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◆アスペン･セミナーに参加して

先人の思索を共有する充実感不破久温

対話とは自分自身と語り合うこと小筆昭

◆アスペン･グループだより

第∠個アズペン･フェロ十ズを開催

写真//岡野雄岩･山買美由紀･児玉房子･中J=】重夫

レイアウト/佐野委央

古典を手がかりに､人間的価値の本質を探る

アズペン･エグゼクティブ･セミナー

参加していただきたいのは､異質で多様なバックグラウンド

を持った､さまざまな分野のエグゼクティブ｡拠りどころとす

るのは､優れた古典や近現代の注目すべき文献｡人間を凝視し､

人間的価値の本質について自由で多元的な■対話"を重ねるこ

とにより､自己への内省と社会への洞察を深め､ヒューマニテ

ィーを高めて､より高次のリーダーシップを発揮する力を磨く

=‥｡それが日本アスペン･エグゼクティブ･セミナーです｡

●対象者 企業の役員･幹部社員､官公庁の幹部､学者･

研究者､芸術家､NPO･NGO関係者など｡

●テキスト 東洋･西欧の古典およびコンテンポラリーな文

献から精選し､抜粋･編集した日本独自のテキ

ストを使用します｡

●構成

●開催期間

●使用言語

●その他

モデレーター2名､リソース㌧パーソン2～3

名を含め､20名強となります｡

5泊6日

日本語

原則として全日程参加｡ご夫婦でのご参加を歓

迎いたします｡

電巻頭エッセイ》

アズペン精神
小島 明
●日本経済研究センター会長

日本経済新聞論説顧問

｢ミネルバのフクロウは夕暮れに飛ぶ｣は､ヘーゲ

ルの言葉として知られる｡あまたある学問のなかで究

極の学問である｢哲学｣は､いちばん最後に完成する

という意味である｡ミネルバはローマ神話における技

術･職人の女神であり､ギリシャ神話における学問･

技芸･知恵をつかさどる女神｢アテナ｣に対応する｡

私自身､だいぶ前からフクロウを集めだした｡ただ､

主に､書物の上にとまっていたり､書物を読んでいた

りする姿のものである｡日本ではなかなか見つからな

い｡神田の某古書店に､ブロンズ製の立派なのを見か

けたが､おそらく書物好きの店主が外国で探した自慢

のものと推察される｡のどから手が出るほど欲しかっ

たが､絶対に謡ってはもらえまいと思って断念した｡

そのフクロウである哲学を中心とした古典を数日間､

合宿して学ぼうという日本アスペン･エグゼクティ

ブ･セミナーは､目先的､日常的な世剰こ埋没しがち

な我々を､｢基本｣に引き戻してくれる｡激しい変化

の時代､流動化の時代を迎えている現在､ビジネス･

ツー･ビジネスならぬバック･ツー･ペイシックスと

いう｢B2B｣が､いっそう大切に思える｡

アスペン･セミナーの名モデレーターで､哲学者で

ありゲーテ研究の権威である今道友信さんは､日本で

は哲学がほとんど勉強されていないことを残念がる｡

｢だれも肉体の世話は毎日している｡ソクラテスは､

魂の世話をしているかと問いかけている｡精神の世話

をするのが哲学であり､それは古典を土台にして体得

できる｣と今道さんは言う｡また､古典(クラシック

ス)は軍艦を意味するラテン語のクラシカスに通じ､

国の危機に際して軍艦を寄付できる人をそう呼ぶよう

になり､さらに人間の精神の危機を乗り越える時の決

断力､底力を与えてくれる作品を指すようになったの

だ､と同氏は解説している｡なるほど､と思う｡

日本はいま､必要以上の悲観主義に陥っていないだ

ろうか｡多くの若者は夢を持てずにいるような気がす

る｡大人も口本社会の変調に戸惑っている｡政治は

1993年の｢55年体制｣崩壊の後､流動化し､今日に

至るまで連立政権ばかりが生まれている｡それぞれの

政党も確たる政治理念を示せず､政権党になることが

最終日的になり､政権を担当したらどのような政策を

めざすのかという議論はとても十分とは思えない｡

口本社会にとり､個人個人にとっていま必要なのは

｢基本｣に戻るB2Bのようだ｡経常の専門家である小

林薫さんから『仕事ができる人は知っている:占動こ

学ぶビジネスの知恵』という著作を贈っていただいた｡

小林先生の学識の深さ､広さに敬服したが､同著はな

るほどと実感させる古典からの知恵に満ち満ちている｡

｢稽古｣の｢稽｣は｢考える｣の意味であり､｢稽古｣

とは古典を読んで学問するということだという｡スポ

ーツなどの｢練習｣とは違う｡

司馬遼太郎さんの著作は､いまでも大変な人気があ

る｡彼の作品の迫力と説得力も古典に支えられている｡

そもそも､ペンネームの｢司馬｣は中国の司馬遷から

とったものである｡

そして司馬遷の大著F史記』のなかの一遍｢貨殖列

伝｣には､こんなくだりがある｡.｢すぐれた政治家は

(人民の生活の)ありかたのままにしておく｡それに

次ぐ人は人民を教えさとす｡そのまた次の人は何とか

調整していこうとする｡いちばん劣った政治家が民と

利益を争うものなのだ｣(岩波文庫､小川環樹等訳)｡

昨今は､政治家だけでなく官僚にも同様のことが言

える｡｢先憂後楽｣も中国の古典にある言葉で､いや

しくも人の上にたつ者は､人より先に憂え､楽しむの

は人の後にするという意味だが､いまの指導者にはこ

の｢基本｣が欠けてはいないか｡
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◆アスペン 対話

教養の再生

加藤周一
●作家･評論家

のために

今道友情
●日本アスペン研究所特別顧問

哲学美学比較研究国際センター所長

加藤周一氏

‡教養とは何か
加藤 お久しぶりですね｡

今道 すっかり御無沙汰しておりました｡加藤さんとは

1960年代の終わりにハワイで開かれた｢東西哲学者会議｣

に共に招かれ､ご一緒して以来､ときどき……｡

加藤 その後にもお会いしましたよ｡私が覚えているのほ､

ウンベルト･エーコというイタリア人の書いた『薔薇の名

前』という小説があったでしょう｡いつだったか今遺さん

と偶然お会いしたとき､その小説の話になったんです｡当

時､この小説はヨーロッパではベストセラー中のベストセ

ラーになっていたのに､日本ではまだほとんと～誰も知らな

かった｡だから『薔薇の名前』を日本で最初に読んだのは

今道さんで､その次に読んだのは私だと(笑)｡

今道 いえいえ､加藤さんが先で､私が2番目だと思いま

すが(笑)｡

加藤 その小説については別にどこにも書かず､ただ面白

いから楽しみに読んだという､何かでそういう話になった

んでした｡

今道 そのとき側にいた人が｢どうしてそれをどこかで紹

介されないんですか｣と言ったら､加藤さんが｢本は何か

を書くために読むのではなく考えるために読むのだから､

読んだものをいちいち原稿にしていたら大変なことにな

る｣(笑)とおっしゃったのが印象に残りましたね｡

加藤 しかも面白かったのは､今道さんはその小説を電車

の中でドイツ言吾訳でお読みになり､私は飛行機の中でフラ

ンス語訳で読んだ｡日本語訳はまだ出ていませんでしたか

ら｡だから､二人とも交通横関の中で読んだことが共通し

ていましたね｡

今道 そうでした､だんだんと思い出してきました(笑)｡

加藤 イタリア語で読むのは大変なので､お互い一番楽に

字引を使わないで読める言葉で読んだんでしたjユ｡

編集部 では､そろそろきょうの本題に入らせていただき

たいと思います(笑)｡

今道 日本アスペン研究所では､社会のさまざまな分野で

のリーダーを養成するためのお手伝いをしようということ

で､リーダーないしリーダー候補の方々にセミナーにご参
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如いただき､われわれと一緒に書物を読んだり議論をした

