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◆ヤング･エグゼクティブ･セミナーに参加じ⊂
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古典を手がかりに､人間的価値の本質を探る

アスペン･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り対話"を重ねるこ

とにより､自己への内省と社会への洞察豪傑め､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工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Lます｡

●構成

●開催瑚間

●使用言語

●その他

モデレーター2名､リソース･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｡

摺屈エッセイ〉

人類の英知を次の世代へ
長坂健=郎
●日本アスペン研究所理事

万有製薬株式会社会長

アスペン･セミナーは､3つの要因の相乗作用で高

い効果を上げていると思います｡まず出席者の貿が高

いということです｡企業からも団体からも･一流の方々

が､良い意味でそれぞれの組織の看板を背負って来ら

れます｡そこから快い緊張感が生まれます｡しかも貴

重な機会だという意識を強く持たれています｡第二に､

古典を中心に素晴らしい教材が用意されています｡古

典は､長い間に淘汰され､洗い上げられたもので､そ

こには人類の知恵が凝縮されています｡その中からさ

らに選りすぐったものがテキストになっています｡そ

して第三に､講師陣が超一級で､しかも情熱を持って

おられます｡今遣先生､本間先生など､このような横

会でもなければ､なかなかその讐咳に接することがで

きない方々です｡この3つが揃っているので､これは

もう､始まる前から成功は約束されたようなものです｡

さらに付け加えるならば､静かな環境が用意されてい

ることも重要なポイントではないかと思います｡

でほなぜ古典なのでしょうか｡古典は優れているか

ら残ったという要素はもちろんありますが､多くの人

は往々にして古典が善かれてから今日までしか見てい

ません｡しかし､古典には､それが書かれる遥か以前

からの長い長い人類の知恵が凝集されており､それを

上白に善かれているので､本当に普遍的なものだけが

残ることになるのです｡人類の偉大なる英知に接して

みると､自分という個がいかに小さいものかがわかり､

そこで初めて人間としての謙虚さが生まれます｡私は､

これが学びの出発点になると考えています｡

古典の中に流れているのは､人類の普遍的な思想で

あり､感性です｡そこには､現代のわれわれに共通す

るものが多々あります｡だからギリシャ時代のものを

読んでも､きわめて今日的であり､示唆に富んでいる

のです｡自分たちの命などは､古典の息の長さに比べ

るべくもありません｡われわれの使命とは､先人から

受け継いだものに少しでも新しいものを加えた上で､

次の世代へ申し送っていく､そして次の世代をしっか

り育てていく､これ以外にないわけです｡そういう基

本的な考え方にたって､古典重視のアスペン･セミナ

ーのカリキュラムを見ると､｢まさにこれだ｣と思え

るのです｡ですから､古典を学ばないリーダーは単な

る実務の処理屋であって､おそらく半分しか社会のお

役には立っていないということでしょう｡繰返します

が､古典を読み､自分なりに何かを加え､そしてその

トータルな英知を次の世代につなげていく､これこそ､

リーダーの役割だと思います｡

組織のトップは常に孤独です｡日々さまざまな判断

を迫られ､深く悩むこともあり､誰にも相談できない

こともあります｡だから眠れない日が続くのは当たり

前です｡そ･のときに､人によっていろいろな解決の仕

方があると思います｡禅寺に籠もる人もいるかもしれ

ません｡そんなとき私ほ､｢迷ったら原点に帰る｣と

いう考えで対処しています｡例えば新しく投資をしよ

うとするとき､これは何のためにやるのか､生産の拡

大と利潤の追求なのか､他部門への波及効果はあるの

か､消費者･社会への還元になるのか､社員の士気高

揚なのか､次の世代の養成なのか､と原点に帰って考

えてみることが大切です｡そのとき､古典の教えがい

ろいろ思い出されるわけです｡そして､ヒントは必ず

その中にあります｡ですから､実務的な意味でも､迷

