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学生のコミュニケーション能力

李 建志

はじめに

前提として「コミュニケーション能力」とはなにかについて考えてみたい。試みに、国会図書館の

雑誌記事検索をしたところ、表題に「コミュニケーション能力j ということばが使われる文献が登場

するのは1979年が初出、その後80年代は年に 1~5 件程度となっている。その後、 90年代には少しず

つ増えるが、本格的に定着すると思われるのは1996年以降のことで、これ以降は年間50件以上が見ら

れる。さらに今世紀にはいると年間100件を超える文献を見ることができる。

このように、この「コミュニケーション能力」ということばは新しい概念であり、その分未整理な

ところが残っているといえまいか。例えば、上記の雑誌記事にも「英語による会話能力」を意味する

ものもはいっているし、また言語障害のあるひとの会話能力向上などといった意味のものもあった。

いや、がんらいはこっちの意味で使われていたものが、普通の日本語の世界での対話能力という意味

でコミュニケーション能力ということばが使われはじめるのは1990年代から、すなわち日本の企業で

新入社員の若者とのコミュニケーションが問題として取り上げられてからだ。だとすれば、社会問題

としてコミュニケーション能力をとらえないと、小手先では対応で、きないことになるのではないか。

そこで本稿では、社会問題としてこの「コミュニケーション能力」という議論を取り上げることとす

るc

1 r自己責任j 論と1995年問題

自己責任ということばが一般化している。このことばも今世紀に入ってから使われるようになった

「便利」なことばだ。ほとんどの場合、失敗者、敗者、弱者に対して向けられることばとなっており、

その弱者を救済することを拒否するために使われているからだ。そして、今日本でいちばん弱い立場

にいるマイノリティの集団として、ロスト・ジェネレーション(朝日新聞による命名)の問題がある。

大学の教壇に立っていればわかるように、日本では「新卒採用」というのが通過儀礼となっている

特異な社会だ。通過儀礼でいちどつまずくと、二度と正規では仕事ができないという負の側面が日本

に蔓延している。日く、「フリーターをして楽をしていたひとは、企業では使えない」云々。現在の20

代の非E規雇用率は50%もあり、経団連会長の御手洗(キャノン)は、これでも「雇用の流動化が足

りない」といっている O 労働市場全体に占める非正規雇用率はすでに35%に達しているのにもかかわ

らずである。

このような流れはいつつくられたか。それが1995年の日経連レポート「新時代の日本型経営」であ

る。ここでは、労働者が「長期蓄積能力活用型Jr高度専門能力活用型Jr雇用柔軟型」の三つにわけ、

後者の二つが「非正規雇用」となるわけだ。とくに問題なのは三番目の柔軟型で、戦後禁止されてい

た派遣という業務形態をなし崩し的に認めさせる元凶ともなったわけである(1999年、原則無制眼に

なる)。

非正規雇用者の差別としかいいようのない制度は、小泉=ネオリベラリズム政権によって助長さ

れ、完成したものだが、その前の村山社会党政権からはじまっているということはおさえておいた方
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カ主し、し、。