りということをしております｡そこで､文化とか教養とい

ったものがどれほど人間にとって大事かということをいま

一度考えたいと思い､加藤さんにおいでいただきました｡

本当の意味での教養とか文化とはどのようなものであり､

なぜそれがリーダーに必要なのかということについて､き

ょうは示唆に富んだお吉をいろいろ伺えることと思います｡

例えばサミットの報道などを見ていると､そこに出席し

ている諸外国の首脳と比べて歴代の日本の首相には､人間

的存在感というものがあまり感じられません｡それはなぜ

なのかと考えてみると､日本人はその職域ではかなりの仕

事をしていても､会話をしてみるとほとんど仕事の話Lか

できない人が多いということと､どこかでつながっている

ような気がいたします｡それはつまり､日本の現代社会の

貧しさ-それは文化的な貧しさですが-と関係してい

ると思いますので､文化や教養をなぜ大事にしなければな

らないのかということからお話を始めていただければと思

います｡

加藤 ｢教養｣という言葉は定義しにくいですね｡これは､

もとはドイツ語のBildung(ビルドウング)の訳からきて

いるんでしょう｡学び､知識を積み上げていけば豊かな人

間になれるという｡フランス語ではCulture(キュルチュ

ール)というのが教養の意味に当たると思いますが､つま

i)フランスでは教義と文化は同義なんです｡それが文化的

伝統を大事にするフランス人の姿勢とも絡んでくるわけで

すね｡教養とは､狭い意味での専門化から離れた知識とか

思想､そういうものを含んだものなんです｡だから今道さ

んが電車の中で『薔薇の名前』をお読みになったのは､イ

タリア文学の専門家ではないけれど高度の知的作業を行っ

た非常に教養的な行為と言えるわけです(笑)｡

また教養の概念には､ヨーロッパでも東洋でも長く古典

尊重ということが含まれていました｡その背景には､ただ

古典に接して楽しいというだけではなくて､そこから現代

の問題を解釈したり､あるいは未来をつくり上げていく指

針のようなものを得たりすることができるという考えが､

あるときは明確に､あるときは暗示的に言われてきたこと

があると思うんですね｡これが教養についてのごく大ざっ

ばな捉え方ですが､こうした考え方はかなり普遍的なもの

として東西で長く続いてきたわけです｡

Lかし教養と一口に言っても､その中身は国によって､

文化によって違います｡中国では古くから､詩をつくるこ

とと書をよくすること､それに絵画が教養の柱でしたね｡

さらに音楽も重要で､琴(きん)をよく奏でることも教養

の一つでした｡琴(きん)は円本の琴(こと)に似ていま

すが､少し小さくて軽いんです｡日本の琴(こと)は床の

上に置いて弾きますが､琴(きん)は膝の上に置いて抱い

て弾く｡小さいからどこにでも持ち歩きできるようで､ピ

クニックに行って野外で弾いて楽しんでいる風景が､中国

絵画の中にたびたび出てきます｡また碁も､教養人にふさ

わしい遊びとしてたしなまれていました｡ですから中国で

は､書を中心とした詩歌､絵画といった視覚的であると同

時に文学的な文化と､音の文化の琴､遊びの文化の碁､こ

の3つが肯からの重要な教養だったわけです｡昔とはいつ

かと言われると困るけれど(笑)､だいたい唐代あたりか

ら明らかにそういう伝統が出てきていますね｡

日本は､徳川l啓代の終わりまではほとんど中国の教養を

追っていますから､書や漢詩や和歌などをたしなむのが

人々の習慣となっていました｡音楽の場合は歌われる内容

とか楽器が追っていますが､これも教養の一つとなってい

た点では根本的に中国の考え方と一致していたと思います｡

碁は教養の一郎というほどではなかったと思いますが､で

も知的な遊びということで同じような位置ではあったと思

うんですね｡関一酉では木村秦蔭堂､ま~r二戸では柳沢洪園など

の文化人､教養人がよく碁も打っていた｡そういう意味で

は､荻生祖凍は大儒者ですが､随分芸のあった人なんです

よ｡楽器も奏でたし､グルメでもあったし､着物の柄の好

みにもうるさかった｡そういう美的感覚や趣l射嗜好も教養

と絡んでいたわけです｡本当は､それらすべてが教養だと

‡テ"ロジーの文化と教養の文化
今遣 いわゆる三舟の才ですね｡ギリシア人のパイデイア

も内容が似ています｡そういうものを楽しむ生き方のスタ

イルは､いまはもう希薄になっていますね｡これからそれ

らをどう再生するか｡

今道友官民

加藤 確かに戦後､そういうものは急激に衰えましたja｡

でも､時代が変わったんだからそれも仕方がないと言うの

ではなく､教義は積極的に再生した方がいいし､その必要

があると私は思っているんです｡なぜかと言うと､教養は

いま現代社会をおおっているテクノロジーの文化と対抗し

得ると思うからです｡個人にとっても社会にとっても､何

を目的とし､どのような価値を優先するか､そしてまたそ

の根拠は何かを考えるためには教養が必要なんです｡それ

がないと､目的を喪失した､効率だけを追求する社会にな

ってしまいますからね｡

テクノロジーとは､その目的の意味を問うことはせず､

ただ手段を洗練する文化です｡だから例えば旅行をする場

合､目的地に便利に安全によF)遠く効率よくたどり着ける

よう､その移動手段を洗練させることに努力をする｡でも､

どこに行って何を見るのかを決めるのはテクノロジーでは

なく､教養なんです｡つまi)テクノロジーと教養とは､手

段洗練の文化とl]的選択の文化の違いだと言っていい｡

そして､どうやってその文化を免匡させるかという､そ

の発展のさせ方が両者は全然違うと思うんです｡テクノロ

ジーの方は､決して個人を扱わない｡対象を集団として扱

い､それぞれをあるカテゴリーに分けて､番号をつけて処

理をする｡そこに固有名詞は入ってこないんです｡例えば

医学の場合､病人は加藤とか今道という個人ではなく､医

者にとっては症例1､症例2(笑)｡つまり患者は､背中

に番号をつけておくと非常に分類しやすい存在になるとい

うことですね｡一方､教養文化の方は個性を尊ぶので､固

有名詞が人事なんです｡個性の世界に生きている詩人は､

グループAの何番なんて分類されたら屈辱を感じるでしょ

う｡ですから､テクノロジーの文化は物質的豊かさは生み

出せるけれど､個人は尊重されないので､だんだん世の中

が租っぼくなっていくことになります｡

最近は教育にしても何でもすべてテクノロジーの文化の

方にスイッチが入っていますから､古典･などを読んで微妙

な個性的な文化をそこから取り出し､自己の内面を豊かに

