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断崖絶壁のテキストに挑む
編集部　時が経つのは早いもので、2008年に始まったジ
ュニア・セミナーは十年目を迎え、高校生だった初期の参
加者は社会人になっています。そこできょうは、この十年
を振り返っていただきながら、ジュニアの成長物語といい
ますか、彼ら彼女らにとってアスペンとは何だったのか、
ジュニア・セミナーがめざすところなどについてお話し合
いいただきたいと思います。
村上　ジュニア・セミナーを始めるにあたってさまざまな
議論がなされ、試行錯誤をしながらここまで来ましたが、
まず当初の課題の一つが、参加する生徒の外的な属性でし
た。つまり、三年生は受験で忙しいから二年生が対象とな
り、二年生となると、公立高校は入学した翌年、さらにそ
の翌年には卒業してしまうから、中高一貫校の高校二年生
と､ 当初はかなり対象を限定しました。さらにあのころは
公立の中高一貫校はありませんでしたから、必然的に私立
高校となり、しかもそれなりの資質がある学生となると、
どうしても慶應、早稲田、立教など、いわゆる有名校とい
う具合に限定されてしまうんです（いまは違いますが）。

そういう中で多様な対話がなされるのかという懸念はあり
ましたが、とにかく参加者を集めなければ始まらないから
と、加川先生が科長（校長）を務められていた学習院女子
高等科にもお声をかけたわけでしたね。
加川　最初はアスペン研究所がどのような存在なのかはま
ったく知らず、それこそ雲をつかむような感じでしたが、
事務局の方のお話をお聞きすると、一つひとつが本当にそ
うだと納得できることばかりで、特にシカゴ大学のハッチ
ンス総長の「この時代の特徴は、あまねく瑣末化が行き渡
っていることだ」という言葉は強く印象に残りました。人
間の基本的価値を思考するという理念に基づくセミナーで
あれば、生徒たちが「善く生きる」ということを考えるき
っかけになるだろうと参加させていただくことにしたんで
す。ただ、そのときはもう担任ではなかったのですが、ち
ょうど中学生のときに担任をしていた生徒が高校二年生で
したので、古典を読んで話し合いをするそうだから参加し
てみないかと、セミナーについてはよくわからないままに、
本当に大雑把に声をかけました。言われた生徒にとっては
ずいぶんと乱暴な話だったと思います。
渋谷　私は第一回のときにリソース・パーソンとして参加

ジュニア・セミナーが社会に投げかけたもの
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しましたが、まず驚いたのが、参加費を取らないでどうし
て運営できるんだろうかということでした。それが十年も
続き、四百名を超える生徒が参加したわけですから、この
活動に賛同して寄附してくれる企業や団体の熱意のような
ものを強く感じました。
　テキストはやはり本間長世先生と今道友信先生を中心に
つくられたのですか。
村上　そうです。いろいろな方が知恵を出し合ってね。
加川　セミナーへのお誘いがあったとき、実はどんなテキ
ストが使われているのか知らなかったんです。そこで最初
のセミナーが終わったときにどんなテキストかと見せても
らったら、「えっ、こんな難しいテキストだったの」とび
っくりしました。私は国語を担当しており、中・高生にで
きるだけ古典の作品に接する機会をつくってきましたが、
それでも時間をかけて自分の力で読み込み、対話すること
はまずあり得ません。しかもアスペンのテキストは想像を
はるかに超えるレベルで、このテキストをつくった方たち
は高校生をご存じないのではないか、大変なところに生徒
を誘ってしまったと心配してしまったほどでした。
村上　半世紀以上も前になりますが、私が高校生だったこ
ろにはある種の知的スノビズムがあって、それこそマック
ス・ヴェーバーの『プロテスタンティズムの倫理と資本主
義の精神』や難解なカミュの小説など、理解できてもでき
なくてもとにかく難しいテキストを読んでいないと恥ずか
しい、自分には教養や知識があるんだと気取ろうとする意
識が強くありました。というのも、高校に入学して間もな
いころでしたが、一般社会という授業の中でグループ発表
をする機会があり、「剰余価値説」から始めて、経済学理
論について滔々と発表した人間がいたんですよ。私はまっ
たく知らなかったので、ギョッとした覚えがあるんです。
ものすごいショックだった。
渋谷　私は村上先生よりひと回り下ですが、確かに同級生
を意識するというか、お互いに刺激しあうという雰囲気は
残っていましたね。いまの学生はどうですか。
加川　知らないことを恥ずかしいと思う気持ちが少なくな
り、逆に知らなくて何が悪いという居直りのような風潮が
強まっているようにも感じられます。でも、決してすべて
の若者がそうだということではなくて、村上先生がおっし
ゃったスノビズムとは違うかもしれませんが、少なくとも
ジュニア・セミナーに参加した生徒は、それぞれ自分なり
にテキストに向き合っているわけですから。セミナーの感
想に「断崖絶壁のようなテキストだったけれど、それがと

てもよかった。一人だととても読めないけれど、自分と同
い年の人が同じように苦しんで読んでいるということを共
有することによって、自分の気づきが得られるし、めげず
に読んでいこう、くじけずに読んでいこうという気持ちに
なれる」と書いた生徒がいました。
渋谷　四年目か五年目に、ルソーの『社会契約論』と和辻
哲郎の『人間の学としての倫理学』に代わってカントの
『実用的見地における人間学』と福沢諭吉の『文明論之概
略』が入りましたが、アンケートによると、もっとも難し
かったテキストの筆頭が福沢ですね。確かに福沢のときは
対話が盛り上がらないように感じます。
加川　アンケートには、福沢諭吉をこれからじっくり読み
たいという声も多く挙がっています。
渋谷　例えば『徒然草』や『平家物語』であれば古文とし
て向き合えるのかもしれませんが、古文なのか現代文なの
か、どちらとも言えない福沢の文体が、高校生にはとっつ
きにくいというか、理解が深まらない一つの要因なのかな
と思っているんです。現在は古文や漢文の授業をなくして
しまった高校もあるようで、われわれが学生のときと較べ
ると、古文・漢文に接する機会は格段に少なくなっていま
すね。
加川　学校によって多少違いますが、漢文の授業は、理科
系はほとんどないと思います。文科系でもかろうじて週に
一時間ほど、『論語』の短いものを読むぐらいですから、
漢文の力は格段に落ちていると思います。
渋谷　福沢は儒教を毛嫌いしているけれど、ものすごく漢
文に強い。
加川　漱石も漢詩をつくりましたし、あの時代の人は素養
として漢文を己のものとしていましたが、いまでは漢詩を
つくれる教養人はごく稀なのかもしれません。
渋谷　鈴木大拙も「最近、漢文が衰えたのはいかにも残念
だ」と言っていますね。
村上　私の世代になると漢詩はつくれませんが、旧帝国大
学系の大学出身者が集う学士会が発行する「學士會会報」
には必ず漢詩が載っていて、かろうじて教養を保っている
人が自作しているそうです。
編集部　対話が盛り上がるテキストはなんでしょうか。
村上　意外かもしれませんが、ギリシア神話の『アンティ
ゴネー』です。
渋谷　どの参加者も積極的に発言しますから、『アンティ
ゴネー』を一番手としたのはクリーンヒットですね。
加川　『旧約聖書』の「創世記」も盛り上がります。

▶▶▶アスペン鼎談

ジュニア・セミナーが社会に投げかけたもの
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村上　特に立教の生徒が頑張る（笑）。学校で読まされて
いるのでしょう。
渋谷　国際人になるための教養という点でも聖書は重要な
意味を持ちますからね。ただ日本では、イサクの献贄やヨ
ブの苦難ということは知っていても、思想文化としてのキ
リスト教について体系立てて学ぶことがないというのは、
これから考えていかなければいけない課題なのかもしれま
せん。