さて、この非正規雇用の若者たちは、就職氷河期といわれる1993年から2005年までに卒業した世代

で、まさに失われた十年(ロスト・ジェネレーション)にあたるわけだが、「新卒採用」という特殊な

制度がある以上、彼らには復活のチャンスはかなり少ない。政府は「再チャレンジj などといってい

るが、非正規雇用組を積極的、あるいは状況によっては採用したいといっている企業は1.4%しかない
、、、、、、、、

のだから絶望的だ。そして、この政財官の作り出した時代の責任をとらないための言い訳として、「自

己責任」論が登場したわけである。「今の若い者は・. . Jというのがそれだ。

具体的には「コミュニケーション能力の不足」なることが声高に言われるようになった。「だ、って、

若い奴らはちゃんと自分の意見を言えないんだもん・・」というオヤジの意見が社会全体の主流と

なったわけだ。そして、その状態を何とかしなければならない、と「コミュニケーション能力の向上

のための教育プログラムj が各大学で組まれるようになる。だから、 1996年以降コミュニケーション

能力を語る雑誌記事が急増したといえる。その心は、「時代も悪いけど、若い世代の本質的な問題も深

刻だ」だろう。

2 若者の右傾化

哲学者の萱野稔人は、若者に今足りないのは、経済的な基盤だけではなく、「承認」だという。フラ

ンスでへーゲルをおさめた彼の、華麗な反撃だ。非正規雇用ではキャリアは積めない。それどころか、

次につながる職場教育も受けられない。まさに、生き甲斐が全くない=社会的な承認がまったく受け

られない状態が、今のロスジェネをおそっているのである。そりゃ、とちくるって通り魔になってい

いわけはないが、彼らを追いつめている社会の問題はなぜこんなになおざりにされるのか。

彼らの一部は、ナショナリズムに走った。日本人である、ということは無条件に自分を認めてくれ

る最後の一線だからだ。彼らは中国や韓国など人件費が安い(国際競争力がある)固とたたかうため

に、非正規雇用の位置におとしめられている。だとすれば、アジアの国と連帯というより、自分を脅

かし、自分の存在の承認を阻害するものと映ったとしても無理はない。こうして蔓延したのが小林よ

しのりブームであり、香山リカのいう「プチナショナリズム症候群」である。

一方、人件費の大幅削減に成功した経済界も、そろそろ焦りが出はじめている。人件費削減で 1人

あたりの労働時聞が増えた上、非正規雇用が多くなったため、正規雇用者が減って職場教育=人材育

成が滞りはじめてるのである。場当たり的にコスト削減したつけを、今経団連会長の御手洗は「国家

的見地での人材育成」で乗り切ろうという。早い話が、大学などにケツを向けてきたのである。高校

とか大学で、職場人になれる教育をしてよ、そうすればコスト削減のツケはなんとか返せるから、と

いう場当たり的な発想、だ。

ここ数年、日本共産党がブームだという。小林多喜二『蟹工船』が売れ、 2008年 1月から 7月まで

の日本共産党新規入党者は一万人に達したという。そのほとんどがロスジェネと呼ばれる世代だ。彼

らは日本共産党が立派だから入党したのだろうか。否、彼らがプチナショナリズムに走ったのと同じ

論理で、自分たちを「無条件で承認してくれる唯一の場所」だと思っただけではないか。虐げられた

労働者よ、団結せよ、といわれて燃えない非正規雇用者はいなし、から。

3 若者にとって「コミュニケーション能力」とは

彼らは自己責任を押しつけられている。本当は社会が蒔いた種であるにもかかわらず。その社会が



県立広島大学人間文化学部紀要 5， 65ー71(2010) 