する能力はどんどん下がる一方ですね｡そういう意味では､

このままいくと人間のロボット化､非人開化が超こると思

うんですよ｡本来､人間は記号ではなく個性なんですから､

そういう事態から人間を救い出すためにも､教養というも
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◆アスペン対話

教養の再生のために

のは必要だと思うんです｡

今遣 いまのお話は非常に大事ですね｡テクノロジーの中

にいると､それに誘導されて目的を他律的に背負わされ､

目的を選ぶ能力が衰えてくるのです｡いわんや目的を創案

する力はなくなってしまう｡少なくともリーダーは､目的

を立て､それに向かって全体を導いていく責務があります

から､そのリーダーが教養の文化を身につけずテクノロジ

ーの機能だけで動かされるとき､全体の方向は精榊的価値

からそれでしまう危険がありますね｡ですから､少なくと

も何らかの決断をして目的に向かって進もうというリーダ

ーは､いま加藤さんがおっしゃったテクノロジーの文化と

教養の文化との違いをはっきり意識しなければならないと

思います｡

それから人間がいつの間にか記号化されて統計的に扱わ

れるようになるというお話ですが､これはそうする方がコ

ンピューターに人力しやすいからです｡コンピューターに

人力するためには､とにかく人間も普遍的な記号に変換さ

れていないといけない｡だから､そこから出発して発展し

ていくものもありますが､それはすでに記号であって個人

ではないということははっきりさせなくてはいけませんね｡

加藤 テクノロジーの文化と教養の文化との対比について

もう少し補足しますと､教養文化の背景にある考え方は､

大事なことはギリシア人とローマ人に訊けというものです｡

だから英国のパブリックスクールでは､ギリシア語とラテ

ン語を教育の中心に据えて教えていたわけですね｡何か問

題が起こっても､すべて偉大なるギリシア･ローマの知恵

によって解決できるんだというのが彼らの暗黙の支えのよ

うになっていた｡英国では第二次大戦までは､軍人も政見

の党首もシティの投資会社の企業家も､みんなオックスフ

ォード大学やケンブリッジ大学の出身者なんですnだから

英国で知人の家を訪ねると､驚くべきことにギリシア言吾や

ラテン語で書かれた古典が書棚にずらりと並んでいたりす

るわけです｡それに私は大変強い印象を受けたんですが､

英国と徳川時代とは本当によく似ています｡日本では､ギ

リシア語とラテン語に当たるものは『論語』と朱子学です

ね｡朱子学を徹底的に学べば森羅万象がわかるからと､朱

子学が熱心に学ばれた｡しかしその後､物理学とか経済学

といった学問が確立され､社会が複雑になると､もうギリ

シア･ローマの知恵を学べば､あるいは朱子学の体系をよ

く勉強すれば､問題の答えは自ずとわかるというのはちょ

っと無理になる｡でも､英国でも日本でも､それくらい古

典を重んじていたことはよく似ていますね｡

実際は､どちらの社会でも特別の専門的知識を持ってい

た人間がさまざまな分野を担っていたと思います｡その中

心となっていたのは､恐らく職人芸でしょう｡家を建てる

ときは大工の棟梁が来たでしょうが､大工の棟梁は別に朱

⑥

子学で大工の技術を学んだわけでほない｡子どものときか

ら丁椎奉公しながら､手に技術をつけていった｡だから､

本当は一方に高度に発達した職人文化があり､それと朱子

学のようなものがうまく調和をとりながら徳川時代の繁栄

を支えていたと思います｡

しかし近代になり､学問も専門化が進んで､人文科学､

社会科学､自然科学と分かれていき､どの分野も知識が増

大し､自然を操作する能力が高まりました｡その結果､人

間は飢えや伝染病などの痛から自由になったということも

あって､必ずしもテクノロジーの進化は悪いことばかりで

はない｡だからテクノロジーを単に教養に対立するものと

して捉えるのではなく､これからはテクノロジーの何を利

用し､どこを抑制しなければならないかを考えることが必

要だと思うんです｡また教養さえあれば何でもできるとい

うのではなく､教養を身につけることによって人間はどん

な役割を演じるのか､また人間とテクノロジーの関係はど

うなるのかを考えてゆく｡具体的には､学校数育などの現

場でそれらをどのようにアレンジしていくかということが

教養の再生には必要だと思います｡

今道 確かに手技(てわざ)というものなしには文明は生

まれませんから､技術も大事ですね｡その技術を習得する

には時間がかかりますから､教養などを身につけている暇

はないという考えもあるでしょう｡でも､教養と手哉の両

者がもう少し結びつく領域として､道徳があると思う｡江

戸時代以降の口本でも西洋近代でも､■占典文化は衰えてい

きましたが､しかし古典文化で養成されてきた道徳意識､

あるいは他人に対する礼儀や規範は諺という形になって民

衆の生活の中に残っていました｡そして､それらに基づい

て立派に努めなくてはいけないという意識は､おっしゃる

ように職人の中にまだ十分残っていたと思います｡それを

いま､どのような形で一般市民の中に取り戻していくか｡

これも大きな問題です｡

‡工場の中で生き残った職人芸
加藤 そこで一つ疑問なのは､古典芸能､例えば能とか狂

言､歌舞伎などは国も援助して保存に努めていますね｡同

じように､宮大工とか左官といった人たちの伝統技術に対

しても､必要があれば公費を投入しても維持保存すべきだ

と思うんですよ｡どこの賃でも､産業革命以前はみんな手

仕事でした｡家を建てるのも家具をつくるのも､みんな手

の熟練でした｡その中で日本が特徴的なのは､江戸時代か

らかなり職人の社会的地位が高かったことと､名人芸とい

うものを尊ぷ傾向が強かったことです｡そして明治以後の

近代化された工場の中へも手工業時代につくられた職人の

モラルがそのまま受けつがれ､例えば下手につくると気持

ちが悪いという､製品に対する完璧主義のようなものが日

本のものづくりを特徴づけてきたと思うんです｡それは経

済的な動機ではなく､ほとんど美学的なものですね｡そう

いう美意識が工場の中にも生き延び､日本のものづくi)に

環極的に作用したのではないでしょうか｡

英国にもロシアにも同じような美意識はあったはずです

が､酉洋では工業的な文化がそれらの多くを消してしまっ

た｡日本では一種の妥協が生じて生き延びたわけですが､

それはなぜなんだろうと思うんですよ｡そういう~古風な職

人気質が近代的な二⊥場の中で生き延びたのはなぜでしょ

う?

