ大統領とグレタさんの理想がいずれ

も、本人たちがどう思っているかは別にして、実現してしまった社会でもあるんですね。ど

ういうことかといいますと、この間、国境を越えての人の移動というのがほとんど停止して

しまった。これはもう歴史的にこんな時代はなかったわけですね。外国人の入国を批判し、

移民を批判してきた勢力からすると、このコロナによるそのような状況を望んでいたかど

うかは別にして、外国人の流入ストップという彼らの願いは、実はほぼほぼ完全に実現して

しまったわけなんですね。他方で、この間、ご承知のとおり飛行機も日本は比較的ちゃんと

飛ばしたんですけど、海外も飛ばず、グレタさんが批判していた、要するに飛行機に乗って

海外に行って CO2 をまき散らすということも大幅に減ったわけなんですね。世界の空がど

こもきれいになったというのは、よくいわれるとおりであります。 

 ある意味では、このようなトランプとグレタっていう両極端な、そしてまた、その連中の

言うことはとても現実性がないだろうと思われていたものが、本人たちの希望とは別に、強

制的に実現されてしまうということになっているわけです。ですので、具体的なポピュリス

ト勢力がどうこうというよりは、少なくとも右と左の、比較的そのようなエクストリームと

思われてきた在り方が形を変えて現実になってしまって、それを私たちが目の前に見てい

るという状況にあると、それが私は今の状況だと思うんですね。ですので、逆に言えばそこ

までやっちゃったんだから、いまさらポピュリストには頼る必要はないということかもし

れない。 

 そのポピュリストの理想、トランプとグレタと言いましたけど、あともう一つは、左派ポ

ピュリストは山本太郎が理想的というかもしれないけれども、まさにみんなに一律でお金

を配るという。これもまた日本の歴史の中ではなかなか珍しいことで。商品券を配るという

のはもちろんこの 21 世紀に入ってもありましたけれども、10万円の規模で一律で配るとい

うこと自体は、これはまた昨年までは誰も支持しようのなかった政策なんですけれども。そ

してまた、それは左派ポピュリストが一番好んでいる政策でもあるんですが、それもまたこ

の 2カ月で、ばたばた実現してしまったという。トランプ、グレタ、左派ポピュリスト、い
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ずれも非現実的と思われていた人々の主張が実現された。だから、逆に言えば彼らが今後、

積極的に訴えてもそれはいまさらということになるかもしれないし、いや、むしろ彼らが言

うことが正しかったということになるかもしれない。それは分かりませんが、少なくともそ

のようなプロセスを経た上に、今、私たちがいるということは捉えていいんじゃないかと思

うんですよね。 

 