横断する思想

村上　加川先生はジュニア・セミナーのモデレーターをさ
れるようになりましたが、まだテキストは難しいと感じら
れますか。
加川　難しいことは難しいのですが、「断崖絶壁のような
テキスト」に挑むことに意味があると思うようになりまし
た。テキストをつくってくださった先生方の豪速球が高校
生に向かって飛んできている、それを彼女ら彼らが一所懸
命に何とか打ち返そうとしているようにも見えてきました。
だから、決して易しくはないけれど、豪速球だからこそ鍛
えられるものがあると思っています。
村上　一つのクラスは十六人くらいで編成されていますが、
エリート校から選りすぐられてきたという前提に立った上
でも、残念ながら全員が難しい豪速球に食らいつくことは
無理なんです。でもこの十年の経験から言うと、確実に三
人ほどは、本当に感心するほど細かく、そして自分なりに
テキストを読み込んでくるんですね。どのクラスにもこの
三人がいるというのは、むしろ驚きです。
渋谷　その三人に、さらに別の二、三人が引きずられてい
きますね。
村上　そういう関係性ができあがるからこそ、多くの生徒
が面白がってくれるのでしょう。つまり、エリートかエリ
ートでないかというよりは、どれだけ歩留りがあるかとい
うことが大切なように思います。
渋谷　一人では決してできないことが、集うことによって
育まれるわけですね。しかも、誰もが対等であって正解が
ないという対話形式が、それをより強めていく。
加川　子どもたちの可能性を引き出すのが教員の役目であ
るはずなのに、高校生だからこのくらいでしようがないだ
ろうと、どこかで限界を決めつけていたんですね。でも先
生方の投げる豪速球をちゃんと打ち返す生徒がいて、まさ
に「高校生恐るべし」、私自身が目を開くきっかけをもら
いました。

渋谷　高校生という多感な時期にアスペンに触れることは
それなりのインパクトを与えると思いますが、加川先生の
生徒さんは、進路先を理学部から文学部の哲学科に変えた
そうですね。この話を聞いたときは本当に驚きました。
加川　それほどの影響を与えてしまったことで、その後ど
うなさったのか、ずっと心配していました。今回、この鼎
談のお話をいただいたときに、いい機会だからと彼女に聞
いてみようと連絡したところ、本人には会えなかったので
すが、手紙を書いてくれました。
　まず哲学科に進んだことは、やはりアスペンに参加した
ことで哲学に、さらに高校の授業で美術史に興味を持つよ
うにもなり、美学と美術史も学べる学習院大学の哲学科を
選ぶことにしたんだそうです。
　いまは結婚して仕事も充実しているようですが、アスペ
ンで学んだことについて「どうしようも分からないことへ
の立ち向かい方」とありました。「アスペンで扱うテキス
トは『すっきり分かる』ということはありません。何回も
読み、理解しようとする行為はまさに格闘です。そうした
経験があるからこそ、現実のどうしようもなく思える問題
にも、最初から諦めずに『問題の根っこは何か。好転させ
る手立ては？』と格闘することができています」と。
渋谷　正解が見つからない難問に正面から立ち向かい、何
とか自分で切り拓いていこうという、アスペン精神の核心
をつく手紙ですね。
加川　学校教育は知識を教えるという面があり、これが正
解ですと伝えないと解決できません。正解へと導くことに
縛られているとも言えます。他方、アスペンに参加した人
たちのほとんどが、正解がないことにとても共感していま
す。私たち教員はそういうジレンマをずっと抱えながら、
授業を工夫し、簡単には解決できない課題とともに毎日過
ごしています。
渋谷　突拍子もない例を申し上げますと、北朝鮮とどうつ
き合うかは喫緊の課題ですが、正解は全く見えませんね。
でも、例えば外務省の職員や商社に勤めている人は、何と
か道を見つけていかなければならない。そういう心構えは、
高校生にも大人にも求められる資質であり、それがリーダ
ーの資格というものに繫がっていくと思います。そういう
意味では、まさにいまの手紙にあるように、アスペンがリ
ーダーシップの涵養という役割を十分に果たしていますね。
村上　いまの教育はほとんど縦割りで、理科は理科、国語
は国語、社会は社会と、カリキュラムの一つひとつの教科
の中で、ここまでは教えなければいけない、ここから先は
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教えるべきではないということが指導要領で決まっていて、
生徒はその入り口から入って、そこの入り口の先に見えて
いるものしか見えないんです。それに対して欧米には「ア
クロス・ザ・カリキュラム」という言葉があって、ある問
題について、英語の先生は英語の先生なりにその問題を取
り上げ、社会の先生は同じ問題を自分の教科の中で考える
という教育なんですね。だから、指導要領をいかに効率よ
くきちんと生徒にわきまえさせて、身につけさせて卒業さ
せるかということに重きを置く日本の教育のあり方に対す
る一つの批判がこのアスペンだと考えてもいいだろうと思
います。
渋谷　そうですね。二日目、三日目になると、この論点は
初日のテキストのあの論点に近いんじゃないかと、テキス
ト自体がアクロスしてゆきます。先日のヤング・エグゼク
ティブ・セミナーでは「この論点は明日のこのテキストに
関係してくるはずだ」と発言した人がいましたが（笑）、
発想自体が非常に横断的・縦断的というか、自ずからそう
いうメソッドになっているように思いますね。アスペンで
は「テキストとの対話」「仲間との対話」「自己自身との対
話」ということが言われますが、私はそれに加えて「テキ
スト同士の対話」もあると思っているんです。
村上　対話ということでは、ジュニアが始まってからずっ
と感じていたことですが、エグゼクティブやヤング・エグ
ゼクティブでは、いくら注意してもモデレーターとの対話
になりがちですね。私はそれを避けるために参加者の発言
にできる限りうなずかないようにしているんですが、高校
生の場合は、ある発言者が言ったことに対して、自分はこ
う思う、さらに別の人がそれに加わって、こちらが注意し
なくとも、自然と参加者同士の対話になるのはなぜだろう
と、ずっと疑問に感じているんですが。
渋谷　確かにそういう特徴はありますね。われわれと年齢
差が大きいので、モデレーターの方に向かうという意識が
もともとないのかもしれません（笑）。
村上　解答を聞きたいと感じているように見えなくもない
んだけれど、なるほど、そうかもしれません。
渋谷　私は割合参加者の発言にうなずく方なのでちょっと
弁明させていただくと、確かに発言する人の多くがモデレ
ーターに顔に向けていますが、それを他の人がじっくり聞
いているのも事実であり、その意味ではメンバー同士の間
の対話になっていると思うんです。
村上　そういう見方があるのかもしれませんが、モデレー
ターの反応を見ながらしゃべっている大人がいるというの

もまた事実ですね。大人の方がどこかで正解を求めている
のかもしれません。
加川　私が教員になって一年目のときのことで、いまでも
鮮明に覚えていますが、国語の教科書の最初の作品を読ん
でいるときに、ある男子が質問をしたんです。それがとて
もよかったので、私は素直に「それはとてもいい質問だ」
と言ったら、生徒たちが収斂していくと言いますか、クラ
スの雰囲気がガラッと変わってしまったんです。私の言葉
がこんなに大きな影響を与えるのかとびっくりしました。
ですから本音を言えば、アスペンの先生方に「それはいい
ね」と言ってもらえると、生徒たちは大きな自信にもなる
んだろうなとも思うので、モデレーターとしてどのように
反応すればいいのか、そのさじ加減は毎回悩んでいます。
村上　今道先生のように徹底的に禁欲的になれればいいん
だけれど、ついつい対話を円滑に進めようという気持ちが
勝って「それはこういうことですか？」「それに関しては
こういう話があります」という反応をしてしまうので、モ
デレーションは本当に難しいですね。
編集部　いまは高校の先生がモデレーターを務めるセミナ
ーも開催されています。
渋谷　教育委員会を巻き込みながらアスペン方式を自分た
ちの手で自主的に行いたいという学校がいくつも出てきて
いるのは、アスペンがそれなりのインパクトを持って受け
入れられたという証しだと思います。
村上　自主アスペンを開催しているところの共通点は、熱
心な先生がいることですね。ヤングに参加して、モデレー
ター・プログラムにも積極的に参加しています。
渋谷　参加校も入れ替わり、公立高校がずいぶん増えまし
たが、変化はありましたか。
村上　質的な変化はほとんどないと思います。公立高校は
無理だろうと思っていたら大きな間違い、いまは有名私立
を追い抜く勢いです。
加川　新しい高校が参加するようになり、埼玉、奈良、岡
山でもセミナーを開催するようになりました。アスペンは
ゆっくりとした歩みで広がっていくほうが、より深く浸透
していくと思うんです。もともと江戸時代には各地に藩校
があり、人を育てることに熱心でしたから、その芽はたく
さん残っているのではないでしょうか。