今道 それは非常に雉しいご質問ですが､日本には古代に

いろいろな手技を持った人たちが大陸から渡ってきました

ね｡それについて≡日本書紀』では､新しい技術がいま来

たばかりというので｢今来手人(いまきのてひと)｣が韓障

(からくに)から来たというようを記述があります｡だから

日本には､古来からそういう手技に対する憧れと､その技

術を洗練させていくことに対する情熱のようなものがある

のかも知れません｡

これは非常に乱暴な考えですが､東アジアでは技術は西

から東へと伝わってきたのですが､口本はもうその先に伝

える国がないのです｡日本の東は大海だから｡そのため､

もっぱら洗練していく方向に関心が向かった｡だから､日

本人は創造しないで向こうから来たものを洗練すればいい

と思っているという悪い面もあるかもしれないけれど､い

い面としては､そこが日本人の一つの傾向とLてあります

が､いい加減なもの､ちょっと雑で狙っぼいものがあると､

それをきちんとつくり直して洗練されたものにしていく｡

だから､日本人のものづくりの精密性とか洗練性には､先

ほどおっしゃった美学的傾向も加味されているのは間違い

ないでしょうね｡米つぶに仏さまを彫る式のスケールの小

さな名人芸です｡

新潟県燕市･膏芳製作所で

加藤
-▼一種の完璧主義なんですね｡

今還 それの悪いところは､完璧をめざすために小さくま

とまっていく傾向があることです｡大きなものが小さくな

って完成するので､名人芸も趣味人の域を出ないような気

がLます｡専門家として､専門領域で全く新しいものを発注

削りでもいいからつくっていこうという爆発力が欠けてい

るような気がしてならないんですね｡

加藤 なるほど｡その完璧主義の一つの現れが､新幹線な

どが5分遅れても｢まことにお忙しいところを｣と言って

車内放送で謝るところですね(笑)｡こんな国は世界l桝こ

見て珍しい｡でもあれは､われわれ乗客に対して謝ってい

ると言うよりも､半分は自分に謝っているんじゃないかな｡

ほんとは完璧にやりたいんだから(笑)｡それは何のため

にということではなくて､それが自己目的になっている｡

そういうことが日本では､鉄道に限らずあちこちであるん

じゃないかと思えるんですよ｡

今道 交通機関は来客を安全に目的地まで送り届けること

を目的としていればいいのに､日本の場合は時刻どおりに

運行することも目的に入れてしまっているわけで､そこが

この間の尼崎の事故にも通じる問題になるわけですね｡で

も､先ほどおっしゃった日本人に特徴的な職人気質とは､

モラルに関係しているものですね｡そのモラルとは､もの

づくりをする職人としてのモラルだけなのか､その職人の

市民としての社会的な関心はどうなっているのだろうと思

うんです｡そこもやはり大事なことのように思うんですが｡

加藤 しかし､それはちょっと雄しい問題ですね｡だいた

いわれわれの考える社会参加意識というものは､明治以後

につくり上げてきたもので､それ以前の徳川時代には､人

々は幕藩体制が永久に続くと思っていたわけでしょう｡そ

れは村のすみずみまで行き渡っていたことだと思うんです

ね｡そうすると､参加すると言っても､枠は動かないから

枠の中でできることをしようということになる｡枠をどう

(診



◆アスペン対話

教養の再生のために

したら動かせるかという方向には進まないで､枠を前提と

した上で何ができるかとなっていく｡だから､それは本当

の意味で社会参加かどうか､それはちょっと難しいところ

があると思うんですオa｡

明治以後も日本は天皇制と官僚支配が続き､結局それは

徳川体制と近いわけで､いくら政府が新しい時代になった

からと参加を呼びかけても､やはり徳川時代以来のお上

(かみ)と下々という上下関係の枠組みは崩れないままず

っと来ているわけです｡

今道 よく日本の現代史を論じるときに､明治維新でよう

やく日本にも■lけ民社会が生まれたという言い方をされます

が､明治維新はもともと下級武士のレジスタンスから始ま

ったもので､結局､明治政府も武家社会のまま移行してい

るところがある｡だから日本の官僚は知的集団でパブリッ

クサーバントではなくて､やはりお上なんです｡そこが現

在まで続いているので､対社会性ということではいろいろ

な問題が起こるわけですね｡

力噛 もう少し細かく言うと､明治維新がいきなり今日ま

で連続しているわけではなくて､その間に自由民権の動き

や中江兆民や福沢諭吉的な批判的社会参加という動きもあ

ったんです｡それらが伸びていけば､日本もまた別な形に

発展したかもしれませんが､結局､明治20年ごろから人々

は非常に固定した上下関係に編成されていった｡その結果､

本当の意味の批判的国民参加の意識は背景に退いて､人々

は上からの指令言語に対し技循と労力だけを提俵するとい

うようになった｡そこが西欧社会とちょっと違うところで

すね｡

今道 日本が他の近代化された国々と違うところは､言語

の指令的な性格が社会に残存しているという点です｡だか

ら本当の意味の対話としての対等の市民的対話という言語

の水平な伝統が育たない｡そういうものを本当はつくって

いかなくてはいけないと思い､アスペンはテキストを場と

する対話の稽古をしていますが｡それを脇に退けておいて､

近世的封建性から近代を飛ばして急に現代に持っていこう

としても､それは無理な気がします｡

『論語』を読む場合も､中国語では孔子が言っても弟子

の子貢が言っても｢子日｣なのです｡でも日本の場合は､

孔子が言ったときは｢子のたまわく｣となり､弟子の子景

が先生に対等に話をしているのにそれは｢子貢日(いわ)