藤山：ありがとうございました。いいですか。今、佐倉さんがおっしゃった、変わるものと

変わらないものを見極めるというのは、これは結構難しいけど、そこを本当にやらないと、

今、熱くなっているときは本当に何でも変わっちゃいそうに思うけど。じゃあペストが起こ

って変わったもの、それから変わんないもの。それからスペイン風邪のときだって、これは

もう全部変わったと思っても、戻るものは戻っていたわけなので、そこは見極めるのは大切

かなと思いますね。 

 ちょっと私も一回、どんなことを考えていたかって言おうかなと思うんですけど。実は私

は巣ごもり生活っていうか、こういう目に遭ったのは 2 回目でして。2003 年の北京、SARS

ですね。北京に駐在してたんですね。これは非常に怖かったんですけど。今回ももちろん怖

いんですが、やや自分が年取ってぼけたせいかもしれないんですけど、怖さは少し減ってい

るかなと思って。なぜかなと思ったら、まずあのときの SARS は強毒性に変異していて、致

死率が 3割だったんですね。もう一つは、中国語が僕はそんなに上手じゃなかったというこ

とがあって、要するにニュースなんかが全部つかみ切れないんですね。「今、何て言った？」

っていって、そのたびに中国語のできるやつに電話して、「今、さっきのニュースで何か言

ってたんだけど、聞いてた？」とかっていうのをやってたっていうのがあって。やっぱり言

葉が分からないときにこれが起こるのは怖いなっていうのがあったのと。 

 三つ目は、これが一番大きいのかなと思ったんですけど、要するに自分が、子どもが小さ

かったということですね。子どもが小さいときって、ここで自分が死んだりするとどうなる

んだろうと思うと、すごく怖いんですね。今はもう子どもも大きくなっちゃったんで、それ

ほど自分のことは考えなくてもいいのかなっていう感じになると、そこまでの切迫感って

いうのはない。ただし、今回は 65歳以上は、なんて言われるのでなるべく出掛けないよう

にしてはいるんですけど、そんな感じで過ごして。その 2003 年のときと今回を、時々比べ

てみてました。 

 それで、先生にちょっとご質問したいのは、もちろんポピュリズムっていうのは民主主義

を前提とした言葉で出てきてるんですけども、中国ですね。中国も共産党一党独裁の中で非

常に大衆の感覚の変化っていうか、そういうものに対してはものすごく敏感なんですね。人

民の動きっていうのに非常に敏感で、よくああいう国がこういうネット社会をつくったな

と思うんですけど。その質問を十何年前にしたことが実はあるんですが、彼らはこういう言

い方をしたんですね。いや、いつでも消せると。つまりネットは停止できると。彼らは、中

国共産党は市場もいつでも停止できると思っているし、ネットもいつでも停止できる。その
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上に、上の権限を持っていて、それが武装されていれば大丈夫なんだと。ですが、ネットに

出てくる批判的な言葉は非常に気にしているんですね。ものすごい気を使って読んでるし、

それはどういう動きなんだろうということをすごく読んでる。 

 こういう国におけるポピュリズムというか彼らの表現の仕方って、今はネットしかない

んですけども、こういうところでポピュリズムっていうのは民主主義を前提としたこうい

う話だけだっていうのだったら何もやりようはないんですけども、下からの自己主張の表

れというものを吸収していくシステムみたいな感じで言うと、どこかで転換をしたりする

んです。例えば今度の武漢ウイルスのときは、李さんという目医者さんが、おかしなウイル

スがはやっているというふうに訴えたんだけども、当局から、デマを流すやつって勾留され

て、最後はコロナで死んじゃうわけですけども。それは、全部ネットに出てたのが消されて

たわけですね。だけど、もうこれは民衆に広まって消されないと思うと、今度は中央政府を

悪者にして中央政府の首を切って、中央政府は動いていったということがあったんですけ

ども。こういう全体主義国家って、中国みたいな国においてこういう下のほうからの動きっ

ていうのは何か、どんな変化を西側のポピュリズムを見ていてするようになるのかなって

いうことを想像するんですけども。そういうのってどんな感じなんでしょうかねっていう

のを、水島先生にお聞きしてみたかったなと。これは民主主義じゃないとポピュリズムって

いう言葉が成立しないから、いくら議論をしても無駄なのであるということなんでしょう

かね。 

 

水島：私の中公新書の本は中国語に訳されているんですけれども、ただ、中国といっても実

は繁体字。つまり複雑な字のほうで、香港と台湾が主な市場なんですね。なんか漢字で民粋

主義、すいは純粋の粋。なかなか面白い訳語だなと思いましたが、民粋主義というふうに訳

されていましたね。香港や台湾では、民粋主義というのはどちらかというと民衆の運動とし

て捉えている面があって、要するにその本の表紙を見ると、町にいろんな若者が出てきて抗

議活動を行っていると、そんな表紙なんですね。結局、文脈によってポピュリズムをどう理

解するかの違いで、香港や台湾では、ひまわり革命にせよ、雨傘革命にせよ、国家権力に対

して若者が立ち上がっていくというのをポピュリズムと考えるようですし、先ほど申しま

したように、ラテン・アメリカでは左のポピュリズムがポピュリズムだし。ヨーロッパでは、

どちらかといえば右が強いけれども、南のヨーロッパでは今度は左が強いと。どの国でどう

いった動きが民衆の動きとして出てくるか、そういった文脈によってポピュリズムの理解

も違ってくると思います。 

 その観点から中国を見るのであれば、どちらかといえば今の新しい動き、都市部を中心と

した新しい世代の動向には、中国政府は敏感であるというのは本当におっしゃるとおりだ

と思いますし、基本的には都市部中間層で比較的若い世代をターゲットにして、彼らの意向

に全面的に反するような政策は行わない。部分的にしっかりそこは満たせるものは満たし

ていくという、そんなようなハンドリングを中国共産党が慎重にやっているように私には
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見えますね。 

 

藤山：ありがとうございました。随分いいお話ができたかと思いますけども。あと 20分ぐ

らい残ってまして、きょう、オブザーバーの席に、一応ここに名前が載っかっているのが 6

人の方が載っかってるんですけども。小原さんはマイクを開けられますかね。 

 

小原：はい。開けます。 

 

