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【２０１８年問題】少子化加速で大学「厳冬期」 ４割で定員割れ 合併救済スキーム検
討も
産経新聞 2018 年 1 月 3 日
少子化に伴う１８歳人口の減少が続く
中、今年は関係者の間で、大学進学者が減
少に転じると予測される「大学の２０１８
年問題」が注目の的だ。頭打ちの進学率、
４割の大学での定員割れ、大学間の統廃合
の加速…。大学は今後、生き残りをかけた
“厳冬期”に突入するが、学生の質の確保も
これまで以上に求められる。大きな曲がり
角を迎えた大学はどこへ向かうのか。（花
房壮）
文部科学省などによると、１８歳人口は
戦後２度目のピークである平成４年の２
０５万人から下降線をたどり、２６年には
１１８万人にまで減少。その後、１１９万
人～１２０万人と持ち直すが、３０年には
１１８万人と再び減少に転じ、４３年には
１００万人を割り込むとされる。大学進学
率は５０％台後半で頭打ちにあり、収益を
学生の授業料に依存する大学にとって、１
８歳人口の減少は経営を直撃する死活問
題となっている。
ただ、「２０１８年問題」以前から大学
経営を取り巻く環境は厳しさを増してい
る。私立大で入学定員充足率が１００％以
上の学校数の割合は、８年度には９６・
２％に上ったが、２９年度には６０・６％
に低下。４割程度で定員割れが慢性化して
おり、入学者数が定員の半数に満たない大
学も１０校程度ある。
経営難などで他大学と統合するケース
も相次いでおり、文科省によると１５年度
以降、全国で私立大１４校が６校に統合さ
れ、１０校が廃止された。
文科省は大学の経営支援策として統合
スキームの検討に着手しており、昨年１１

月の中央教育審議会（中教審）で、現行で可能となっている大学全体を別の学校法人に譲
渡する方法以外に、学部単位での譲渡も認める改革案を示した。大学間の再編、統合を促
すのが狙いだ。国立大学法人についても、複数の大学をグループ化して経営できるような
法改正の是非を、検討事項として中教審に提案している。
政府も地方大学振興に関する新たな交付金として、３０年度予算に１００億円を計上。
大学生の東京集中を緩和するため、東京２３区にある大学の定員増を原則として認めない
法案も作成し、通常国会へ提出する見通しだ。
昭和６３年に計４９０校あった国公私立大は現在約７８０校にまで増加した。ただ、１
８歳人口が減少モードに再び入る３０年以降は、本格的な統合・縮小期に入りそうだ。
●２０１８年問題＝大学などに入学する１８歳人口が平成３０年に再び減少に転じ、入学生
の納付金収入に依存する大学経営に大きな影響が出始める状況を指す。３０年に１１８万
人となる１８歳人口は減少し続け、４３年には１００万人を割ると推計されている。私立
大への影響は深刻で、学生集めを進めるため首都圏郊外のキャンパスを、交通の便がいい
都心部に移す動きも活発化している。

【２０１８年問題】質確保へ入試改革

大学の足並みは？
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２０１７年度の私大ブランディング事業は前年度１．５倍の６０件に達した＝東
京・霞ケ関の文科省