未来のリーダーを育てる

編集部　先生方の世代ですと、学生のころは読書会が盛ん
で、大人と一緒に本を読む機会も多かったと思いますが。

▶▶▶アスペン鼎談

ジュニア・セミナーが社会に投げかけたもの
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加川　いまは学校の中ではないですね。たまに本好きの図
書委員や文芸部で開かれるぐらいで、昔のようにあちこち
で行われていることはないと思います。
村上　逆に私のころも、少なくとも高校ではありませんで
した。私の持論は「読書は孤独なもの」であり、絶海の孤
島に流されるとなったときに一冊だけ持っていくことを許
されるとすればどういう本か、という質問が成り立つぐら
いに孤独なものだと信じていて、みんなでワイワイ言いな
がら本を読むのはナンセンスだとずっと思い込んできたん
です。その考え方をすっかり変えたのは、実はアスペンに
参加したからなんですよ。みんなで読むことによって一人
で読んでいるときには達成できないような何かがあるとい
うことをアスペンで学んだのです。
渋谷　アスペンでは一つのテキストをもとに対話をします
が、その根っことしてあるのは、孤独に読んできた人でな
いといい発言ができないということですね。さらに孤独に
読んだからこそ、他人の意見に耳を傾け、新鮮に驚くこと
ができるんだと思います。
村上　そうなんです。矛盾しているわけではないんですね。
加川　「断崖絶壁のようなテキスト」であっても、これを
みんなと読めると思うから、とにかく読んでみようと生徒
たちは頑張れるのでしょうね。
村上　おっしゃるとおりだと思います。そんなに難しく考
えずに、本というのはとにかく読むことに意義がある。だ
から、取り組んでみたら読めるものは読めるし、読めなか
ったらまた読み直してもいいんだというように、本に対す
る開かれた心が養われてくれれば、私はそれで十分だと考
えています。
渋谷　エグゼクティブやヤング・エグゼクティブのセミナ
ーはリーダーシップの涵養ということが謳われていますが、
ジュニアはその点は明確ではありませんね。いま村上先生
がおっしゃったことはまさにリーダーシップの涵養に繫が
ると思いますが、ジュニア・セミナーが果たしてリーダー
あるいはエリートを自覚的に養成する仕組みなのかどうか。
でも実感としては、ここに集まる高校生は将来絶対にリー
ダーになる人たち、なってもらわなくては困る人たちだと
思っているんです。
　先ほども話が出ましたが、十六人の生徒の中で積極的に
リーダーシップを発揮して場を引っ張っていく人、ときど
きインターベンションする人、じっと他者の意見を聞いて
いる人と分かれるんですよね。あの場面こそが、自分の発
言がどのように全体の流れを築いていくかということの訓

練になっているはずなんです。それを三日間行うというこ
とは、自然とエリートとは何か、リーダーシップとは何か
ということを実体験できる場になっていると思います。
村上　ジュニア・セミナーがエリートを前提にしているこ
とは自明なんです。ただ、日本ではエリートという言葉が
ほとんどネガティブに使われることが多くて困るんですが。
加川　第十回のセミナーで私のチームにいた男子がなかな
かおもしろい感想を書いてくれました。「高二になり子供
と大人の狭間におかれているなか、日々受験勉強があって
生活に退屈していたが、月に一回行われるアスペンはとて
も楽しいもので、頭のいい様々な学校からやってきたメン
バーと会えたことは、これからの人生で確実に生かされる
と思う」と。この感想からはエリートを自覚していること
が感じられますね。
渋谷　受験勉強に退屈していてセミナーが楽しみというの
は、すごいゆとりだね（笑）。
村上　いい意味でのエンターテインメント。
渋谷　生徒たちの反応を見ると、善く生きる、人間を知る
ということが素直に沁み込んでいるようで、アスペン精神
と高校生というのは非常にマッチングの度合いが高いよう
に感じました。
加川　もう一人、第九回セミナーに参加した女子に、アス
ペンの体験でよかったことを書いてほしいと頼みましたら、
高校三年生で多忙にもかかわらず、きちんとした手紙を書
いてくれました。紹介させてください。
　「アスペンは正解がなく、どんな意見も受け入れてくれ
る場であるからこそ、『無知の知』を知る場でもありました。
他人の解釈を大切にしなければ、知に新しい進展は生まれ
ないし、自分が絶対ということはないと痛感できました。
ここで得た思想の大まかな感覚・像を忘れず、これから先、
新たな知見を加えていくことで、社会情勢を理解しやすく
し、多様な人・意見を受け入れやすくなると確信していま
す。加えて、こんにちのつながりの規模の広がる、グロー
バル社会やSNS社会で自分を生きやすくするコツが少しわ
かったような気がします。古典を読んでいるのに、なぜか
今を、そして未来をみんなで読み解いている気がするのが
このセミナーでした」
渋谷　この手紙を書いてくれた生徒さんの十年後、二十年
後が楽しみです。
村上　先ほどの手紙といまの手紙の二つが活字になるだけ
で、今回の鼎談は十分ですね（笑）。
編集部　本日はありがとうございました。
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一筋の道
松村　健太郎
●飯野海運株式会社不動産事業部

自分自身を信じて思考した先にしか答えはない

　1993年に生まれた私とその同世代は、第三期生として
2010年度にアスペン・ジュニア・セミナー参加の機会を
得た。手元に残っている当時の資料を見ると、第三回（最
終回）のセミナーは2011年１月30日の日曜日と記されて
ある。同じＣチームのメンバーとも仲良くなり、各自の試
験等が落ち着いた３月の第二週末に打ち上げを企画した。
週末を控えた金曜日は、３月11日であった。
　その日の午後に起こったことと、それに続く大混乱の様
相については、既に広く知られていることだ。私自身も練
馬区の高校で部活動をしていて、旧校舎の煙突が真っ二つ
に折れて落ちていくのを目撃した。皆で避難した大教室に
は数台のテレビがあり、情報が次々に飛び込んでくる。燃
えさかるコンビナートの映像が延々と流れていた。夕食調
達のため街に出ると、まだ十八時頃であったのに私鉄の駅
は真っ暗で、暗い街道には歩く人の列が途切れることなく
続いている。未だ混乱の渦の中にいたものの、多くの人が
初めて直面するような、明らかに異常な事態が起きている
ということはわかった。
　そのまま学校で一夜を明かし、翌日、都心部を横断する
形で千葉県の自宅へと戻った。東京駅で電車の切符を購入
したものの改札が機能しておらず、機械に吸い取られるこ
とのないまま手元に残った。「2011.3.12」と印字されたそ
の切符は、今でも大切に保管している。
　痛感したのは、この世における正解のなさである。どれ
だけ予定通りの順風満帆な人生を送っていようと、突然の
天災や人災がそれを容赦なく破壊してしまうことがある。
それまで当たり前のように機能していた秩序や、何の疑い
もなく信じていた価値観も崩壊してしまう。このようにし
ておけば大丈夫、ということなどないのだ。結局のところ、
自分自身を信頼して思考し続けた先にしか答えはない─。
　その後、私は進学希望先を文学部に定めた。正直なとこ
ろ、当時の母校において決して主流と呼べる進路ではなか
った。様々な人から驚かれ、時には反対された。しかし当
時の私には、就職に有利だとか、社会に出てから役に立つ
からということよりも、自分の人生の根幹となる何かを見
出したいという思いの方が強かった。それが、文学部で見
つけられる気がしたのだ。私にそんな気を起こさせるきっ