藤山：お話を聞いていただけてたでしょうか。どなたか議論でコメントをいただいたり、ま

た先生にご質問があったり。あるいはこのリベラルアーツ研究研修のオンラインは初めて

だったわけなんですが、そのオンラインを見ていてどういうふうに感じられたかっていう

ご意見のある方がいればお話をいただきたいんですけども、いかがでしょうか。有信さんか

らいかがでしょうか。 

 

有信：聞こえますか。聞こえてます？ なんかちょっとノイズが入るかもしれないんですけ

ども、大丈夫ですかね。アリノブです。きょうはどうも貴重なお話、水島先生、ありがとう

ございました。 

 ポピュリズムっていうのは、ある意味、われわれが完全に誤訳に引きずられて理解してい

た部分もあって、内容が極めてよくきょうは理解できたと思っています。ただ、誤訳に引き

ずられた大きな原因は、民主党政権のときの政権の動きが、いわばある種のポピュリズムと

いう言い方で随分あしざまに言われていたことがあって、それで誤解していたところもあ

るんですね。 

 私がきょう伺っていて一番深刻な問題かもしれないと思うのは、中間層、中抜きの方向に

どんどん動いているという点で。これは、中抜きで動いているというのは、本来はその中間

部分がいろんな形で変わらなきゃいけない状況になっているんじゃないかというふうに思

っています。プレーヤーもどんどん変わっていますし、特にこの中で説明されているように、

SNSだとか、インターネットだとか、そういうものを前提にして世の中が変わっているとい

うことになってるんだけど、その裏側で実は、実際にその情報システムそのものをある意味

コントロールしているその技術者、高度な技術があって。それがまた一方で極めて少数のい

わゆる(＃＃＃＃＠02:39:00)といわれている人たちに大規模なデータがどんどんと活用さ

れていって、その中でさまざまな形で情報が操作される可能性も出ているわけですね。そう

いうものに対して、例えば ELSI のような形で具体的に対応をしていかなければいけないと

いう動きはあるんだけども、その辺の、要は全体をコントロールしなければいけないところ

がコントロールされない状況で野放しになっていて。しかも野放しになっている部分の情

報っていうのは極めて不確実な情報が流れる可能性があって、それによって大きく物事が

動くという危うさが実はあるわけですよね。 
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 いわゆる先生がきょう説明されたポピュリズムは、そういうものの流れにも乗っている

ように見えて。その辺の、ある意味で私たちのような年寄り世代から見ると、こういうもの

をコントロールするって、従来のいわゆる経済団体だとか、労働組合だとか、そういういわ

ばアンシャン・レジームっていうものに代わって、高度な技術的な社会を、ある意味うまく

整理をし、コントロールしていくような中間部分もこれからは必要になってくるんじゃな

いかという気がします。 

 特に、実際にニュースをどこから得るかという世代別のグラフがあったわけですけども、

あれを見ると、いわば情報の不確定さというか、何ていうんですかね。確かさが低い側にど

んどん若い人たちが情報を求めるようになっているわけですよね。ここの部分に対して、私

たちは一体何をやらなきゃいけないのか。これはこれで、そういう意味で不確かな情報に基

づいて全体が動くような状態を、本当に。例えばそれをまたうまく利用しつつ、さまざまな

主張を行っていくポピュリズムっていうのをそのまま是認する。ちょっと言い方が難しい

んですけども、どういうふうにしていかなきゃいけないのかなと思いながら考えていまし

た。ちょっとご意見あれば、お聞かせいただけるといいんですけど。 

 