責任逃れの切り札として出してきたのが「今の若い人は本質的に誰でもできなければならないコミュ

ニケーションができないJというものだ。この「能力」を極限まで注目させた研究者が斉藤孝だろう。

まず、断らなければならない。筆者は今の学生たちにコミュニケーション能力の不足を感じてはい

ない。少なくとも、筆者の学生時代とさしてレベル差はない。そういうと、こういう反論が来るだろ

う。現在の50代は若い頃、もっとコミュニケーションができた、と。

再反論しよう。内田栄ーという劇作家がいた。 1973年に天皇制と日本共産党を榔検する連載をプレ

イボーイ誌で展開し、当局と日本共産党の弾圧で潰された経緯がある、反体制的なアングラ演劇を

やっていた人物で、 1980年代に「海燕ジョーの軌跡」で映画デビューした。

このひとが、ニッポン放送というラジオ局で『ティーチイン』という人気番組を持っていたことが

あった。今でいったらN匝〈の rlQ代しゃべり場」を連想してくれればわかりやすい。ただしもっと世

代が広範囲だし、内容も政治的なものが多かった。その一部が『ティーチイン 騒乱の青春j(三一新

書、 1968年)として書籍になっているが、年輩の世代に属する作家や評論家などが、若者を前に「今

の若いひとはコミュニケーションができない」といっているシーンがあるのだ。要するに、いつの時

代も大人は子どもを怒鳴りつけ、本質的におまえはダメなんだ、といって溜飲を下げてきたわけだ。

平田オリザは大阪大学でコミュニケーション能力育成のプログラムを担当しているが、総長の鷲田

清ーとともに「哲学カフェ」や「サイエンスカフェ」を聞いている。だれでもが参加できる議論の場

で、もちろん話さなくてもいい。ヨーロッパでおこったムーブメントで、日本の大学では大阪大学ぐ

らいでしかやっていない。そのとき、いちばん因るのが中高年男性だという。中高年男性(主に50代

と60代)は、上から目線で若い者を「おまえはなにも知らない」とでもいわんばかりに会話にはいろ

うとする。実際、平田氏も「出ていってくれ」と思うことがしばしばあるという。残念ながら、こう

いうことをするのは中高年男性に限られるというのだ(平田オリザ・北川達夫『ニッポンには対話が

ない』三省堂、 2008年)。

組織の論理は、上のことを下は聞いていればいいという構造であり、年長者は「経験Jというもの

を武器に、年下を押さえつけて悦には入るのである。このひとびとが、昨今の「若い者はコミュニケー

ション能力がない」という言葉を吐き散らしているかと思うとゾッとする。

なぜこのようなことが起きるのか。フリーターで最近ものを書きはじめた赤木智弘は『若者を見殺

しにする国j(新風舎、 2007年)で、次のように述べている。

「おとなと若者」という関係性のなかでは、若者の対象が匝定されていません。わかりやすく

いうと、あるひとりの若者は、時が経てばおとなになりますが、若者という言葉自体は、個人を

指す言葉ではなく「若い人全体」を指す言葉ですから、若者はいつまで経っても若者のままなの

です。「それがどうした ?Jといわれるかもしれません。しかし、若者を批判する側の「おとなで

ある私」は成長しつづける(と、本人は思っている)のに対し、若者という言葉で指し示される

対象は、いつまでたっても成長せずに、愚かなままなのです。ここに若者批判の基本があります。

いずれにせよ、ここまではおとなの愚痴としての若者批判に過ぎません。ただの若者批判であ

れば、おとながいくら愚痴ろうとも、時聞が経てば権限は若者に委譲され、その若者がおとなに

なって、また次の若者に権限が委譲されるという歴史がつづくだけです。

私が俗流若者批判を問題視するのは、個人の「若者批判=愚痴」がまっとうな権限委譲に対し

て、なんら悪影響をもたらさないことに対し、若者批判が社会全体で共有されることによって

「若者はおかしいのだから、権限を与えてはならない」という空気が蔓延し、権限の委譲が停滞

し、それが社会の停滞をまねいてしまうことです。(前掲書、 27-28頁)
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上から回線での若者批判は、単にその中高年の品格を落とす、まさに「自己責任」の問題で解決で