かけとなったのが、直前に終了したジュニア・セミナーで
あったと思う。

❖
　セミナーの構成はシンプルだ。与えられたテキストを読
み、その解釈についてグループ内で意見をぶつけ合う。討
論でなければ議論でもなく、「対話」と呼ぶべき雰囲気で
あった。それでも、まるで自分の語る一言一句が吟味され
るような独特の緊張感があり、初回は怖気づいて手を挙げ
られなかったことを覚えている。
　こちらも大事に残してあるテキスト・ファイルを開くと、
赤字で大量の書き込み。初回のものだ。すべて他のメンバ
ーの発言だったようで、丁寧にその名前まで書いてある。
しかし、それは第二回、第三回と時を経るにつれ減ってい
く。私の発言が増え、より「対話」に没頭していったとい
うことだろう。その中で自分を偽ったり取り繕ったりする
ことはできない。他者の意見に耳を傾けるだけでなく、自
分自身を信じて考え抜き、加えてそれを発信するというこ
とが求められる作業であった。
　テキストの内容もさることながら、このような作業によ
って見出したことがある。それは「わからなさ」や「曖昧
さ」こそ時には重要であるということだ。テキストに対し
て、解釈の違いが生まれる。そもそも明確な答えなど存在
しない状況で、必要なのは正解探しではない。一人ひとり
が考え抜き、そしてその結果生まれる解釈の違いを認め合
うことではないか。一つの答えに絞ることなど、そもそも
不可能なのだ。読みの多様性を認めることは、人格や価値
観の多様性を認めることに繫がる。翻って言えば、「これ
しかない」「こうに違いない」といった発想は、時には非
常に危険であると思う。
　震災の直後、私はある本を通じて井上成美という人物に
出会った。戦時下に海軍兵学校長を務めた井上は、教育に
関して以下のよう語ったという。
　「卒業してすぐ実務に役立つような教育は丁稚教育であ
って、（中略）兵学校教育の目的は、識見と教養とを備え
た真にジェントルメンライクの、将来何処に出しても羞ず
かしくないだけの海軍将校の素地を養うにある。言いかえ
れば大木に成長すべきポテンシャルを持たしむるにあ
る。」〔阿川弘之『山本五十六（下）』1973年、新潮文庫、278頁〕
　少なくとも学校や予備校の授業と比べると、ジュニア・
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生の春休み、ドイツのミュンヘンからオーストリアのザル
ツブルク行きの郊外列車に乗った時であった。列車がドイ
ツ最後の駅を出てすぐ、幅十メートル程度の小さな川を渡
った。シェンゲン圏内では国境審査もない。わずか十分程
度の間に、列車は一つの国から別の国へと移動していた。
　このようなところで生活をしたら、一体どんな日常が待
っているのだろう─その後、私は縁あってザルツブル
クに留学し、国境を生活の一部として抱える一年間を送っ
た。実際、人々は実に気軽に国境を越えていく。物が安い
と言ってはドイツのスーパー・マーケットへ足を運び、あ
るいは週末の小旅行と称してチェコやスロヴェニア行きの
列車に乗り込む。海によって厳然と隣国から分かたれた場
所で生まれ育った私にとって、それは衝撃的な生活であっ
た。留学中も帰国後もとり憑かれたように歩き回り、境界
への旅は私のライフワークとなった。香港から深圳へと流
れる人の群れに混じり、あるいはベオグラードからブダペ
スト行きの夜行列車に乗っていると、周囲の人間は「ど
こ」の「だれ」なのかということは非常に曖昧になってく
る。それは相手にとっても同じことなのかもしれない。あ
る日、キエフ行きの特急列車を国境駅で下車した私に対し
て、ウクライナの税関吏はドイツ語で質問をした……。
　このような私の歩みとジュニア・セミナーでの経験は、
どこかで結びついているのだろうか。本稿の依頼を受けた

セミナーでの学びは決して「卒業してすぐ実務に役立つよ
うな」ものとは言えないだろう。しかし2011年の春、大
変不幸な出来事を通じてではあったものの、私はこのよう
な学びの意義を自分なりに理解した。そしてそれは、現在
に至るまで私にとっての重要な支えとなっている。

境界を越えて

　先日、勤務先のビルの地下で、偶然チームメイトの一人
と再会した。現在は大学院で学ぶ彼と久しぶりに昼食を共
にしつつ、ジュニア・セミナーへの参加から実に七年の月
日が経過していることに感じ入った。その席で、彼は次の
ようなことを口にした。曰く、自らを異端と割り切ってそ
こに安住してしまう方が、実は主流派として生きることよ
りも簡単なのではないか、と。社会に背を向けず、むしろ
正面から対峙することは、実際とても難しく勇気のいるこ
とだと思う。
　セミナー終了の約一年後、私は早稲田大学文学部から合
格通知書を受け取った。それから卒業までの五年間は、旅
の時代であった。アルバイトでお金を貯めては海外へ飛び
出す。最初は地図を塗りつぶすように様々な国を訪れたが、
やがて一つのテーマが浮かび上がってくるようになった。
それは境界（Border）である。島国に生まれ育った私は、
陸の国境を見たことがない。初めて目にしたのは大学一年

際、改めて考えてみた。もちろん直接の繫が
りはない。しかし偶然か必然か、私にとって
人生の転機となった時期に、やんわりと一筋
の道を描いてくれたのがジュニア・セミナー
であった。明確な正解のない問題と格闘した
三カ月間は、「わからなさ」や「曖昧さ」を
直視することの意味を教えてくれた。そのよ
うな壁に直面した時、私たちは考える。思索
や対話は遠回りかもしれない。だが、問題か
ら逃げずに立ち向かう覚悟を持てば、それら
は私たちに明快な分析や確言以上のものを残
してくれるのではないだろうか─このよ
うな思いを抱きつつ、私は今も境界を巡る旅
を続けている。それは、決して何か答えを見
つけるための道のりではないのだ。答えはわ
からない。わからなくてもいい。イタリア北部ボルツァーノ（Bolzano）郊外にて。この地域ではドイツ語を母語とする人が多い（筆者撮影）
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ジュニア・セミナーの軌跡

　今年度でアスペン・ジュニア・セミナーは第10回を迎
えることができた。ジュニア・セミナーについての日本ア
スペン研究所の思いは、「アスペン・フェロー」No.18 （日
本アスペン研究所創立10周年記念号　2009年１月発行）に、
当時の鈴木信成理事から、セミナー創設の経緯とともに報
告されている。その思いが、現在どのように実を結んでい
るのか、鈴木理事が書かれたことに、資料や参加者の声で
答える形でみていきたい。

❖
　「10周年を機に、次の10年の飛躍に相応しい、新たな
事業を創設しよう」ということで検討が始まった。
　第１回（2008年度）は５校23名だった参加者が、第10
回（2017年度）では12校46名となり、この10年間の参加
校は延べ129校、428名が参加した。会員企業の皆様のご
支援もあり、日本アスペンの恒例事業として定着している。
　セミナー参加者の「古典や哲学書はリーダーシップ教育
に限らず、若い多感な学生のときに読むことが必要」とい
う声や、若者の読書離れへの危惧もあった。
　このことに関しては、第10回の参加者の感想文が一番の
答えになっている。
　「まさに“人生を変えられた”というのが率直な感想で
ある。ひとりでは気付けなかった視点、狭い主観からとび
だしてはじめて世界をみるようなわくわくした気持ち、す
べてが新しい刺激であった。まさに井の中の蛙であったこ
とを実感させられる。いわゆる勉強、真の勉学というのは
こういうことなのだと思う。つたない言葉を必死につなげ
て理解を深めようとするのはひたすら難しく、楽しい学び
であった」
　「これまでこのような本を読む機会がなく、とても不安
な気持ちで参加したのですが、分からない箇所があっても、
皆さんの意見を聞き、共に知識を深められる良い機会にな
りました」

　「アスペン・セミナーで、深めて読むことのおもしろさ
や、自分の知識、経験となっていくことを身にしみて感じ
ることができたので、これからは多くの古典にふれていき
たいです」
　「この経験を生涯の宝物として、今後の糧としていきま
す」
　「本を読むということは世界中、今昔を脳内旅行するよ
うなものだと初めて知りました。これからたくさん本を読
んで人間を知りたいと思いました」
　「対話することを経験して、『人間』の仲間入りをでき
た気がします」
　参加費は無料とし、日本アスペンの社会貢献活動として
位置付けた。
　毎年多くの企業等からご寄付や会場提供などのご支援を
いただくことでセミナーは成立している。このことは参加
者からのお礼の言葉にも表れている。
　「今後、自分の振る舞いが変わるような経験だったと思
います。これから何らかの形で恩返しできるように頑張り
たいと思います」
　「大人のみなさんが高校生のために資金援助をしていた
だけるおかげで経験することができるというのが嬉しくて
たまらないです。将来、この場でのことを社会に還元した
いです」
　将来は、倫理や公民を担当する先生方にこのセミナーの
進め方を伝授し、学校単位での開催も考えている。
　第１回開催時より、有識者やアスペン・セミナー参加者
に参観してもらっていた。学校法人市川学園（千葉県市川
市）の古賀正一理事長はジュニア・セミナーに感動された
お一人だった。その後、古賀理事長から日本アスペンへ支
援要請があり、同校教員のヤング・エグゼクティブ・セミ

第10回ジュニア・セミナーで（2017年）
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　次の参加者の発言をみると、１カ月間隔での実施の効果
がよくわかる。
　「高２になり、子供と大人の狭間におかれているなか、
日々受験勉強があって生活に退屈していたが、月に１回行
われるアスペンはとても楽しいもので、頭のいい様々な学
校からやってきたメンバーと会えたことは、これからの人
生で確実に生かされると思う」
　「本当は出会うことなく高校生活を過ごしたかもしれな
いメンバーと、こうしてディスカッションできるのは本当
にいい経験になっている。次の１カ月後のセミナーが楽し
みである」
　「正直、セミナーと事前学習はこの３カ月の生活のかな
りのウェイトを占めかなり大変でした……。しかし、定期
的に重い文献を読むことで自身の読解や考えをまとめる力
が非常にきたえられました」
　「次回は12月23日ですが、それまでに自分の分からな
い所、文章の観点や表現の意図を自分なりに深く考え、セ
ミナーの場で発信していきたいと思います」
　高校関係者にとってアスペン研究所は当然無名の存在で、
話を聴いてもらうまでに少々時間がかかったが、じっくり
ご説明し、ご理解、ご賛同を得た。
　その後、アスペン関係者や参加校の先生方にご紹介いた
だき、参加校を広げていった。また、2014年度から文部
科学省が始めた「急速に社会や経済、政治のグローバル化
が加速する現状や、様々な社会問題、国際問題を踏まえ、
社会課題に対する関心と深い教養、コミュニケーション能
力、問題解決力等の国際的素養を身に付け、将来、国際的
に活躍できるグローバル・リーダーを高校段階から育成す
る」というスーパーグローバルハイスクール事業もあり、
ジュニア・セミナーへの興味も一層高まってきている。
　私立の５校23名が参加してセミナーが始まった。
　第３回からは、千葉、埼玉、神奈川の公立高校４校も参
加。さらに第５回からアスペン・フェローズ会員のご子弟
にも参加を呼びかけ、現在まで17名が参加した。また、参
加したご子弟の出身校の先生が興味をもたれ、現在は２校
が学校としての参加を継続している。