水島:ありがとうございます。もちろんご指摘のことは全くそのとおりで、さまざまな情報

が野放しであって、そこで確実性のあるものがきちんと淘汰といいますか、不確実なものが

淘汰されて確実なものだけ残るという形で、中間的な部分が弱まってしまっている。ある程

度、固まったものをしっかり制御していくような部分がないとまずいんじゃないかという

のは、全くおっしゃるとおりではあるんですね。そこでどうするかという話は、これでまた

画面共有のほうにいかせていただければと思うんですけれども。スライドショーの最後に、

実はもう 1枚、用意してございまして、こちらでございます。 

 これは、宗教改革期に活版印刷術が盛んになった頃の話なんですけれども。現在起きてい

る状況、情報革命の時代といわれますが、実はその情報革命の時代というのは歴史的に新し

いものでありながら、よく似た例としては、実は印刷革命の時代と非常によく似ているんで

すね。それまで人々は、羊皮紙ですね、羊の皮の羊皮紙にちまちま書いていたのが、活版印

刷術が普及することによって、何百何千というものが短時間のうちに刷って多くの人に渡

るようになっていくわけなんですね。宗教改革は、まさにこの活版印刷術なくしてはあり得

なかったわけです。なぜかというと、ローマ教会が当時のさまざまな問題、特に贖宥状を巡

る腐敗などを告発する、そしてまた聖書中心主義的なプロテスタンティズムを広めていく

上では、やっぱり印刷術をもって多くの人に普及していくことによってカトリック教会に

対抗できたという面があるわけなんですね。 

 活版印刷術の中で木版画や銅版画なども普及していくんですが。ただ、このような印刷術

の普及の際に、それまでは一枚一枚書いていたものが、一気に何百何千と書くものですので、

影響力というのはもちろんいい意味でも強いんですけど、悪い意味でも強いわけです。例え

ばこちらの写真を見ていただきますと、まさに恐ろしい絵が描いてあって。バクパイプを吹
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くロバの姿をローマ法王とか、オオカミの姿をしたアンチキリスト、ローマ法王など。まさ

にフェイクニュースそのものなんですね。実際に人々はローマ教皇を見たことないわけで

すから、こんな恐ろしい顔をしているのかというのがチラシでどんどん配られていくと、や

っぱり人々はそれに流されていく面もあるわけです。ですので、実はフェイクニュースとい

うのはインターネットの時代になって初めて出てきたものではなくて、印刷革命の時代か

ら既に起きていたもので。しかも、それは何百何千というものを特に何か中間的なチェック

する機関もなくビラを作って配っていたのであれば、当然起こることでもあったわけなん

ですね。 

 こちらの『宗教改革の真実』という、タイトルだけ見ると何となくちょっと暴露本ぽく見

えますが、非常に真面目な本ですので、ご関心のある方はお読みいただければと思いますが。

結局、印刷術ができたからこそ、このようなプロパガンダも可能になったわけです。羊皮紙

に一枚一枚手書きで書いているときに羊皮紙を使って、ものすごい高級といいますか、貴重

ですから、ビラなんて一枚も作れないわけですよね。しかも一文字一文字、筆写していくわ

けですので、そこでフェイクニュースも書けないし、信頼性に足るものしか残らないわけで

す。 

 ただ、この印刷術がフェイクをもたらして、不確実で、非常に人々を扇動的で良くないか

らやめるべきなのかというと、そうはいえないだろうと。実はカトリック教会の側は、活版

印刷術を最初は批判するんですね。つまり活版印刷術というのは、まさにありもしないこと

を人々にまき散らす非常に良くないものである、まさにフェイクニュースの温床だからや

るべきでないというわけです。ところがその間に、プロテスタントの宗教改革がこの印刷術

を使ってどんどん広がっていくわけなんです。その中にはルターの、例のドイツ語訳の聖書

などもあるわけです。ルターがドイツ語に訳された聖書を普及させることによって、ドイツ

国民の意識というのもそこでつくられていくわけですね。だから、結局、印刷術はフェイク

ももたらすけれども、しかしながら非常に貴重な人々のリテラシーの向上に大きく役立っ

ていく面もある。結局、それは情報というものが持つ力なんですよね。 

 カトリック教会の側は、その印刷術を否定していたが故に完全に出遅れてしまって、あっ

という間にプロテスタントが広がるわけなんですよ。はっきり言って、これはやばいとなっ

たわけです。カトリック教会の側では。そのカトリック教会の中で、これじゃあまずいとい

うことで出てきた内部改革の動きがイエズス会なんです。イエズス会というのは新しいテ

クノロジーも積極的に用いながら、そしてプロテスタントに対抗という意識を強く持ちな

がら、カトリック教会のいわば反転攻勢のまさに最前線に立った人々であって、だからこそ

彼らはプロテスタントに負けないように世界にもどんどん進出し、日本にもザビエルを送

り、東アジアにも拠点を築いていったわけですね。 

 このイエズス会は、実はカトリック教会の中では新しい修道会ということもあって、新し

い技術を取り入れることに熱心で、活版印刷術を積極的に取り入れていくんですね。日本に

やってきて彼らは何を作ったかというと、キリシタン版。要するに日本語で聖書を訳して、
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それを印刷して配るという方法をとるわけです。このイエズス会の活躍は、16、17 世紀に