学生集めの競争の激化に伴い、書類や面接で選考するアドミッショ
ン・オフィス（ＡＯ）入試や推薦入試を導入する大学も増加している
が、一方で大学側には学力不足を懸念する声も広がっており、大学入
学者の学力確保も課題だ。
大学の学科長約２千人の半数以上が、一般入試に比べＡＯや推薦入
試で入った受験生の基礎学力が不足していると回答－。数年前に実施
したベネッセ教育総合研究所の調査結果が大学関係者の間に波紋を広
げた。ＡＯや推薦入試を実施している大半の大学が大学入試センター
試験を活用するなどして学力を評価しているが、進学後の学力不足が
顕在化したからだ。
文科省は大学入学者の学力確保に向け、ＡＯや推薦入試の場合でも、平成３２年度から
現行の大学入試センター試験を衣替えする大学入学共通テストの実施などを義務付ける。
共通テストでは、国語と数学で表現力と思考力を問う記述式問題が導入されるほか、今
後も継続されるマークシート方式の問題でも正答に複数の選択肢を求めるなど従来に比べ
思考力が問われる内容となる。
２９年１１月には共通テストを想定した問題を全国の高校生約１９万人が受験。今年２
～３月には現行と同じ「読む・聞く」の能力をみるマーク式の英語の試行調査も実施され
る。共通テストの英語は、３５年度まで移行期間として民間試験とセンターが作成するマ
ーク式試験を併用、３６年度以降に民間試験に一本化される。
ただ、国立大学協会が民間試験とマーク式の両方を必須とする一方、日本私立大学連盟
と日本私立大学協会は「各大学の判断に任せる」とそれぞれの方針を尊重する構えをみせ
ている。学力確保策は全学生数の８割を占める私大の動向が鍵を握りそうだ。

【２０１８年問題】生き残りのヒントは 仕掛ける大学
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平成３０年以降の１８歳人口のさらなる減少を見据え、大学は生き残り策を模索し、文
部科学省も支援策を打ち出すなど官民の協力が強まっている。
文科省は２８年度から、学長のリーダーシップのもと、研究面で独自の取り組みを行う
私立大への支援事業を始めた。経常費補助は最大５年間で、１校当たり年２千～３千万円。

初年度は申請のあった１９８校のうち４０校、２９年度は１８８校から６０校が選ばれた。
取り組みの特徴として目立つのは地域密着型だ。例えば、道内で唯一選ばれた北海道科
学大は積雪寒冷地域での超高齢社会に向けた技術展開と普及に取り組む。新潟工科大は地
域を悩ます強風に着目し、高度シミュレーション技術による地域の「風」の課題解決と人
材育成を目指す。瀬戸内海に近い福山大は、しまなみ沿岸の生態系に眠る多面的機能の解
明と産業支援・教育を掲げる。
１８歳人口の減少が加速する中で、大学が生き残るためのヒントはあるのか。大学事情
に詳しい大手予備校「河合塾」の近藤治教育イノベーション本部副本部長は「これからは
多くの大学で、入試の入り口を広げて多くの生徒を集めることよりも、入学後に思考力や
判断力、コミュニケーション能力などを高める教育をどれだけ提供できるかが問われてく
る」と指摘。主に３～４年生で実施されている学生参加型のゼミ授業を１年生から導入す
るなどの必要性を強調する。
一方、受験生側にも意識改革を求める。「免許や資格をとるなら別として、受験生には世
間的な評価が高い学部や大学を選ぶ傾向がある。大学にとって少子化時代は選抜ではなく
希望する受験生を選択することになるので、生徒側もキャリア意識を強く持って大学選び
に臨んでほしい」

神戸の先端医療振興財団が改組へ

アジアの拠点化目指す
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先端医療振興財団が入る先端医療センター。構想２０年の節
目を迎え、今年４月、
「神戸医療産業都市推進機構」に改組さ
れる＝神戸市中央区港島南町２