❖
　このように、ジュニア・セミナー創設時の思いが次々と
実現できたことは、関係者にとって望外の喜びであるが、
一番喜んでいるのは、これまでの428名の参加者であるこ
とは間違いない。

（日本アスペン研究所事務局　久野）

ナーへの参加などの準備を整え、2012年度から「市川ア
カデメイア」という課外授業を継続している。市川学園の
10名ほどの先生方による「市川アカデメイア運営委員会」
が設けられ、テキスト作成、モデレーター、リソース・パ
ーソンなど、すべて先生方で運営されている。日本アスペ
ンはモデレーターの派遣、およびモデレーター養成を援助
している。
　2014年度からは、当時、東洋英和女学院大学学長であ
られた村上陽一郎先生のご紹介で、東洋英和女学院高等部
のグローバル教育プログラムの一環として「ASPEN式読
書会プログラム Toyo Eiwa Reading for Action Program
（TERA）」が開催されている。TERAは参加者の多様性
を確保するため、他校にも参加を呼びかけ、麻布高等学校、
広尾学園高等学校の生徒も参加している。テキストは日本
アスペン作成版を使用し、モデレーターの派遣、およびモ
デレーター養成を援助している。
　また、日本アスペンの創立15周年記念事業として、「古
典」をテキストに、「対話」を通して「よく生きるとは」「大
切にしたい価値」などについて考える場を提供する「高校
生のためのアスペン古典セミナー」を、2013年度の埼玉
県を皮切りに、2015年度に奈良県、2016年度に岡山県で
開催している。当初は日本アスペンが主催したが、順次、
各県の教育委員会主催に移行している。2017年度には北
海道国語教育フォーラム（会長・東谷一彦札幌国際大学短
期大学部教授）のご協力により、札幌市でセミナーを開催
した。なお、いずれもテキストはエグゼクティブ・セミナ
ー、ヤング・エグゼクティブ・セミナーで使用されている
ものから選択した６編で構成されている。
　高校生になれば難解な古典も食い下がって読め、若い方
がより強いインパクトを与えられると考えた。対象は、大
学受験をめざす参加者に配慮し、２年生に限定した。
　「アスペン・フェロー」No.20（2010年10月発行）の鼎
談「高校生、古典と出会う」で、当時の学習院女子高等科
長であった加川紀代子氏が「生徒の中でアスペンでの経験
に大きな影響を受け、それまで理系に行こうと思っていた
のを哲学科に変更した」と発言されているが、この他にも
何件か同様のケースを仄聞している。これはまさに如何に
強いインパクトを若者に与えているかということの証左で
あり、また、高校２年生という時期の適切さを示している。
　初回で歯が立たなかった参加者も次回までの１カ月の間
にリターンマッチの準備ができるよう、連続して３日間開
催するのではなく、ひと月に１回とした。
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日本アスペンが歩んだ道
岡野　雄治
●元日本アスペン研究所常任顧問

　1998年４月３日、満開の桜に包まれた国際文化会館で、
日本アスペン研究所は発足した。富士ゼロックスより出向
を命ぜられた小生だが、発足前の２月に実施された「エグ
ゼクティブ・セミナー」が成功したこともあり、ようやく
ここまでこぎつけたことに、まずは胸をなでおろした。
　研究所発足後に行われた小林陽太郎会長、本間長世先生
（当研究所副会長）、今道友信先生（当研究所理事）との
ミーティングで、小林会長は「急速な拡大を考えずに、品
質重視で取り組んでほしい」との意向を示され、「このセ
ミナーが軌道に乗れば、多くの有能なリーダーが育つこと
だろう」と熱く語られた。
　セミナーを継続的に実施するためには、モデレーター、
リソース・パーソンとともに、テキストやプログラム、運
営面など総合的に高い品質が求められる。一方、参加者が
セミナーの目的を理解し、テキストを十分読み込まなけれ
ば対話も活性化されず、深まらない。そこで、第２回エグ
ゼクティブ・セミナーの開催２カ月前に、事前説明会を実
施した。
　説明会では、本間先生から「プログラムの構成とリーダ
ーシップ」について、今道先生から「アスペン・セミナー
の対話の重要性」についてお話しいただくとともに、第１
回の参加者であった佐藤孝雄氏（当時東京電力常任監査
役）に体験談を語っていただき、セミナーに対する心構え
を持っていただいた。
　この時になされた両先生の説明は受け継がれ、現在も各
セミナー開催初日のオリエンテーションで、担当のモデレ
ーターからお話しいただくベースとなっている。
　第２回エグゼクティブ・セミナーの開催地である福島・
猫魔は檜原湖のほとりにある風光明媚な場所ながら、東京
からはかなりの時間を要する。この地に、小林会長をはじ
め、鈴木治雄名誉会長、行天豊雄副会長、福原義春副会長
といった当時の研究所トップの方々が、オブザーブのため
にお越しいただいたことは、日本アスペンを率先して支え、
軌道に乗せていこうとする気概の現れで、その後、開催地
を千葉・木更津に移した後も頻繁に幹部の方々がオブザー
ブされ、参加者の皆様にアスペンの意義を説かれたことは、
事務局として非常に心強いものがあった。
　セミナーの質の向上については、産業界も含めたモデレ
ーター育成を図るべく、2002年から「モデレーター・ワ

ークショップ」が開催されている。アスペン精神の確認と
ともに、セミナーの進め方やテキストに関する意見交換が
行われ、第１回はアカデミアの先生方の他、産業界から先
述の佐藤氏、第４回エグゼクティブ・セミナーの卒業生・
篠原興氏（当時預金保険機構理事）にも参加いただいた。
　その際、今道先生が「如何に持続性を制度化していく
か」と問題提起された。「個性を損なわず、骨組みを作っ
ておくことも必要ではないか。現在、マニュアル化はされ
ていないものの、対話は流れに任せているわけではない」
とのお考えを示され、制度化のためにリファレンスブック
的なものの必要性を説かれた。これは産業界のモデレータ
ー育成を念頭においたお話であったと思う。そして翌年の
モデレーター・ワークショップでは、作成されたリファレ
ンスブックを活用し、モデレーターの役割についての対話
をはじめ、前年度のセミナーのレビューやテキストのシミ
ュレーションなどを実施し、10名で始まったワークショッ
プは現在、高校教諭も含め30名を超えている。
　セミナーの展開に話を戻すと、年３回開催のエグゼクテ
ィブ・セミナーの他に、関係者のご尽力で多様なセミナー
を展開することとなった。
　2002年には、日本の幹部行政官の国際化対応への危機
感を持たれた人事院から、中央省庁の大臣官房審議官クラ
スを対象に日本アスペンと共同でセミナーを実施したいと
の要請を受け、2003年から３泊４日の「人事院・日本ア
スペン・セミナー」がスタート。さらにこのセミナーをき
っかけに石川県からも同様の依頼を受け、2004年から「石
川・アスペン・セミナー」が始まり、今も年１回のペース