きるものではなく、完全なる社会問題だということがわかるだろう。

このようにいうと、ではおまえは何もしなくてもいいというのか、という批判をもらうかもしれな

い。答えは否だ。なぜならば、今の日本のコミュニケーション能力要求度はかつてないほどのレベル

に達しているからだ。それはどうしてだろうか。

かつて、日本が豊かだったとき、社会ではコミュニケーション能力が並でも、あるいはそれ以下で

も、責任感が強いとか、部下の面倒をよく見るとか、さまざまな点でカバーされてきた。しかし、長

引く不況で連鎖倒産がつづくと、あるとき会社が他の会社に合併された、外資に買収されたなどとい

うことはざらになってくる。そのとき、コミュニケーション能力がないと、すなわち慣れた人間関係

以外のところではあまりうまく立ち回れないという人間だと、企業側としては即刻リストラ対象とし

てしまうのだ。そして、少ない新卒採用枠でも、コミュニケーション能力の要求は高くなる。なにし

ろ即戦力候補をとらなければならないからだ。しかし、コミュニケーション能力をいかにして発展さ

せるか、そもそも鍛えられるものなのか、その基準は何か、誰も知らないのである O そこに登場した

のが斉藤孝だ。

斉藤孝は1960年、静間県生まれ。東大法学部卒業後、東大大学院教育学研究科を修了し、明治大学

に就職した。彼の名前が一般に知られるようになったのは、 1997年の『教師=身体という技術j(世織

書房)からだろう。彼は徹底してコミュニケーション能力を「技」化する。例えば、文脈力(どこで

話が展開したか、その流れをおさえて、いつでもそこに戻れる能力)、質問力(自分が聞きたいことで

はなく、発表者が強調していることをおさえて、そこにうまく流れるような質問ができる能力)、コメ

ントカ(相手の話の要点をつかみ、それに対して自分の文脈を重ね合わせたことをいえる能力)など

がある。しかも、それらをゲーム感覚のメソッドによって「誰でも身につけられる技術」としている

ところが受けた。

実際、彼の文章を読むと、若者が昔と違って引きこもりがちだと愚痴ってみたり、中高年のとくに

男性の身体が冷えていると榔捻もするが、こうした問題が起きるのは社会の問題だと指摘したり、そ

の言い方がいかにもソフトであるため、あまり嫌味がない。彼は授業も上機嫌でやる、という。そう

しないと教室が冷えるから。しかし、こんなことなかなかできることではない。おそらくこれを人徳

というのだろう。人徳ある人は、だいたい何か批判しでも品位があるから腹が立たない。

それはさておくとして、彼は「身体を取り戻す」ことが先決だという。身体は、最近のライフスタ

イルの変化によって冷えているのだという。そのため、授業も体操から始めるなど、ユニークな技術

を「科学的な根拠で」展開しているのだから、企業のトップが「うちの社員をお願いしたい」といっ

たとしても不思議はない。現実に、彼は数多くのビジネスセミナーを行っている。

こうして、斉藤孝はおとなと子どもの両方の問題を認識し、その処方筆を出すことで、現代社会に

対する「批判」にかえた。彼の武器はその「人徳」だ。いっていることに首をひねりたくなるときも

間々あるが、なかなか斉藤孝自身を批判する気にはなれない。なにかしら人柄のよさを感じずにはい

られないからだ。こんな人物が、コミュニケーション能力が話題になり始めた1990年代後半に、身体

をキーワードにメソッドという特効薬を持って登場したわけだ。まさに、斉藤孝はコミュニケーショ

ン能力論の天皇というべき存在なのである。
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4 望まれるコミュニケーション能力

先にも述べたとおり、本質的に若者が能力に欠けているのではなく、ライフスタイルの変化によっ

てコミュニケーションの方法やツールが変化しているという事実と、社会変動期の就職氷河期という

背景から、高度なコミュニケーション能力が求められているのは事実である。しかし、場当たり的な

(上から目線の)コミュニケーション能力向上プログラムではない、もっとも包括的なものを行って

いるのは、やはり大阪大学の平田オリザではないかと思われる。

彼は大学に奉職する前から、全国の小学校でドラマ教育をしていた。 ドラマなら、必然的に「誰か

になって」、「誰かとからむ」必要があるから、コミュニケーシヨン能力向上には非常に有効だという

のだ。しかし、小学校と違い、大学でこれをやると、最初はうまくいかないことが多いという。

例えば、前出の『ニッポンには対話がない』には次のような記述がある。

いま、大学院生とやっているもので、「電車のなかの三人の会話Jという、演劇jメソッドを取り

入れた教材があります。台本を読んで、三人の登場人物を実際に演じてみる。「三人はどのような

関係でしょうかJということを考えるのが課題なんですけれど、それはどんなふうにでもとれる

テキストなんですよ。この人とこの人とはものすごく深い関係にあって、この二人は過去に付き

合っていて・・・と、いろいろに解釈できるように書いてあるんですね。それで、いちばん妄想、の膨

らんだ人が勝ちって言うんですけど、大阪大学の大学院生さんたちはだめなんです。ぼくがいろ

いろワークショップやっているなかでも相当だめなほうに位置するくらいなんです。

最初から繰り返して、「正解はないですよJといっているんですが、小学校のころから先生があ

らかじめ用意して隠していた答えを当てていくような授業に慣れてしまっている。その上、いま

教えている学生たちの多くは、一つの正当に向かつて近づいていく技術を、子どもの頃から塾の

講習や受験勉強を通して訓練されてきているから、どんどんはずれていったほうが勝ちという感

覚が受け入れられないんですね。(前掲書、 36-37頁)