神戸医療産業都市（神戸・ポートアイランド２期）
の中核的機関である先端医療振興財団（理事長＝本
庶佑（たすく）・京大名誉教授）が４月、「神戸医療
産業都市推進機構」に改組し、進出企業や研究・医
療機関のまとめ役として、国際展開、産学連携促進
などの機能強化に乗り出すことが分かった。１０月
に構想の検討開始から２０年を迎える国内最大級のバイオメディカルクラスター（集合体）
は、内外の連携と交流を促進することで集積の相乗効果を高め、アジアを代表するクラス
ターを目指す。
神戸医療産業都市は阪神・淡路大震災の復興プロジェクトとして、１９９８年１０月に
検討が始まった。その後、理化学研究所多細胞システム形成研究センターやスーパーコン
ピューター「京（けい）
」などの研究機関、神戸市立医療センター中央市民病院や神戸アイ
センターなどの高度病院群が集まり、進出企業数（昨年１１月末時点）は３４４社を数え
る。
２０年の節目を前に、集積効果をさらに高めるため、神戸市は財団の改組によりクラス
ター全体の推進役を期待する。主立った研究機関、病院、企業による委員会を新機構内に
設置し、交流を促進するとともにクラスターとしての提案や要望を行政に伝える。異分野
間の人材教育や働く環境の向上などの自主的な取り組みもバックアップする。
また、これまで十分ではなかった欧米などの国外クラスターとの交流・連携に向けて、
新機構に専任のコーディネーターを複数採用し、国際共同研究や国外からの資金の獲得、
企業の海外展開などを支援する。コーディネーターは国外でのＰＲ活動や人脈形成を通じ、
神戸の知名度アップを図る。企業と研究者を引き合わせるコーディネーターも増員し、イ
ノベーション（技術革新）をもたらす研究の事業化を促進する。
一方、研究部門（先端医療センター）は、看板の「再生医療」に特化するだけではなく、
これまでの成果を活用し、
「がん免疫」「老化」「認知症」など新たな治療法開発のニーズが
強い領域の研究にも取り組む。そのため、新たな研究グループの設置も検討していく。

広報ＰＲ戦略や２０年記念事業などもクラスター全体で行う。新機構の理事長は財団に
引き続いて本庶氏が務める。
（森本尚樹、長尾亮太）

親も子も涙する 神戸の定番ソング「見えない翼」誕生秘話
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音楽祭の締めくくりに「みえない翼」を歌う６年生たち＝
こうべ小学校
歌いながら後
ろに下がって
いく＝こうべ
小学校
最後に静かに
幕が下りる＝
こうべ小学校
臼井真さん

昨年１１
月、こうべ小学校（神戸市中央
区中山手通４）の音楽会。低学
年から順番にステージを終え、
ついに６年生の出番がやって
きた。数曲を演奏した後、子ど
もたちは神妙な面持ちで階段
状の舞台に並ぶ。
静かに歌い始める。
♪楽しかった 音楽会も この曲が ラストソング（略） みえない翼だけど 時間の壁を
越えられる 音楽という 翼をかりて♪
間奏では「練習でみんなの心が一つになった」「この音楽会を忘れません」。各自が声を
張り上げ、卒業式さながらに思い出を振り返る。保護者席から、おえつが漏れる。歌いな
がら涙を流す子もいる。見ている記者も、親子の６年間を勝手に想像して目頭を熱くする。
しかし、次の瞬間。その涙は半分乾いた。
シャッ、シャッ、シャッ。
歌いながら、全員が後ろ向きに、一糸乱れぬ動きで階段を上っていくではないか。まっ
すぐに前を見つめたまま…えらい器用やなと妙に感心。そしてラスト。
♪忘れない 忘れたくない 音楽会よ さようなら♪
緞帳に収まる範囲に全員が下がると幕が下り、大きな拍手が会場を包んだ。
「みえない翼」
。神戸市内の多くの小学校の音楽会で６年生が歌う、局地的な大ヒット曲
だ。子どもたちは１年生の時に最上級生の姿に憧れ、自分が歌える年を心待ちにするらし
い。
魅力的な旋律と壮大な歌詞。作者はいったい誰？ 調べてみたところ、また驚きが待っ
ていた。神戸市の音楽教諭、臼井真さん（５７）
。阪神・淡路大震災復興のシンボルソング
として名高い「しあわせ運べるように」の生みの親だ。
現在、高羽小学校（灘区）に勤める臼井先生を訪ねて話を聞いた。
作詞作曲したのは教師３年目、１９８５年の夏。震災後に作った「しあわせ－」より古
い。
「角川映画『時をかける少女』などタイムトラベラーものが流行していた時代。大人に
なっても旋律を耳にしたら、一瞬で当時の音楽会に戻れる。そんな曲を作りたかった」
熱い思いを楽譜と上司にぶつけ、同年秋に勤務先の志里池小学校（長田区、廃校）でお
披露目。当初から評判で、震災のころには市内に浸透していたという。
直接指導した児童たちのビデオを見せてもらった。退場のタイミング…あら、後ろでは
なく前に歩いていく！ 「私は、こっちの方が客席との一体感があって好きなんですよ」。