第20回エグゼクティブ・セミナー（2004年）でモデレーターを務められた本間長世
先生と今道友信先生
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とに異論はないと思う。お二人が手を携えて牽引してくだ
さったことほど幸いなことはなかったといえる。
　2012年春、本間先生とご一緒に病気入院中の今道先生
を見舞った際、これまでのセミナーを楽しそうに振り返る
様子とともに、本間先生が「私はこの歳になって、これほ
ど心から尊敬しあえる友を得られるとは思いませんでし
た」と語り、お二人がお互いの手を握りしめ、涙されたお
姿は忘れられない。
　同年９月に本間先生が、10月には今道先生が旅立たれた。
小林氏も北山理事長にバトンを引き継がれ、創立15周年記
念行事の成功を見届け、2015年９月に永眠された。
　現在、村上先生を中心に、碩学であるアカデミアの先生
方と、リーダーとして経験豊かで人格的にも優れた産業界
の方々が見事なチームワークを築かれ、年間30回を超える
各種のセミナーを成功に導いておられる。セミナーでモデ
レーターやリソース・パーソンを担当されつつ、年１回の
モデレーター・ワークショップ、年３回のテキストを中心
とした学びの場であるモデレーター・プログラムなどを通
して、さらに高いレベルの充実したアスペン・セミナーを
目指し、研鑽を積まれておられる姿には心から敬服する。
　その基礎となっているのは、本間先生、今道先生の理念
とともに、小林氏が日本アスペンにかけた想いだろう。
　セミナーのテキストの前文に掲載している小林氏の「今、
何故、アスペンか」の一文を、ここで改めて引用したい。
　「遠く、また深く原典や古典に思索の糧を求め、視野を
大きく世界に拡げつつ、現実を直視する勇気と謙虚さを、
その思索と結び付け、自らの判断と行動、そして思想の支
柱に磨きをかける」
　昨年、米国アスペンとの連携で、海外からの参加者も交
えた「ソクラテス・プログラム」が開催され、成功裏に終
えた意義は非常に大きい。今後、各国のアスペン研究所と
連携し、トピカルな課題をテーマに対話するセミナーも増
えてくるだろうが、そうした中で、古典に思索の糧を求め
るセミナーを展開している日本アスペン研究所の役割は、
益々大きくなるものと確信している。
　小生は昨年末に役目を終えたが、謙虚さと寛容さを身を
もって示され、尽力されておられるアスペン関係者の皆様
とご一緒に仕事をさせていただいたことは、望外の喜びで
ある。

で開催されている。
　2005年には「ヤング・エグゼクティブ・セミナー」（以
下ヤング・セミナー）がスタートした。エグゼクティブ・
セミナーに参加された役員クラスの方々から、若手が参加
すればより効果的ではないかとの声が多く寄せられるよう
になったからである。
　しかし、ヤング・セミナーについては、本間・今道両先
生が難色を示された。行政からの受託セミナーは別として、
日本アスペンのセミナーはエグゼクティブ・セミナーが完
成形であり、それ以外のものは必要ないとのお考えからで
あった。期待した効果が得られなければやめることを条件
にお二人の了解を得て、２泊３日のヤング・セミナーが湘
南国際村で開催された。
　セミナー終了後、本間先生が「これではやめるわけには
いかないね」と笑顔で言われるほど参加者の対話は活発で、
評価も極めて高いものであった。もちろん実施する以上は
良いセミナーにしようと、アカデミアの先生方が何度も会
合を重ね、テキストを吟味されプログラムを作られた。ヤ
ング・セミナーは、現在では企業からの受託も含めれば年
間20回に近づくまでに拡大している。
　より現実の課題について対話できるプログラムへのニー
ズが高まってきたことから、科学、社会、経済など様々な
現代の課題について、それらにかかわる「古典」をテキス
トに思索するセミナーも始まった。創立15周年記念事業と
して2013年に村上陽一郎先生（当研究所副理事長）を中
心に「科学・技術とヒューマニティ」セミナーが、さらに
2017年からは猪木武徳先生（当研究所理事）を中心に企
画した「アスペン現代社会セミナー」が開催されている。
　また、創立10周年記念事業として、これからの社会を担
う高校生を対象とした「ジュニア・セミナー」も始まった。
このセミナーの詳細については他の執筆者にお任せしたい
が、率直な対話を通じて触発された高校生の最終日の感想
はいつも感動に満ちたもので、さらに普及せねばとの思い
を抱かせる。
　これまでの20年の歩みを振り返ると、日本アスペンの発
展は多くの企業や当研究所役員の力強いご支援によるもの
だが、とりわけ創設時からセミナーのモデレーターとして
卓越した指揮をされ、その育成にも多大な貢献をいただい
た本間先生、今道先生のご指導に負うところが大であるこ
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　「幼少期から青年期（できるなら少年期）までに出会っ
た思い出の本」をめぐって短文を記すこと、それが私に与
えられた課題です。この課題に応えることは容易でありま
せん。幼少期から少年期にかけて学校で読書感想文を求め
られることは、詩を書くことと並んで、私をひどく苦しめ
るものだったからです。私はまったく自己肯定感を抱くこ
とができない子どもでした。自分を肯定できないのですか
ら、読書で得た自分の感想を素直に綴ることなどできよう
はずもありません。なんとかあらすじをまとめて提出し、
これは感想文ではない、と叱られることを繰り返していま
した。
　このような自己否定の気分は、私を〈人間らしい〉と言
われる情動から離れるように方向づけました。子どもなが
らに自分のことを人間だとは思っていたからです。私は
〈人間らしさ〉の内実を豊かに表現しているであろう書物
に背を向け、もっぱら天文学の書物や雑誌を手に取るよう
になりました。人間の側に価値あるものはない。人間をは
るかに超えたところにだけ思いを馳せていたい。人間的な
ものが払拭できたところにのみ真理や価値があるはずだ。
私はそんなふうに考える子どもでした。18世紀の哲学者イ
マヌエル・カントが、哲学の根本問題は「人間とは何か」
であると記していることなど、まだ知るはずもありません。
　ここでは、私の少年期のかくも貧しかった読書経験から、
一冊の本を紹介したいと思います。小学校の図書館で借り

た本の中で、この作品だけは忘れることのできないものだ
からです。それは、坂本遼の書いた少年少女小説、『きょ
うも生きて』です。同書は全二巻からなりますが、現在私
の手元にあるのは、第二部「天のふうせん」（1959年）の
みです。第一部「父のない家」については、その内容を確
認できませんが、その題名が示唆しているとおり、アジ
ア・太平洋戦争中、中国大陸で父親を亡くした子ども二人
とその母が、帰国後、貧しさゆえの辛酸をなめつつ、それ
でも生きていく物語だったと記憶しています。
　さて、この物語では、子どもらしい元気に充ちた山根二
郎と、辛抱づよく親切な姉のとし子、そして二人の母で、
白内障による視力低下に悩むせん子からなる貧困家庭に起
きる喜びや悲しみが、小学校や地域社会を舞台に描かれま
す。この貧しい家庭には、ときに援助の手が差し伸べられ
るものの、貧困そのものが解決することはありません。子
ども二人は貧しさゆえの不条理に翻弄され、小さな胸を繰
り返し痛めます。母親は十分な栄養をとることが叶わない
まま、とうとう視力とともに生きる希望を失います。彼女
は、自分がいない方が子どもの幸福につながると考え、死
を決意し、山中にわけ入り睡眠薬を服用し、崖から落ちま
す。ところが、崖下で母親は、一命を取り留めるのみなら
ず、不思議なことに視力を回復します。
　こうして、どうにも救いのないこの物語は、最後に調性
が短調から長調へと変わる音楽のように、一条の光が差し

坂本遼著／秋野卓美絵『きょうも生きて』（東都書房　1959年　国立国会図書館所蔵）

苦しみを見つめる──「答え」のない｢問い」が立つところ

御子柴 善之活字からの贈り物〈シリーズ〉
●　●　●　●　●　●　●

●　●　●　●

⑩ 　早稲田大学文学学術院教授
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に掲げられた言葉に対して、「どうしてそう言えるのか」
という「問い」が立つはずです。理由・根拠を問う能力と
しての理性をもっている人間に、この問いを封じることは
できないでしょう。そもそもひとは苦しみに直面したとき、
「どうして自分だけ」「なぜこのタイミングで」という問
いを発するものです。しかし、私たちは同時に、この問い
に明確な「答え」などないことに気づいています。それで
もこのような「問い」を問わずにいられないのです。
　私が、現在も研究を続けているカントの哲学に出会った
のは高校二年のときです。彼の名前は天文学史上名高い
「カント・ラプラス星雲説」を唱えた人物として知ってい
ましたが、哲学者としての彼と再会したのです。理性にも
分かることと分からないことがあり、その両者を原理的に
分ける（批判する）という哲学的営みが彼の批判哲学です。
彼の『純粋理性批判』は、人間理性が認識対象にできるの
は現象であって物自体ではないことを主張し、『実践理性
批判』は、幸福に値する善い生き方をした人が実際に幸福
になれるように人間理性だけでは保証できないことを指摘
します。もちろん、同時にカントが、それでも人間の認識
は客観性をもつことができることを、それでも善く生きる
可能性にこそ人間の尊厳がかかっていることを、論じてい
ることを忘れてはなりません。
　思うに「苦しみ」こそが私たちを、分かることと分から
ないこと、できることとできないこと、こうした限界（境
界）の問題へと誘うのではないでしょうか。カントのよう
な哲学史上の巨人がそうであったとは言えません。しかし、
少年少女小説『きょうも生きて』を忘れられない私自身を
省みて考えることは、「苦しみ」にこそ一つの出発点があ
るということです。この際できることはただ一つ、「苦し
み」から目をそらさず見つめること、すなわち「問い」を
「問い抜く」ことでしょう。
　……そう思って努力をしてきましたが、私自身はまだ何
も成し遂げていません。私の短文にお付き合いくださった
方への御礼として、17世紀の哲学者、スピノザの『エティ
カ』の末尾の一文をお贈りしましょう。「とにかくすぐれ
たものは、すべて希有であるとともに困難である。」（工藤
喜作・斎藤博訳）
　困難に直面し、「苦しみ」の中にあるとき、もしかする
とそれは、私たちを「すぐれたもの」に導くかもしれない
のです。