く｣と上下関係を強調して読むようになっている｡こうい

うところから見ても､まだ対等な意識はできていないので

すね｡

-∴

今道友信氏

ですから､これからの教養とか文化について考えるため

には､こういう問題にも注目しておくべきでしょう｡『論

語』も江戸時代式の読み方ではなく､真の古典の精神こ返

った正しい読み直しをすべきだと思うんですよ｡日常の敬

語の美は残すにしても｡

‡自如き平等
加藤 だいたい現行の日本匡憶法を見ると｢日本国民は決

心しで･‥=｣と､もう戦争をしないとかいろいろ書いてあ

るわけですが､主語が｢日本国民｣になっているんです｡

でも英訳したものを見ると､｢WeJapanesepeQple｣となっ

ている｡｢国｣という字はどこにも入っていないんです｡

rNatiorlalJとかrState｣という言葉は入っていない｡だ

から､国民ではなく人民でいいじゃないですか｡でも､先

ほど言ったように､本当のところはそう言い切れないとこ

ろがあるので､だから日本人は人民じゃないんですよ｡い

つまでたっても臣民なんです｡

今遣 いつまでもピラミッド構造をありがたがる性格が､

本来近代社会の中でつくり上げられてきた経済活動をLて

いる会社組織にもありますね｡例えば､株式会社は株主に

よって支えられているわけでしょう｡そうだったら､本当

は｢わが社は｣などと社長は言えないはずで､｢私が経営

を委託されているあなた方の会社は｣と言うべきだと思い

ます｡でも､そこを社長が｢わが社は｣と言うと､株主は

みんな下にいるような感じになりますね(笑)｡

加藤 そこも上下関係､上下秩序ですね｡日本では､社会

学者の中根千枝さんが言われた｢ダテ社会｣が基本的に変

わっていない証拠です｡だから､もう憲法も大分古くなっ

たから変えようと言うのは､ちょっと私はそのまま受け取

れませんね｡古くなったって､あなたまだ新憲法の精神が

よくわかってないじゃないですか､と｡だから､まず第一一

に新しい憲法をよく理解して､その上で憲法に沿った社会

をつくり上げて､それから古くなったという話にならない

とね｡まだよくわかってもいないのに､古くなった古くな

ったと､どうも気が早いね(笑)｡それは､臣民が人民に

なったときにはじめて出てくるものでね｡

今道 少なくともそこから始まらなくてはいけない｡本当

は民という字もよくないけれど｡

加藤 国民主権ということが実際に社会に実現しているか

どうかが大事な点で､それはもう大分古くなったから国民

を臣民に戻そうなんておかしな話よりは説得力があると恩

カロ藤周一氏

うんです｡

今道 日本でリーダーになっている人､あるいはならざる

を得ない人たちは､そういう根本のところをきちんと考え

ないといけないと思いますね｡

加藤 もう一つ大事な問題は､自由と平等ということです｡

平等は､徳川時代の農村でもある程度までは実現していま

した｡村全体で大事なことは協議していた村もたくさんあ

って､必ずしも村長だの名主だのの言うとおりに動いてい

たわけではない｡しかし身分制度が強かったのは確かです

から､明治維新で一応法の前の平等というのが原則として

は明文化された｡もちろん女性差別などはそのままにしな

がらですが｡それが今度は1945年になって女性差別も撤廃

され､だんだんに平等が進んできた｡ですから､いま平等

思想はある意味では大衆の中に夜通していると思うんです｡

ところが自由の方はどうか｡人権の中心はもちろん生存

権ですが､人間にとって生存の次は自由が大事だと思うん

です｡でも良心の自由とか表現の自由という話にはなって

も､個人の自由という考え方は日本ではあまり拡大してき

ませんでLたね｡だから､現在でも自由な個人という考え

方は､大衆の中に本当には浸透していないんじゃないかと

思うんです｡そのことを証しだてるのは､多くの日本ノしが

誤解している民主主義は多数決だという考え方です｡多数

が止しく､少数は間遠っているという｡でも､これはまっ

たく間違いですね｡

今道 あってはいけないことです｡それはデモクラシーで

デモタラティズムではない｡

加藤 明治維新のときに『自由之理』という名で加藤弘之

や中村敬太郎の訳本が出たジョン･スチエワート･ミルの

『オンリパティー』という本には､多数意見が正しいなん

てどこにも書いてないですよ｡本当は､少数意見を守るこ

とが民主主義の根幹だと言っている｡だから､どこでそう

なったのかよくわかりませんが､全然連なんです｡

私は昔､若いときにヨーロッパで西洋見物みたいな漫遊

をしていて､フランスに主にいたんですが､ドイツもちょ

っと見たんです｡ヨーロッパを理解するためには､フラン

スにはないものも知る必要がある､そのためには一度フラ

ンス以外の国を見物した方がいいんじゃないかと思ったわ

けです｡次に英国に行ったんですが､行ってみて私が非常

に感心したのは､少なくとも政治問題に関しては少数意見

を尊重するという彼らの態度です｡イギリス人は､何人か

集まって意見を開陳すれば､意見の違う人が必ずいること

が当たり前だと思っている｡だから尊重します｡日本はそ

J･S･ミル著/中書寸敬太郎訳｢ON LIBERTY一自由

之理二(明治5年､国立国会国書哀官所蔵)

うではなくて､少数意見があったらそれを説得し､説得で

きなければ村八分ですね｡そこが全然違う｡

また､これはフランスやドイツよりも英国が徹底してい

ると思ったんですが､滅多にどちらが正しいと言わない｡

どちらがべターかという比較級は使うけれど､フランス人

のようにすぐどっちが正しいと決めつけない｡どちらが正

しいかでいくと､相手は間違っているわけだから滅ぼせと

いうことになる｡仲間ならば村八分､外の人ならば敵とい

うことで､だから爆撃しようと｡でも伝統的な英国車産階

級の議論の仕方は相対主義なんです｡

今道 そうですね｡僕もフランスやドイツを経験した後で

英l司に行ったんですが､英国では､何かの会議で蒲陽一一致

だと疑うんですね｡そんなはずはないと言って｡そこで

｢もう･懐中し上げますが……｣とか言って議論を蒸し返

して､｢それなら私は反対します｣という声があると安JL､

してね(笑)｡人間のすることに誰が見ても｢よい｣とい

うのはないのでしょう｡

加藤 だから日本人はイギリス人のことを少し勉強した万

がいいですね｡

今道 大勢の意見が一致していることを恥じろと言ったら

逆説になりますが､それぐらいの覚悟がいまの∩本人には

必要です｡責任ある成員とは全体に対する自己の意見を持

つ人です｡

加藤 二次方程式の一般的解なら､正しい答えは1つです｡

でも､これは多数決に何の関係もない｡多数決でものごと

を1つに決めたがるのは､好き嫌いに近いようなものです

よ｡ソバかウドンかどっちをお昼に食べますかという問題

は､二次方程式の解とは違う｡その区別ぐらいは日本の議

会もした方がいいと思うんだ｡

今道 本当にそうですね｡議員でなくてよかった(笑)｡

加藤 何の話をしているんだかわからなくなった(笑)｡

今道 とにかくこれからも､お互いに文化的に頑張りまし

ょう(笑)｡

編集部 ではきょうはこの辺で｡ありがとうございました｡

⑧



◆特別寄稿

倫理の再生へ
関根清三
●東京大学文学部教指

悲劇のカタルシス

最近とみに泣き山になって､オペラや演劇を見ながら､

涙が凛沌のごとく流れ､鴫咽を抑えるのに苦労することが

あります｡これは一概に年齢のせいばかりでなく､余りに

悲痛な事件や事故が多くて､どうも社会全体が探層におい

て傷を受けているためではないか､その社会の一月がこう

した悲劇を見るとき､鬱積し抑圧していた日頃の悲しみの

感情を放出するという面もあるのではないか､そんな気が

しますが､皆様いかがでしょうか｡悲劇の機能は､観客に

同情と恐価の思いを引き起こし､カタルシスを達成するこ

とにあるとしたのは､アリストテレス(『詩学』第6章)