臼井先生は２０年以上にわたり「前派」
。前か後ろかは「指導教諭の好みや学校の伝統によ
る」らしい。
さらに、さらっと「実は３部作です」
。なんと、６年生の出番が終わり、観客が退場する
間に５年生が歌う「みえない翼の中で」
、他に誰もいなくなった会場で先生たちが６年生に
対して歌う「未来への希望の翼」もある。この２曲は同僚らのリクエストで２０００年以
降に生まれたが、あまり知られていないとか。
臼井先生も定年まで、あと３年。
「歌は時間を超えて、永遠に生き続ける。託した思いを
今、若い先生に伝え始めています」
。そう言って、にっこり笑った。（上杉順子）

社説：子どもの貧困／学校での「気付き」を支援に
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子どもを守る仕組みを話し合う＝尼崎市内

日本の子どもの７人に１人が貧困状態にある。ひと
り親世帯に限ると、２人に１人に跳ね上がる。先進国
で最低水準という深刻な状況だ。
「子どもの貧困率」という指標がある。１８歳未満
の子どもが、平均的な所得の半分を下回る家庭で暮ら
す割合を示す。直近の２０１５年時点の調査は１２年
ぶりに改善したが、１９９０年代から、つまり平成の
ほとんどの期間は悪化傾向が続いた。
他国と比べ、日本は親の就業率が高い。にもかかわらず生活が苦しいのは、派遣やパー
トなどの非正規雇用が増え、ワーキングプアの問題があるからだ。
平成の経済の長期低迷などを背景に、親世代の経済格差の拡大が子に影響を及ぼしてい
る。子どもたちに手をどう差し伸べていくか。現場の取り組みから考えたい。
昨年末、尼崎市内の小学校に、県外から教育関係者らが訪れた。目的は、支援の必要な
児童を早期に見極める取り組みの視察だ。
遅刻や衣類の汚れ、朝食を食べていないなど、一人一人の児童の状況を定期的に確認し、
注意すべき変化や、困っている児童がいないかどうかを検討する。職員会議後の１０分間
を「児童理解タイム」とし、校内での情報共有を図る。
流れをつくったのは、尼崎市福祉事務所の「子どもの育ち支援ワーカー」と担当教諭の
連携だ。この学校は、不登校や遅刻が常態化する子、授業に集中できない子など、「気にな
る子」の支援に課題を感じていた。
ワーカーとともに家庭訪問し、必要に応じて親の就労支援など行政の窓口につなぐよう
になった。連携を強化したこの１年で、不登校数や欠席数は目に見えて減ったという。
背景にある家庭の問題は貧困に限らないが、担当教諭は「学校にいる子どもを通じて、
家庭のＳＯＳに気付き、支えることができる。家庭が落ち着くと、子どもの表情も変わっ
てくる」と効果を認める。
「連鎖」を断ち切る
貧困率が示すような実態は、周囲から見えにくい。最低限の衣食住が不足する「絶対的
貧困」とは異なり、社会で当たり前と考えられている生活ができない人の割合を示す「相
対的貧困」だからだ。
貧困は、学力や進学、健康などの面で、子どもの不利益になりかねない。
ひとり親世帯の大学や専門学校への進学率は、一般家庭の半分以下の水準にとどまる。
所得の低い家庭に、学用品費などを補助する「就学援助」を受けている子どもの割合が多
い学校ほど、基本的な読解力が低い、という調査結果もある。
日本財団が大阪府箕面市の子どもの生活環境や学力のデータを分析したところ、貧困状
態の子どもの学力が、１０歳を境に急激に低下していたという。早い段階での支援が重要
となる。