込むような最後の場面を迎えます。それは姉のとし子の卒
業式の場面です。卒業生たちが校庭でふうせんを空に放ち
ます。天にのぼる、とし子のふうせんには、詩の一節を記
した紙片とともに、死を覚悟した際に母親が準備した髪の
毛が添えられていました。
　どうしてこの物語が忘れられないのでしょうか。少年少
女の見ている世界はまことに狭く、その母親は内向的な人
物です。彼らを取り巻く優しさも意地悪もスケールという
点では小さいと言わざるをえません。それでも、不条理に
直面して二人の子どもが感じる悲しみや苦しみに、読者は
深く共感せざるを得ません。それは、子どもの喜びは子ど
もらしいささやかなものですが、悲しみは、それが子ども
のものであっても、大人となんら変わらない深みに届いて
いるからではないでしょうか。悲しみや苦しみこそが生き
ていることの実相をよく表すものなのかもしれません。
　私たちはここで、19世紀の哲学者、アルトゥール・ショ
ーペンハウアーのペシミズムを想起することができるでし
ょう。あるいは、現在活躍中の応用倫理学者、ピーター・
シンガーが、平等という規範の根拠を「痛み」に見出して
いることに思いを馳せることもできます。
　ところで、この本のとびらには、次の言葉が掲げられて
います。

　　人は
　　苦しみによって
　　苦しみから
　　救われる

　この言葉は旧約聖書に由来するものです。物語の中では、
二郎の担任だった小久保先生が、国語の時間に旧約聖書か
らヨブの話をし、ヨブ記三十六章のことばを板書します。
先生は、そのことばを説明することなく、ただ大きくなる
まで忘れないようにと諭します。それに対して、二郎は感
想文に「ぼくも、ヨブみたいになりたいです」と綴るので
す。「苦しみ」なら誰にも劣らず分かっている二郎にとって、
ヨブ記のことばが説明不要の説得力をもって響いたのでし
ょう。物語の以降の展開では、二郎がヨブのことを思い出
し、不条理なできごとに対峙してじっとこらえる場面が描
かれます。
　しかし、ひとたび私たちがこの物語を離れるなら、ここ
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長きにわたって日本アスペン研究所の理事長を務めた故・小林陽太郎氏
の名を冠した奨学金を2017年に設立いたしました。そのプログラムの一
つである「小林メモリアル・ソクラテス・プログラム」の記念すべき第
１回が、2017年10月12日から15日に滋賀県大津市で開催されました。

　2017年10月、ともに誕生からおよそ20年の時を経て、
ついに日本アスペン研究所と米国アスペン研究所の「ソク
ラテス・プログラム」が手を携え、日本で初めての英語に
よるセミナーを開催しました。「混沌の中の秩序：テクノ
ロジー、ビジネス、社会の未来を形作る主要トレンドを紐
解く」と題したこのセミナーは、故小林陽太郎氏、そして
エスティ・ローダー社のレナード・ローダー氏のビジョン
と寛大さゆえに実現したものです。
　1996年に米国アスペンで創設されたソクラテスは、新
進のグローバル・リーダーのためのフォーラムとして、現
代の課題をテーマに、各分野に通じたモデレーターによる
テクスト・ベースの対話を行い、価値・倫理に基づく学び
の場を提供してきました。米国ではコロラド州アスペンで
年３回、メリーランド州ワイリバーやその他の都市で複数
回プログラムを行っているほか、日本をはじめアスペン研
究所の国際パートナーとの協業により各国でも開催してい
ます。以来、ソクラテスは拡大を続け、投資家や政策専門
家、起業家、学者、ジャーナリスト、アーティストら、世
界30か国、5000人以上の多様なリーダーのネットワーク
を構築するまでになりました。
　ソクラテス・プログラムには大きく３つの目標がありま
す。礼節ある対話（civil discourse）の質を世界中で高め
ていくこと、新進リーダーに価値・倫理・リーダーシップ
を掘り下げる格別の知的経験を提供すること、そして、個
人の成功を超える社会貢献を志すダイナミックなリーダー
のネットワークを育て上げることです。
　ソクラテスは、異なる分野から集まった参加者同士がと
もに創り上げていくものです。各分野に精通したモデレー
ターの導きのもと、参加者はセミナーのために特別に編ま
れたテクストを読み込んだうえで意見を寄せ合います。問
いかけを重視するソクラテス・メソッドを用いて展開する
刺激的な対話、価値観に基づく内省、そしてダイナミック
な議論を通じてリーダーシップ能力の強化を図ります。毎

回、業界の垣根を越えたテーマを取り上げ、ありとあらゆ
るセクターから応募者が集まります。これまで、テクノロ
ジーが世界のビジネスにもたらすインパクトや、メディア
の未来、エネルギー安全保障と持続可能なコミュニティ、
外交における地政学的潮流、21世紀の市民権の意義といっ
たテーマを扱ってきました。
　2017年夏、企画準備のためにワシントンD.C.に集った日
米のチームは、大津でのソクラテスをきっと意義深くダイ
ナミックな体験にしようと約束しました。結果、日本、イ
タリア、ルーマニア、シンガポール、香港、そして米国か
ら参加した25人のリーダーたちの期待に応えることがで
きました。モデレーターを務めたのは、ベストセラー『つ
ながらない生活─「ネット世間」との距離のとり方』の
著者であり、MITメディアラボの客員研究員であるウィ
リアム・パワーズ氏。彼が対話に灯した知的な火は、互い
を敬いながらも勢いに溢れるソクラテスならではの議論へ
と昇華しました。
　対話の輪を囲んだ顔触れは、日本を代表する企業や省庁
のリーダー、医師、EU圏の外交官、米国の新進リーダー
など、実に多彩でした。仕事の未来や国の競争力、政治を
動かす力としてのソーシャルメディアといった話題に踏み
込むにつれ、議論は一層白熱。そこで盛り上がった対話は、
その後の夕食や、京都の神社仏閣を巡る文化活動の間も途
絶えることがありませんでした。
　日本での第１回ソクラテス・セミナーは大成功でした。
参加者はそれぞれに人脈を広げ、日本の豊かな文化遺産に
触れ、互いに学び合い、アスペン研究所が世界にもたらす
影響力を体感することができました。
　喜ばしいことに、この日米のパートナーシップは2018
年も続きます。５月31日から６月３日は東京・両国にて
「人工知能」をテーマに、11月29日から12月２日は奈良
にて「デジタル時代のデモクラシー」をテーマに、小林メ
モリアル・ソクラテス・プログラムを開催予定です。

Socrates comes to Otsu
コーデル・カーター二世
●米国アスペン研究所「ソクラテス・プログラム」エグゼクティブ・ディレクター
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第３回 小林メモリアル・ソクラテス・プログラム
"Democracy in a Digital Age"( 仮 )

moderated by Charlie Firestone, Executive Director of 
the Aspen Institute Communications and Society Program