かなり世界的に活発だったことで、カトリック教会側は、ラテン・アメリカなどは結局カト

リック化。もうプロテスタントは進出できなかったんですね。ラテン・アメリカの布教もイ

エズス会はかなり積極的にやったわけです。ですので、新しいテクノロジーのネガティブな

面を気にして、やっぱりフェイクニュースだから、不確かだからやめようということをして

いると、結局、新しいテクノロジーを積極的に応用する勢力がもう市場を席巻していくとい

うことになるんじゃないかと思うんですね。 

 なお、このようにテクノロジーを積極的に活用するイエズス会から出てきた事実上最初

の教皇が、現フランシスコなんですね。フランシスコ現教皇は、もともとアルゼンチン出身

で、実は彼はポピュリズムの在り方もよく知っているんですよ。しかも同時にイエズス会出

身ということもあるのでかなり進取の気性があって、民衆の中にしっかり入っていく、非常

に信頼感の厚い教皇でもあるわけですね。ご承知のとおり、カトリック教会は 21世紀に入

ってかなり危機に陥るんですが、その危機のカトリック教会をある意味で救える可能性の

ある人物として、ほぼ数百年のうち初めてヨーロッパ外から呼び込まれたのが現フランシ

スコ教皇なんですね。だからこそ彼は、しかも彼はポピュリズムの在り方もよく知っている

ので、民衆と乖離したカトリック教会はまずい。で、彼は豪華な宮殿に住むことをせず、む

しろ病んでいる人や、難民と積極的に会っていく。それによってカトリック教会に対する信

頼を回復させようとしているということがあるわけですね。 

 ちょっと歴史がやたら長くなってしまいましたが、そういった歴史のつながりの中で現

代があるし、そして現代の情報革命の中で実はカトリック教会の、特に現教皇は、結構積極

的に対応しているということがある。そこは実はイエズス会は、500年前と今とつながって

いることをやっているんじゃないかと私個人は思っているところであります。すいません。

長くなりまして。 

 

藤山：ありがとうございました。有信さん。 

 

有信：どうもありがとうございました。今、非常によく分かりましたけれども、ただ、現在

の情報革命というか情報化の流れっていうのは、多分、活版印刷と類似して良い意味でかも

しれませんけど、技術の進歩がいわばものすごい勢いで進んでいるために、実はとんでもな

いことが起こりつつあって。簡単に言ってしまえば、例えば Amazon で物を買ったりとか、

あるいはウェブで調べ物をしたりとか、そういう情報が知らないうちに全部、ある意味、集

められていますし、Facebook でやりとりをしている情報もみんな裏側で集められていて、

その結果がいろんな形で影響を及ぼしてきているわけですよね。それは、先生もお書きにな

っているように、何が行われているか分からない不安っていうのが実は漠然としていろい

ろ広がってきていると。これが一方で、ポピュリズムが力を持つ原因でもあるんだけど。 

 そういう流れとは別に、随分以前に、われわれが学生時代の頃に、これから先、テクノフ
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ラットが実際にいろんなことを牛耳るようになってきて、一般の庶民がみんな、そういうと

ころが分からないまま取り残されてしまうという議論を散々していた時代があるわけです

けども、今まさにそういう時代になってきていて。その中で民主主義がどう機能するかとい

うのは、やっぱりじっくり考えていく必要があるかなと思っています。どうもありがとうご

ざいました。 

 

水島：ありがとうございました。 

 

藤山：久村さんは結局、メールが小原さんの所に来た？ 

 

久村：聞こえますか。もしもし。駄目か。 

 

藤山：聞こえてますよ。 

 

久村：すいません。もう時間がないんで、ちょっと簡単に。どうもお話、ありがとうござい

ました。日産のオクムラといいます。 

 ポピュリズムが伸長している理由とか、素人にもよく分かりました。ちょっとお伺いした

いのは、ポピュリズムの伸長によるリスクとオポチュニティーで。リスクは、これはもしか

するとあまりにも伸長すると、何ていうんですかね、リーダーになっちゃった場合は、国際

政治なんかはぐたぐたになっちゃったりしないのか。例えばトランプが、ある意味初めて民

衆意見を吸い上げて上の共和党になったみたいに読めないこともないし、理解できないこ

とはないんですけど、結局、自国民のための、もしくは民衆のための政治をすることは自国

民のためにはいいかもしれないけど、国際的に見ると、そんなこと考えてもないみたいなこ

とが、日本のれいわにしても何にしてもそうなっちゃうわけで。それは、どういうふうに防

止する。ただ官僚システムが防止するというのはあるんでしょうけど、そのリスクをみんな

どう考えているんでしょうかね、というのと。 

 一方、さらに言うと、いわゆるグルーバル企業みたいなところになると、各国が各国のリ

スクでいろんなことをやり始めると、統一的なルールがなくなってしまうことになるので

非常にやりにくくなるような気がするんですが。リスクばっかりなような気がするんです

けど、ある意味。オポチュニティーもあるんですよね、みたいな、ちょっとご意見あればと

思いまして。以上です。 

 