でした｡そのカタルシスについては古来さまぎまな解釈が

あるようですが(この点についての厳密かつ詳細な研究とし

では､今道友信先生の『詩学』訳注をご参照ください)､単に

悲劇で演じられた出来事の重圧から心を解放する生理的発

散としてだけ捉えるならば､いい気な独りよがりになりか

ねないでしょう｡

そこで､もちろん悲劇を見て戻することに､高揚して浄

化された心地よさがあることを否定しませんけれども､そ

してほとんど思うに堪えない悲痛な問いとなりますが､私

どもはここから翻って､そもそも悲劇と二重映しされるよ

うな自分の深層の傷がどんなものか､省みることを促され

ます｡いま個人的なトラウマはおくとしても､多くの日本

人の心に献のように刺さったまま傷となっている社会的な

事件は､オウム真理教のサリン散布等から神戸の児童殺傷､

薬害エイズから､黄近ではJR西日本の列車脱線事故に至

るまで､まことに枚挙に遥がないことに思い至ります｡

厳罰主義と倫≡哩教育

こうした広い意味での社会倫理からの逸脱によって引き

起こされた悲惨な死を目の当たりにして､私どもが抱く感

情は､被害者への同情と共に加害者への怒りでしょう｡無

実の被害者とそのご遺族に多大な痛苦を与えた加害者への

怒り､しかもそれが正当に罰せられず被害者よりも加害者

の人権ばかり気にする司法制度への怒り､その怒りの矛先

をどこにぶつけていいか分からない怒i)､さらには同様の

災難が自分の愛する着たちにもいつ降りかかるかもしれな
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い不安と､そのとき自分は壊れるだろうという危惧が内攻

しての怒り､そうした重畳の怒りです｡こうした怒りは至

当であり､ここから厳罰による強制も辞さない､断固とし

た倫理教育の必要が声高に主張されることも､また当然な

ように思われます｡

しかし現代では､そう言って済まないようです｡こうし

た感情レベルの主張は､問題の根深さへの冷静な眼差しを

欠き､理論レベルではむしろ失語症的に空洞化している､

といった識者の反論を食らうからです｡

倫理学的相対主義と懐疑主義

次のように反論されます｡l∃く､こうした直感的主張が

見落としているのは､彼らが教育しようとする倫理的価値

-｢生命尊重｣｢人権尊重｣｢思いやり｣等-が､その
本来の意図からずれて変質するという逆説である｡すなわ

ちそれは､個々人の生命や人権を思いやるどころか､むし

ろその社会の利益を享受している側の既得権を保存拡張し､

そうでない個人を圧迫することになりかねないという逆説｡

こうして既存の社会システムが闇雲に正当化され､社会の

自己保存のために個人を従属させ否定しがちとなる｡その

結果､社会の少なからぬ成員が自己やあるいは他者をも肯

定し旺くなるような､圧迫的な様式が浸透していき､そこ

で最も弱い立場にある子供たちの居心地の悪さ､将来への

希望のなさが換化されたとしても､こうした主張はその逆

説を見抜くことができない｡

反論はさらに続きます｡日く､こうした逆説のはらむ問

題性は､倫理的｢真理｣が様々な形で支配権力に染めあげ

られているといった､マルクス､ニーチェから､倫理情動

主義を経て､ポスト構造主義､ポストモダニズムに至る論

定によって､既に突き詰めるところまで突き詰められてい

る｡倫理的に正しいとはどういうことか､倫理的規範はそ

もそも存在するのかを疑問視する､この種の相対主義や懐

疑主義の問いかけに対して､思考が停滞･硬直化し､感情

的な反発しかできないのは､現代の倫理問題の広豪や困難

を見ない知的怠慢でしかない-と､このように指摘され

るわけです｡

しかし逆に､哲学的な反省や相対主義的な懐疑を踏まえ

ると､理論家の側も倫理的規範の貫徹といったことについ

ラファエロ｢アテネの学堂｣(部分)｡中央左がプラトン､右がアリストテレス

て､気安く語れない｡それどころか､考えれば考えるほど

沈黙を強いられる状況が出来しているように見えますに

うした困難な問題状況についての見事な分析としては､松下良

平氏の大著ア道徳の伝達jをお勧めします)｡

2つの方向からの倫理の再生

しかし感情家も理論家もいま耳を澄ませば､倫理が蔑ろ

にされているために挙げられる岬きと嘆きの声を､社会の

そこかしこに聞かざるを待ない現実を前に､もはや失語症

状況に停滞してはいられないはずです｡倫理の再生のため

に早急に手立てを尽くさねばならない横が来ているよう

に思われます｡そしてそのためには､次の2つの方向のバ

ランスに心する必要があるのではないでしょうか｡すなわ

ち､1つは倫理的な善を言わば大手から陶冶していく方向

であり､もう1つは､倫理の破れとしての悪を見据えて､

捕手から攻める方向です｡

大手から

大手･正面からと言っても､伝統的な徳論や､功利主

義･カントによる近代倫理正当化に対する批判が根強い現

代､実質的な倫理的規範の

押し付けはもとより､〈誰

でもしたいことなら､君も

してよい〉という定言命法

や､〈愚行をするのも個人

の自由だが､他人の迷惑に

なることだけはしてはいけ

ない〉という他者危害の法

則といった形式の提示だけ

でほ､倫理の再生は困難な

のではないでしょうか｡か

ってヘブライズムの十戒が､

〈殺してはならない)とい

う現象的な禁止令令を､

〈愛していれは殺すことな

どあり得ない〉という原理

的な不可能性の覚醒という

形で伝えたように､むしろ

倫理を愛という個々人の原体験に基づいて人間関係を活性

化する構造として捉え､その原体験をこそ陶冶していくこ

とが重要なのではないでしょうか｡その際､ヘブライズム

そしてヘレニズムの伝統が共に語った｢驚き｣が､復権さ

れてよいように思われます｡生来エゴイズムに自閉し他者

への愛も乏しい人間には､自分を超えた者から愛され生か

されているという原事実にまで立ち返って､その事実に

｢驚く｣ことを強調することです｡すなわち､生命が､自

然環境が､あるいはまた人間関係が､所与のものとして愛

をもって贈与されているという一一定の宗教的信仰を超

えた-----｣京事実に､改めて驚嘆する感情を養い育てること

が､突き詰めたところ必要なのではないでしょうか｡プラ

1､ン=アリストテレスが哲学の距発点とした｢驚き(タウ

マゼイン)｣は､実践哲学としての倫理学にとっても不可

欠の原点となるように思うのです｡

弼手から

しかし他方､そうした愛の原体験も驚きの感受性もない

ままに､人を殺して顧みない者に対しては､その痛みを恩

い知らせる椀手･裏面からの教育がまたどうしても必要に
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◆轄別寄稿