開催日：2018 年 11 月 29 日（木）～ 12 月２日（日）
会場：奈良県奈良市　ホテル日航奈良
応募締切：2018 年８月 20 日（月）

＊＊＊
第２回「小林メモリアル・ソクラテス・プログラム」

（2018 年５月 31 日～６月３日　東京開催）の募集は終了いたしました。
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　今回のプログラムは「Order Amid Chaos: Making Sense 
of Major Trends Shaping the Future of Technology, 
Business and Society」という非常に大きな問いに対して、
三つのテーマからなるセッションが行われました。
　一つ目はAIと高齢化が将来の仕事をどのように変える
のか、二つ目はソーシャルメディアが民意の形成にどのよ
うな役割を果たし得るのか、三つ目は急速な技術の進展の
中でいかに人間らしさを堅持していくのかについて、それ
ぞれ約４時間のダイアローグが行われました。時事的な課
題を扱う専門誌、新聞記事や経営者のスピーチ原稿などの
テキストをベースに、モデレーターであるMITメディア
ラボ研究員のBill Powersさんが投げかけてくださる問い
に対して、自由闊達な意見交換を行うという形式でした。
　「なぜ働くのか」「文化とは何か」「人間らしさとは何
か」というシンプルながら本質を突く投げかけに、いつの
間にか議論に夢中になっている自分がいました。当初は古
典を題材とするアスペン・セミナーとは少し勝手が違うよ
うに思いましたが、モデレーターのガイドにより、参加者
の背景や経験が発言を通じて持ち込まれ、普遍的な価値を
読み取り、豊かで現在的な解釈や交流が生まれることは共
通しており、アスペン精神を強く感じることができました。
　プログラム終了後も、SNSを通じて参加メンバー間の情
報交換は活発に続いており、昨年の12月初めには同窓会も
開催され、大阪や岩手のメンバーも参加されました。
　また、昨年末に渡米した折にはモデレーターのBill 
Powersさんをボストンに訪問し、MITのメディアラボを
ご案内いただくと同時に、最新の研究についてもご紹介い
ただくことができました。ソーシャルネットワークのビッ
グデータを用い、先のアメリカの大統領選におけるトラン
プ派、クリントン派とメディアのネットワークによる分析
から、その結果が公開討論にも反映されていたということ
を伺い、改めて広くものごとを見ること、日本の外にも目
を向けることの大切さを感じました。
　私がプログラムに参加した動機は、非常に高額な技術の
対価があたかも生命の値となることが果たしてよいのか、
という漠然とした問題意識でした。
　いま、世界中の製薬会社ががん治療薬の開発を進めてい
る中で、患者から採取した免疫細胞を遺伝子操作し、がん
細胞を攻撃するというキメラ抗原受容体Ｔ細胞（CAR-T）
療法が注目されています。この療法を用いてスイスの製薬
会社が開発した抗がん剤は臨床実験で高い効果をあげてお

り、昨年には白血病を対象にアメリカで承認されましたが、
一人ひとりの細胞からつくられる治療薬はいわばオーダー
メイドのようなもので、大量生産ができず、製造コストが
かさんでしまうため、１回あたり約5200万円という高額
な価格が設定されました。
　医療に対するニーズは尽きることがありません。私たち
はそれに応えるべく研究に取り組んでいますが、ただ技術
を追い求めるだけでなく、新たな技術が社会にどのような
影響を及ぼすのかということにも思いをめぐらし、さらに
は人間的価値の本質を見極める力を養うことが必要なのか
もしれません。様々な国や産業での技術革新の動きをとら
えながら、製薬業界における技術革新のあり方を考えてい
きたいと思います。
　私は今回、小林陽太郎奨学金を受けてプログラムに参加
させていただきました。まだ学生の頃、富士ゼロックスの
会社説明会に参加したところ、満員の会場で、小林陽太郎
さんが会社の将来のビジョンを力強く語られており、大き
な衝撃を受けたことを思い出します。その小林陽太郎さん
のご遺族、その志を称えるエスティー・ローダー創業家の
レナード・ローダーさんが出資された奨学金を受けること
ができたことには、不思議なご縁を感じております。日本
アスペン、米国アスペンの皆様のご尽力によってこのよう
な奨学金が設立されたという経緯も伺うことができました。
このような機会をいただけたことにこの場を借りて深く御
礼を申し上げるとともに、少しでもこのプログラムに関心
をお持ちの方がいらっしゃいましたら、応募を強くお勧め
したいと思います。

「小林メモリアル・ソクラテス・プログラム」に参加して

技術革新と生命のはざまで
渡部 るり子
●ヤンセンファーマ株式会社

ボストンではBill Powersさんからさまざまなお話を伺った（筆者提供）
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Aspen community

　2018年１月20日に「アスペン・フェ
ローズ」第40回プログラムが国際文化
会館岩崎小彌太記念ホールにて開催さ
れました。毎年１月に開催されるフェ
ローズ・プログラムは特別です。どこ
が特別なのか。それは、懇親会が付随
しているという点です。同期の枠を超
えて、卒業生の皆様に歓談の場をご提
供できる唯一の機会なのです。
　今回はさらに特別な点がありました。
40回を意識してというわけではありま
せんが、いつもは「新春懇話会」と冠
して講師のお話を聴く講演会が常のと
ころを今回は音楽会、しかもヴァイオ
リンとハープという珍しい組み合わせ
で、しかもしかも、あの著名な篠崎功
子様（ヴァイオリン）、篠崎史子様（ハ

ヴァイオリンとハープの音楽会─新春フェローズ・プログラム

雰囲気に包まれ、中盤のハープのソロ
によるドビュッシーの「亜麻色の髪の
乙女」、続く「月の光」が演奏される
頃には、聴衆の皆様は、これは天上の
音楽ではなかろうかと、夢見ごこちで
あったに違いないと思います。
　終盤では、お馴染みの「美しきロス
マリン」と「愛の喜び」が演奏されま
した。クライスラーのこの有名な２曲
をヴァイオリンとハープのデュオで聴
いたのは初めてだという方は、私だけ
ではなかったはず。後でお訊きしまし
たら、史子様がピアノの伴奏譜をハー
プ用に編曲されたとのことでした。ア
ンコールでは、これも有名なバッハの
「Ｇ線上のアリア」が厳かな雰囲気の
中で演奏され、新春を彩る素晴らしい

演奏会は幕となりました。
　場所を樺山ルームに移しての懇親会
では、エグゼクティブ・セミナーの第
１回卒業生から、ヤング・エグゼクテ
ィブ・セミナー、受託セミナー、ジュ
ニア・セミナーの卒業生まで、さまざ
まな参加者の皆様の間に話の花が咲き、
これもまた新春のフェローズ・プログ
ラムならではの光景です。そのうえ功
子様が、演奏後のお疲れにもかかわら
ず懇親会にもご参加くださり、より一
層華やいだ雰囲気となりました。
　今回、ジュニア・セミナーの卒業生
が４名、お手伝いも兼ねて来てくださ
いました。参加年度はバラバラでした
が、受付で４人が顔を合わせた途端、
すぐさま仲良くなった様子は微笑まし

2017年度に次の書物をご寄贈いただきました。

新たに会員になられた方々
●日本アスペン・ソサイエティ・オブ・フェローズ

村上陽一郎著『移りゆく社会に抗して
―三・一一の世紀に』（青土社）

ープ）ご姉妹が演奏してください
ました。なんと贅沢な演奏会でし
ょう！　そのうえ司会は村上陽一
郎先生ですから、これほどの演奏
会は日本アスペンでなければ実現
できない！　というのは、大袈裟
に聞こえるかもしれませんが、あ
るいは手前味噌と笑われそうです
が、事実なのです。
　演奏は全部で８曲でした。冒頭
は宮城道雄の「春の海」で新春の

い限りでした。また何よりも、そ
のうちの２名はすでに成人式を終
えていると聞いて、「へぇ、もう
そんなに大きくなったの〜」と感
慨無量となりました。「光陰矢の
如し」、この分では始まったばか
りの2018年もあっという間に過ぎ
去りそうですが、ともかく、年に
一度の新春フェローズ・プログラ
ムを無事終えることができました
ことをご報告申し上げます。　（Ｒ）

【編集者のひとりごと】　Non senti tu nel’aria 君は感じないの、空気の
中に広がる春の薫りを……というトスティの歌曲を聴きたくなると、い
よいよ春も到来か、と思うのが私の毎年の常。Ａ・クラウスもいいけれど、
やはりこの曲はパヴァロッティで聴きたい。ん？……二人とも鬼籍の人
か。今人気のテノールって誰だろう？　知らない、というか興味が湧か
ない。歌手に限らずあらゆる局面で鈍くなっているのです。編集者交代
の潮時だ！　春は巣立ちの季節でもあります。巣立つには薹がたち過ぎ
ていますが、これにて「アスペン・フェロー」の編集担当を卒業させて
いただきます。後任の方々が新鮮な風をこの会報誌に運んでくださるこ
とを期待しております。これまで、ありがとうございました。　　　（Ｒ）

【終身会員】 岡野　雄治

【一般会員】 池田　　新 入江　一光 生方　紀雄 太田　陽介 菊地　清貴 坂本ゆかり 庄司　昌彦 清宮　克良

清宮普美代 勅使川原亨 徳田　治子 中村　潤子 中山　隆志 八野　英典 宮阪　元子 宮原　大典

森　　宏之 山口　晶子 （五十音順・敬称略）
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