水島：そこはやはり、結局、よく言われるグローバリゼーションのウィナーズとルーザーズ、

勝者と敗者。そこはポピュリズムへの支持、あるいは批判といいますか、不支持と非常に深

く関係あるところがあるわけですね。フランスの中で、ちょうどルノーもよくご存じでしょ

うからあれですが、フランスの中でポピュリストを支持するのは、特にフランスの北東部の
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旧、古い工業地帯なんですね。つまりグローバル企業がどんどん外に出ていってしまって地

元に雇用がなくて、それから犯罪や麻薬といった問題があって。それに対してパリのエリー

トは何も考えないというような主張をすると、それに対して、そうだそうだというような支

持を受けるような地域が支持する。イギリスであれば、イギリスのイングランドの北部の、

やっぱり旧工業地帯でもあるわけです。 

 ドイツの場合。これはちょっと違って、ドイツの場合は東ドイツで、これはまた別の意味

で見捨てられた地域が西側のエリートに反発するという形でポピュリズムを支持するとい

うところがあるわけですので、そこは具体的に置かれている状況の中で、グローバル化が自

分にとってはメリットよりもデメリットのほうがはるかに大きいと考える人にとっては、

アンチグローバル化の政治家に 1 票というのは、それは非合理とは言えないだろうという

ことになるわけですね。ただ、グローバル企業から見たら、それはとんでもないということ

になるでしょうし。そこは何ていいますか、立場の違いとしか言いようがないところがあっ

て。それをどう和解させるかということを積極的にやらないと、既成政党側もポピュリスト

側も、まさに自分の陣地にいて相手を批判するばかりになってしまうんじゃないかと思う

ところではあるんですよね。 

 

久村：その解決の、何かサンプルとか、こういう見通しがあるとかいう話には、まだ見えな

いんですね。そこまで力がまだあるわけじゃないから、そこまで気にしなくていいというこ

となんでしょうかね。 

 

水島：日本は、ある意味では、例えば今のフランスのお話やイギリスのお話と違って、地方

を全面的に見捨ててこなかった国なんですよね。そもそも自民党が、国土の均衡ある発展と

いう形で、地方にも地方交付税を流してきたということがあって、それ自体は一定の平準化

効果を持っており、フランスの北東部であるとかイングランド北部のような明らかに廃れ

た地域、要するにアメリカで言えばラストベルトですよね。のような地域をつくってこなか

ったわけです。日本では、どの県にも国立大学があるというですね。素晴らしいんだか何だ

か、みたいな。でも、それは平等主義というところにもつながってくるわけですね。日本に

おける平等主義は、明らかに取りこぼされた地域をつくってこなかった。そこは悪いことで

はないと思いますし、そもそもヨーロッパに対しては日本をそのぐらい見習ったっていい

んじゃないかぐらい、私は思っておりますね。 

 

久村：確かに日本は非常に社会主義国的な、一国一医学大学とかありますからね。あれは確

かにその構造だと思います。そういう意味ではバランスを取れるような政治家が出てくれ

ばいいということなんですかね。 
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水島：まさにそれです。どちらかに偏らず、お互いのウィンウィンの関係を追及するという

こと、それが政治に求められることだと私は思いますね。 

 

久村：ありがとうございました。 

 

藤山：ありがとうございました。他に、特になければお時間ですが。どうしてもという方が

いれば。いかがですかね。オンラインでやってみて、皆さん。まあまあやれるじゃないかと

思う人、じゃあちょっと挙手してみてくれますか。研修生の皆さん。画面上でしていただい

てますね。ほとんどの皆さん、ポジティブに考えていただいているようですね。 

 きょうは先生、3時間、長い間ありがとうございました。 

 

水島：ありがとうございました。 

 

藤山：大変分かりやすい話で。皆さんとお話も活発にしていただいて、ありがとうございま

した。皆さんも・・・。 

 

一同：ありがとうございました。 

 

藤山：それじゃあ、各自で退出をするようにしてください。 

 

(了) 