２０１４年に子どもの貧困対策推進法が施行され、国も動き始めた。教育の機会均等の
観点から教育無償化の議論も進む。子どもの将来が左右されないよう、親から子への貧困
の連鎖を断ち切らねばならない。
ただ、生活保護や就学援助が必要なのに受けていないなど、支援の網からこぼれ落ちる
家庭も少なくない。特に就学後は「家庭の問題」とされがちだ。
親子を孤立させない社会の取り組みが求められる。
つなげる仕組みを
国は子どもの貧困対策の一環として、すべての子どもが通う学校をプラットホーム（拠
点）と位置付ける支援体制を目指している。
鍵を握るのが、福祉の専門家であるスクールソーシャルワーカー（ＳＳＷ）の存在だ。
「子
ども育ち支援ワーカー」として配置する尼崎市のように、近年自治体による導入が広がる。
だが、業務の範囲は地域や学校によって異なり、
「現場で活用しきれていない」との声もあ
る。
大阪府立大の山野則子教授（児童福祉）は「英国など海外では学校職員の半数以上が外
部の人間で、地域の人材を積極的に活用している。仕組みとして定着させるには、必要な
支援につなげられるＳＳＷの育成が欠かせない」と指摘する。
貧困だけでなく、虐待やいじめ、自殺など、子どもが追い詰められる事案も後を絶たな
い。学校の教職員が感じた「異変」から背景にある問題を突き止め、親子をどう支えるか。
教育や福祉というこれまでの枠組みを超え、
「子ども」を軸にした体制づくりを急ぐ必要が
ある。

社説

論始め２０１８ 新技術と人間社会 使いこなすのは私たちだ
毎日新聞 2018 年 1 月 3 日
人工知能（ＡＩ）ソフト「アルファ碁」が世界のトップ棋士を次々破った衝撃が遠い昔
のように思える。ＡＩは機能も応用範囲も予想を超えて進化を続け、昨年１年、ＡＩとい
う言葉を見かけない日はなかった。
囲碁の世界ひとつとっても、先代の「アルファ碁」に完勝する「アルファ碁ゼロ」が登
場した。ＡＩを使った自動運転も公道での実証実験が全国で始まった。家電量販店に行け
ば、さまざまなスマートスピーカーが並び、呼びかけに応じて照明をつけたり天気予報を
教えてくれたりする。農業や漁業、教育や投資、ＡＩ活用の試みは枚挙にいとまがない。
今年、こうした流れはいっそう加速するだろう。私たちの生活の隅々までＡＩが入り込
み、暮らしや仕事を便利にしてくれる。そんな未来図が見え始めている。
一方で、人間社会との摩擦は避けて通れないだろう。奪われる雇用、プライバシーの侵
害、ブラックボックス化したＡＩの暴走。そんなキーワードも現実味を帯びてきた。
便利さの裏に摩擦も
昨秋、日本の３メガバンクが大幅な業務削減を打ち出した。ＡＩを活用した情報技術で
数万人分の業務を肩代わりする計画だ。業務の効率化、低コスト化は歓迎したいが、こう
した流れがさまざまな分野で大量リストラを招く恐れは否定できない。
医学の世界では、乳がんの転移を病理組織で見分ける競争でＡＩが人間の病理医１１人
を負かしたという海外の論文が公表された。日本でも胃がんの前段階の画像診断でＡＩが
熟練した専門家並みの成績を示した。しかもＡＩの方が診断が圧倒的に速い。正確で速い
診断は患者にとってメリットが大きい。ただ、その時に医師の役割も変わらざるをえない。
メディアとて人ごとではない。天気予報や企業の決算を書く「ＡＩ記者」はすでに登場
している。
「ＡＩ政治家」の開発をめざす海外の研究まで出てきている。
ＡＩをこの分野に導入したらどうだろう。そんな人々の想像力が、さらに活用業種を広
げていく。ＡＩがけん引する第４次産業革命は３次までの産業革命を質量ともにしのぐ影
響をもたらすかもしれない。