倫理の再生へ

なるのではないでしょうか｡実際その方向の実践が､遅ま

きながら起こりつつあるように見えます｡犯罪者の再教育

のために､被害者とその近しい方たちに与えた痛みを､指

導者との対話やグループ･ディスカッションで自ら体験さ

せるといった方法が試みられ､一定の成果を挙げていると

報告されています｡また滝浦静雄氏の近著『道徳の経験』

は｢カントからの離陸｣という副題を持ち､残酷さの拒否

という形で倫理学の再興を目指す注月すべきお仕事です｡

そして冒頭に述べたカタルシスを引き起こす悲劇も､古く

て新しい根源的な倫理教育の手立てとして見直すことが可

能なように思われます｡なぜならそれは､登場人物たちの

愛や希望を描きつつ､それを理不尽な暴力による死が抹殺

することの痛苦を生き生きと伝えて､観客の同情を喚起す

るからです｡

ギリシア悲劇｢メディア｣を上演するエビダウロス劇場(ギリシア)
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善悪の相互浸透

なお､愛と驚きを強調する背景には､愛すら自明でなく､

驚きの感受性すら鈍磨し､また所与の恵みに満ちた自然す

ら天災や病をもたらして人間に敵対的であり得､またその

自然界の互いの生命を殺して食するしか人間を含めた動物

は生きながらえる術をもたないという､罪悪に接した思い

があるはずです｡だからこそ､それを乗り越え折り合いを

つけて行く筋道として､人は倫理を要請することになi)ま

しょう｡また善への更生のための実践がなされる背景には､

倫理というものは､社会の勝ち組が自分たちの利益を擁護

するための悪の支配の給紙に過ぎないかもしれないといっ

た､自己相対化の思いが常にあってよいはずでしょう｡そ

うした善悪の相互浸透を許容して､悪の奈落を足下に見つ

つ善を希求している点では皆同じであること

に留意しながら､そうした者同士の共同の生

の生き生きとした根拠として倫理を再構築す

ることを､大手･捕手の両面攻撃で試みてい

きたいと思い起めている今日この頃です｡

アスペン･テクストの読み直し

そうした視点からいま一度アスペンのテク

スtを読み直すとき､例えばアリストテレス

の正義論を徳論全体の枠組みの巾で捉え直し

たり､カントの永久平和論の背後にある定言

命法の倫理について学ぶといった基本を臍ま

え､ソクラテス=プラトンの善美についての

無知の知の思想と､霊魂への配慮との関係､

iE義論とヨハネ福音書に始まる愛の思想史と

の比較､また和辻哲郎の鎖国論と並行する日

本的な間柄の倫理をめぐる考察へと進み､さ

らには『論語』F学問のすゝめ=稲清談』

『市民政府論』などに通底するサブ･テーマ

である刑罰論についても考え､またダンテ自

;空手■身がコメディアと呼ぶ『神l封l』の前半の罪悪

と地獄に通ずる人間の悲劇性に注目し､ハヴ

ュルのポスト･モダンにおける自己超越の思

想に示唆を得るなど､｢自然｣｢認識｣｢美｣

など6つのセッションの大きな流れの底に､

｢倫理｣というテーマもまた､多方面に伸び､

端侃すべからざる深度をもって伏流している

ことに､改めて目を憧る思いがします｡

アネ代ン･セミナ⊥に

参加レて

f

〈2004年7月蜃19回参加〉
不破久温さん
●株式会社東芝執行役常務/経営企画部長

先人の思索を共有する充実感
私は2004年夏の｢日本アスペン･エグゼクティブ･セミ

ナー｣に参加させて頂きました｡家内も日程の一部にオブ

ザーバーとして参加させて頂きました｡

事前に送られてきた｢テキスト｣の大部分は､これまで

l矧心をもって読んだことなどない書物が多く､また書名も

知らないものが何冊もありました｡そこで､できる限り

｢テキスト｣の底本を購入することにしました｡たぶん解

説も書いてあるだろうし､｢テキスト｣に抄録された前後

の部分を読めば､少しは理解が容易になるだろうという考

えからです｡

しかし､インターネットで書籍を購入するのは手間では

ありませんが､買い込んだ本を何冊も積み上げると､その

細かい字を追うのには何十僻もの努力が要ることに改めて

気がつきました｡本を開く前の蒔蹄･遽巡を繰り返しなが

ら､セミナー参加の口をむかえたのです｡

それでも私と家内にとって､準備の数日間とセミナー参

加のほぼ一週間は､とても充実した時間でした｡周辺知識

もないままテキストを読んでの自分の考え¶というより

感想を皆さんの前で発表するのは､正直､抵抗感がありま

したが､テキスト各行の言葉を普段とは比べものにならな

いぐらい丁寧に読み､自分の理解を確認する過程は､罰年

振りの知的満足感をもたらしてくれました｡とくにリソー

ス･パーソンのかたがたのコメントを伺うときに､自分が

よく読み込んだ部分ほど､また自分とは違う視点を示唆し

てくださった場合ほど､｢なるほど｣と新発見の面白さを

楽しめたと思います｡

千葉県にあるセミナー会場の周囲は緩やかな起伏に木立

と田園が広がり､夏の陽射しに映える濃緑の景観の寧かで

勉強できたことが強く印象に残っています｡

セミナー参加以来､自分にも家内にも､改めてあたらし

い関心の世界がひろがったと思います｡

少なくとも私の場合､これまでとってつけたように｢忙

しい日常｣という理由で､本は速読､報告は緒論のみ､会

議では即断､を繰り返してきました｡そのなかで軽視･省

略してきた｢言葉｣や｢コミュニケーション｣が､自分自

身の思考や認識の満ノ封二とっていかに人切なものか､いま

さらながら実感･納得できたと思います｡言い換えれは

ひとの考えを言葉で精確に理解しようとする態度､認識共

有のための言葉による相互交流(コミュニケーション)へ

の姿勢の､自分にとって掛け替えのない重要さ､というこ

とです｡

そう気がついてみると､遥か時空を隔てた社会に生き､

思索を重ねて､それをおそらく後世の人ノ引こ伝えようとし

た先人たちの思いを､いま言葉を通して理解し､その認識

を現代の自分が共有することは､難題ですが､その過程で

既に不思議な充実感があるのです｡

最近､いわゆる古典を読む機会が増えました｡勿論大部

分が~現代日本語への御調や対訳ですが､それでも言菓を通

してわれわれの世代に残そうとした｢情念｣のようなもの

を感得できる満足感がわかるようになったと思います｡

これこそが､私と家内にとって｢アスペン･セミナーと

の出会い｣の価値ではないかと思います｡

l

丁- ■
1

第19回セミナーより