筆者自身も、本学の授業でいままでいろいろ工夫してきた。例えば「講義」で、朝鮮文学の歴史を

教えることになっているのだが、それでは退屈するだろうから、クイズを入れている O もちろん答え

はない。李氏朝鮮時代の後半に、日本経由で朝鮮に唐辛子が入ったが、当初は朝鮮人はそれを嫌って

いた。なぜ、いまのように、唐辛子なしでは食卓がなりたたないほど唐辛子好きになったのか? と

いう問題を出して、いちばん面白いところにチョコレートとか出していたが、どうも「まとも」な答

えにばかりいく。「フリーメーソンの陰謀でもなんでもいいから、笑いをとれ」っていってもきょとん

としていて、最後には「正解を教えてくれ」といわれるぐらいだ。

また、朝鮮文学の作品を読ませて、その内容を基礎に、そこからできるだけはずれて独自の物語

(小説)を書きなさいという課題を出しでも、なかなか原作を離れられない。これはいまにはじまっ

たことではなく、筆者の学生時代もそうだっただろうし、おそらく 50代の方も学生時代にそんなこと

できなかったのではないか。でも、いまはそれをやらなければならない時代に突入してしまったのだ。

筆者の場合、文学というジャンルの人間だからとりあえず文学作品作成ということをしているし、あ

るいは実験的に演劇を取り入れてもいいかもしれない。ただし、そこで問題なのは、正解をこちらが

隠し持っていて、それを教えてやるという「上から目線」を排除することだ。

例えば、原爆の問題を考えたとき、「原爆はいけない」という答えが(常識という圧力として)生徒

に被さっている。だから、「自由に」といいながら、けっきょく答えのあるなかで動かせているという
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構図になってしまうのである。それは「思考停止に陥っている」といわざるをえない。例えば、日本

本土決戦で最初の上陸を命じられた部隊の兵士の母親ならどう考えるかとか、「演劇的に」考えさせる

ことで、反対意見もあることを知り、その論理も知り、その上で「でも、 6対 4で、やっぱり原爆は

だめ」という答えを出してくれることを、遠くで祈ることしか教師にはできないのではないか、とい

うことだ。

以上のように、若者のコミュニケーション能力を問題視するということは、それ以前に既成世代の

コミュニケーション能力と、その「能力」をいかなるものとしてとらえているかという問題が大きく

取り上げられなければならないと考える。そして、若者のコミュニケーション不全を論じる以前に、

実はその「コミュニケーション能力」を既成世代がどのようにとらえており、また実践できているの

かを検証しなければなるまい。

追記

本稿は本来は昨年度の学部プロジェクト「コミュニケーション能力の向上をめざす学部教育の改

善J報告書に載せるべきものだったが、筆者の不手際でこのようなかたちで発表せざるを得なくなっ

た。関係者の方々に深くお詫びしたい。
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Communication Faculty of Student 

Lee Kenji 

Nawadays peaple say that th巴 youthliving in Japan communication faculty have decreased. But there is 

a few arguments which have investigated the actual conditions of the youth communication faculty. Therefore 

I have recaerched when we have began to use this words as dialogue faculty with his fellow students or 

between student and teacher， that the youth has been deficient血 communicationskills. 

I have set up a hypothesis， the youth has had many communication skills which紅edifferent from old 

persons' ones， and generation gap make us invisible there communication faculty. 

This paper had to been written for a report of GAKUBU Project 2008， Prefectual University of 

Hiroshima，“Education Development for Communication Faculity of Students"， but I could not have written 

this paper till the deadline. This paper was compensation for加 reportof GAKUBU Project 2008 
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