便利さの裏側にはプライバシー問題も潜む。多くの場合ＡＩの命綱はビッグデータだか
らだ。
たとえば防犯カメラに映った人の歩き方から容疑者を割り出す「ＡＩ捜査」の試みがあ
る。その精度を上げるには大量の人の動画が必要となる。スマートスピーカーや家庭用ロ
ボットとのコミュニケーションを向上させるには、利用者の情報や会話を蓄積する必要が
あるだろう。
当然、情報の使い方には透明性やルール作りが欠かせない。
存在自体が利用を促す
人間の理解を超え、制御不能なＡＩが登場する可能性も否定できない。それを改めて想
起させたのが前述した「アルファ碁ゼロ」だ。
先代は人間同士の膨大な棋譜を読み込む「深層学習」と、ＡＩ同士で対戦する「強化学
習」で腕を上げた。ところが「ゼロ」はルールを基に自分自身と対戦するだけで強くなっ
た。人の経験や思考を必要とせず、「独学」。その延長線上にどんな自律的で汎用（はんよ
う）性のあるＡＩが出てくるのか。ＡＩ同士が「独自の言語」で会話を始めた「事件」も
話題になった。期待と同時に恐れを感じる。
ただ、懸念はあってもＡＩの利用にブレーキがかかることはないだろう。歴史を振り返
れば、技術の存在それ自体が利用を促すからだ。しかも、いったん社会がその技術に依存
してしまえば、ブレーキをかけることはいっそう困難になる。身近な例をあげるなら原子
力発電だ。
５２年前に日本初の商用原発が稼働して以来、地震・火山列島に原発は増え続け、２０
１１年の事故直前には５４基で電力の３割をまかなうまでになった。まさに「原発依存」
だ。
いったん原発の存在が社会の構造を変えてしまえば、リスクに目をつぶろうとする力が
働く。その結果、これほどの事故を経てもなお、依存から抜け出せない。電力を作るとい
う単純な機能しか持たない原発でさえそうだ。社会に複雑に入り込むＡＩに気づかぬうち
に支配されないよう、注意深さも必要だ。
私たちの想像を超えて進む技術はＡＩだけではない。ロボット工学や遺伝子技術もまた、
社会を大きく変えていくだろう。それぞれの利益とリスクを見据えた上で、技術を使いこ
なす人間の知恵を磨きたい。

社説：ニッポンの大問題 職人精神を磨きたい
東京新聞 2018 年 1 月 3 日
ちまたに「人生百年時代」の標語があふれます。健康でいられても、先々の暮らし向き
は濃い霧の中。誇り高き長寿社会のかたちを探らねばなりません。
全国に知られるさいたま市の「大宮盆栽村」
。一九二三年に関東大震災に見舞われた東京
の盆栽職人たちが移り住んだ一帯です。
そこで厳しい修業を積んだ名匠を訪ねました。七十一歳の川辺武夫さん。三十歳で地元
の自動車整備工場のトップから転じ、四十年余。異色の経歴の持ち主です。
◆こだわりの職人技
曲がりくねった白骨のような幹と枝が、縄文時代の火えん（かえん）土器を彷彿（ほう
ふつ）させる東北真柏（しんぱく）
。加賀一位の突き出した幹と枝は、ヘラジカの角を連想
させて凜々（りり）しい。
三陸地方の高山地帯で目の当たりにした真柏は、断崖絶壁にしがみつくように生えてい
た。千年の歳月を超え、過酷な環境に耐え抜いている雄姿に、体の芯から震えを覚えたと
言います。
旧来の盆栽の基本樹形は必要ではない。畏れ多い自然の造形美をありのままに表現する。
それが川辺さん流の盆栽哲学です。
修業時代に抱いた疑問が発端でした。たくさんの幹や枝葉を切り、針金を巻いて曲げ、