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lアスベン･グループだより

アス香ン･セミナ⊥t.こ

参加♭て

小峯 昭さん
●サンデン株式会社常務取締役

対話とは自分自身と語り合うこと
もう何カ月も前のことなのに､こうして研修の日々を思

い返してみると､鮮やかに記憶がよみがえってくる｡ほん

の数日前の仕事のことは手帳を見ないと思い出せないこと

が多いのに いったい何故だろうか｡非日常的で刺激的な

対話の毎日が政烈な印象として残っているせいなのかもし

れない｡

研修の中でとても印象に残っていることのひとつに､自

由時間に案内してもらった川村記念美術館で見たロスコー

の､深いくすんだ赤い色で描かれた数枚の絵がある｡ロス

コーの部屋と言われるその一角には､なぜか吸い込まれそ

うな静寂があった｡絵に見入るわけでもなく､呆然とその

場所に仔んでいるだけでなんとなく安心するような､しっ

とりと落ち着いた不思議な感覚が､時間を超えてよみがえ

ってくる｡前日の懇話会で今遣先生の｢絵画について｣と

いうお話を伺っていたせいなのだろうか｡ひとつの絵を集

中して見ることによって､今までにない感覚を味わうこと

ができた｡

研修で山会った哲学書も絵画も､自分と向き合う鏡のよ

うなものなのだろうか｡先人の哲学に触れ､思考をめぐら

していると､いつもとは違った自分を発見する｡それは実

に楽しいことだと､研修の後半になってやっと気づいた｡

研修の前半は､正直言ってそれどころではなかったのだ｡

研修は､想像以上に知的なタフネスを要求される｡とにか

く日ごろ使わない頭の部分をフル回転で使っているという

具合なのだ｡豪華なホテルと研修施設に妻を帯同して､久

しぶりにアカデミックな雰囲気に浸っていられたのもつか

の間､研修に入ってすぐに自分の世界の狭さに愕然とする

とともに､2500年も前に同じように悩み深く考え真理を追

究していた哲人に出会い､改めて人間の奥深さを見出す｡

御多分にもれず､送られてきた資料を通り一遍に読んで

いったのだが､なんの役にも立たないことに研修が始まっ

てすぐに気づいて往生した｡当たり前のことだが､しっか

り読んで､きちんと考えていれば価値があるのだが､何も

考えずにただ読み進んできただけの私は､まったく意味の
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ない読書をしてきたことに気づかされた｡しかし､研修で

は坂部先生のやさしくも冷静な進行と､本間先生の鋭いご

指導との絶妙なコンビネーションに助けられて､いつの間

にか時間がたつのも忘れて､対話に引き込まれてしまう｡

対話が進まないときにはリソース･パーソンの先生方の貴

重な意見が思考の道筋を与えてくれる｡

はじめは､｢対話｣とは研修に参加している人たちとの

｢対話｣と考えていた｡しかし対話は他人とではなく､自

分自身と言吾り合うことなのだということに気づいた｡本を

読み､考え､意見を言い､意見を聞くという繰り返しの中

で､先人の切り開いた真理に触れ､本当に宇宙の中の小さ

な自分の存在を認識するとともに､一方では人間の深さと

人きさを痛感するのだ｡アスペンの研修の価値はそこにあ

ると思う｡モデレーターやリソース■パーソンの先生方､

出席者の方々の意見は､自分との対話のきっかけではなか

ったか｡

騒がしい世間に復帰してから､プラトンの『ゴルギアス』

という文庫本を買い求めた｡カバンにしのばせ､電車のql

でひもとく｡本を開くと､そこはアスペン｡哲学を適して

自分上の対話が進む｡わずかな時間だが､哲学書とともに

自分の精神世界をさまよう｡かつては考えられなかったこ

とだ｡

もうひとつ発見がある｡日本の言葉の美しさに出会った

ことだ｡研修の資料にあった『奥の細道』である｡やはり

文庫本を買い求め､ぷつぷつと声に出して読み､美しくリ

ズムのある文体をときどき楽し

んでいる｡

最後になってしまったが､新

しい自分を発見し自らの哲学を

持つ意味に気づく機会を提供し

てくれた先生方ヤアスペンの事

務局の方々に､この場を借りて

改めて感謝したい｡

プラトン著rゴルギアス』(岩波文庫)

声音華華妻
口蜃錮由
仁虞朋-ト】
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1■和一Ⅳ】昨■F■

■t●t■W■▼▲.■L~■■し■■■■■l

▲■■●ヽhtt▲■-■■■■■■⊂■し
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第掴アスペン･フェローズを開催

去る6月21日､第4回アスペン･フ

ェローズが､東京･平河町のマツヤサ

ロンにおいて開催されました｡第1部

は､エグゼクティブ･セミナーの文化

プログラムでもたびたび演奏していた

だいている大和田葉子さんによるフル

ート演奏会｡今回はクラシック此目の

他に今道友肩先生がお若いときに作

｢lliされた｢幻の帰還｣と子守歌｢金の

靴｣も演奏され､そのすぼらしい音色

に会場は感動の拍手に包まれました｡

第2部は懇親会として､これまでの

｢エグゼクティブ･セミナー｣｢人事

院･日本アスペン･セミナー｣｢石

川･日本アスペン･セミナー｣のメン

バーの方々､そしてモデレーター､リ

ソース･パーソンや役

員を対象に､いわば日

本アスペン研究所の第

1回同窓会といった趣

で始まりました｡

まず本間長世先生が

｢いま口本語のボキャ

ブラリーがどんどん貧

困になってきている｡

ぜひ豊かなボキャブラ

リーでご歓談くださ

い｣と述べられ､続い

て今遣先生が｢豊かなボキャブラリー

で豊かな文化を栄えさせていただきた

い｡皆様のご健康を祝して｣と乾杯の

音頭をとられました｡また小林陽太郎

懇親会会場風景

会長からは｢エグゼクティ

ブ･セミナーのそれぞれの

回で0]〕･OG会を開いてい

るようですが､このような

形でセミナーの輪がどんど

ん広がっていき､さらにア

スペンの主旨に賛同してい

ただける方を一人でも増や

していくために､ぜひ皆様

にご協力いただきたいと恩

超山幸雄先生と参加者の皆さん います｣との挨拶がありま

した｡

参加者の皆さんは､セミナーでの苦

労話､また古典について対話が始まる

など､なごやかなひとときを過ごされ

ました｡
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