植え替えて角度を変える。過度に改作される盆栽たちの悲鳴が聞こえたと言う。その鋭い
感受性が新境地を切り開いたのです。
盆栽用語に「忌み枝」がある。樹形の美しさを損ね、日当たりや風通しを妨げる枝のこ
と。マニュアルに従えば剪定（せんてい）する。
「樹（き）がいのちのバランスを取るために伸ばした枝を、なぜ切るのか。大切なのは
人間の身勝手な美意識ではなく、樹の健康です」
大胆で型破りな作風には、自然に対する敬愛の念が薫ります。その“未完の構え”は、
欧州人の心を捉えた。十九世紀のジャポニスムのように。スペイン、ドイツ、フランス…。
招請が相次ぎます。
◆見えぬ力の大切さ
古くから職人技は、親方から弟子へと継承されてきました。もっとも、知識や技能は言
葉だけで伝え切れるものではありません。
マニュアルを暗記しても、すぐに泳いだり、自転車に乗ったりできないのと同じです。
マニュアル化が可能な目に見える技術を「形式知」と呼ぶのに対し、目に見えない技術を
「暗黙知」と呼ぶ。ハンガリーの科学哲学者マイケル・ポランニー氏が提唱しました。
大事なのは、この「暗黙知」です。親方の全身からにじみ出る経験や勘のようなもの。
弟子はその所作を盗み、鍛錬を繰り返すしか身につける術（すべ）はありません。
どういう仕事であれ、一人前になるまでには一万時間の修業を要するという。マニュア
ルを意識しなくても、自然と身体が反応してこその職人技です。
真の職人は、利益や勝敗や時間を度外視し、納得のいく仕上がりを見るまで努力を惜し
まない。その過程で、マニュアルを超えて独自の理念や哲学も芽生え、それに根ざした頑
固一徹の職人かたぎも育まれます。
それは自己を律する規範であり、また誇りであり、その積み重ねが人生の物語を紡いで
いく。
しかし、そうした人間の尊厳の淵源（えんげん）ともいえる「暗黙知」や職人かたぎを、
不合理なもの、非効率なものとして切り捨ててきたのが、資本主義文化の歴史でしょう。
市場競争のグローバル化や、少子高齢化がもたらした人手不足を背景に、技術は生産性
の向上に傾斜するばかり。人工知能（ＡＩ）やロボットといった高度に知的な機械はマニ
ュアルを覚え、人間に取って代わってきています。
「形式知」の作業領域である限り、会計士や弁護士、医師などの知的職業といえども侵
食され得るのです。日本の労働者の約４９％が就いている職業は、二十年後までに自動化
される可能性があるという衝撃的な推計さえ出ている。
さらに、長寿化が福祉を圧迫します。ならば、人生の終末まで働く社会を目指す。それ
が「人生百年時代」構想です。けれども、生産性ばかりに価値を置くような社会では、生
存競争だけに終始する人生になりかねません。
◆私欲超え感じること
米国の社会学者リチャード・セネット氏は、労働は自然の一部として、職人精神の復権
を唱えている。
「仕事をそれ自体のために立派にやり遂げたいという願望」のことです（『ク
ラフツマン 作ることは考えることである』）
。
二〇〇七年生まれの日本の子供の５０％は、百七年以上生きると予想
されている。生産と消費の論理でなく、働く喜び、誇りを社会の真ん中
に据え直すべきでしょう。
川辺さんは「よく見て感じ、私欲を捨てこだわる」と言い、マニュア
ルを超えて感性を磨く。職人精神に未来を感じるのです。
月刊情報誌「太陽の子」、隔月本人新聞「青空新聞」、社内誌「つなぐちゃんベクトル」、ネット情報「たまにブログ」も
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