ったら古典に思いを馳せることに､大きな意味がある

のです｡

何よりリーダーは継続する歴史の中の役割というも

のを認識しなければならないと思います｡実務的な実

績の積み重ねに加え､先ほど述べた､次の世代に英知

をつなげる役割が大切です｡リーダーは日頃多忙なの

で､そのような役割ほ忘れていると思います｡だから､

アスペンに来ていただいて､そこで得たものを糧に､

それぞれの職場で自らに課せられた役割を全うしてい

ただきたいと思うのです｡
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◆アスペン 対話

猪木武徳氏

教養としての｢漱石｣

.国際日本文化研究センター班措木
武徳

‡教養人の条件
篠原 アスペン･セミナーとしましては､これまでに｢ウ

イークエンド･セミナー｣と｢ヤング･エグゼクティブ･

セミナー｣とで一回ずつ漱石を取上げましたが､みんな面

白がって､それぞれなかなかいい議論ができたと思います｡

そこで今回は夏目漱石をテーマにお二人の先生方に語り合

っていただき､改めて現代に生きる私たちにとって夏計漱

石はどのような意味や重要性を持ち､どのように向かい合

うべき峰なのかを考えたいと思っています｡

まず腔つりなおし教養講座』(NTT出版)の中で､漱石

のことをかなり意図的にお書きになられた村上先生から始

めていただけますか｡

村上 大学で数えている者としての実感から言いますと､

最近は講義の中でF三四郎』を引用しても､学生が全く反

応しなくなりましたね｡この傾向は10年前くらいからです

が､多分どこの大学も似たようなものでしょう｡なぜなら､

いま中学や高校の国語の教科書から漱石はどんどん消えて

いますから｡

これまで『三四郎』は､知的世界に入ろうとする着たち

が誰に言われるでもなく言売み継いでいくものの一つとして､

とにかく手に取られていました｡掛こ若い学生に､いろい

ろな意味でものを考えさせるよい材料になっていましたか

らね｡その『三四郎』の､いわl茄吾り継がれ､読み継がれ

てきた知の伝統と言うべき流れが断ち切られてしまってい

ることは､私にとっては非常につらいことなんです｡『三

四郎』のような古典を読むことを教養と言うとすれば､教

養とは人間として生きていく上で必要な肥やしのようなも

のですから､最近ではその肥やしの質が変わってきている

のかもしれない｡一方､ではそれに代わり得るものがある

のかどうか｡その二つが､私のいま一番気になっているこ

となんです｡

猪木 私も演習に応募してくる学生にいろいろアンケート

に答えてもらう中に､｢あなたがいままで一番影響を受け

たあるいは面白いと恩った本を1～2冊挙げてください｣

という質問を入れていたんです｡ほぼ30年､学部の学生を

敢えていましたが､最初の10年ぐらいまでは大体私の知っ

ている本が入っていました｡それが20年前くらいから､私

⑥

の全然知らない本や漫画本の名前が善かれるようになった

んです｡そこで食事会などのときに､｢君たち小説は読ま

ないのかね｣と学生たちに聞いてみたら､現代の作家のも

のは読まないし､昔のものもほとんど読まないと｡その理

由は､いまの漫画家は小説家などよりはるかに勉強して調

べて描いているから､漫画を読んでいる方が而白いと言う

んです｡

考えてみたら､夏目漱石も古今東西のさまざまな分野の

文献をたくさん読んで､よく勉強していましたね｡やはり

よく学び､よく考えた人の書いたものは人の心を動かすと

いうことでは一緒ですから､学生たちに支持されている現

代の漫画家の作品も､そうそう軽く見られないなという感

じを持っています｡

そういう意味では､戦前の一郎の作家は､単に物知りと

いうだけではなくて､その知識をベースに現実との緊張関

係の中で創作活動を行っていたように思います｡例えば漱

石の場合は､西洋文化を自家薬籠中の物とし､そこから日

本の現実を見ようとしていた｡そうした意識から出てくる

緊張感と言いますか､葛藤の中から生み出されたものとそ

うでないものとでは､おのずと人を引きつける力は異なっ

てくるわけで､私はそれが広い意味での教養ではないかと

思っているんです｡

村上 いまおっしゃったことは､別の面から見ればいまは

知識人というものがいなくなりつつあるということですね｡

例えば漱石の持っている厚みとは､まさに知識人としての

それだと思うんです｡私の親しいイギリスの社会学者が最

近『知識人』という本を書き､その中で面白いことを言っ

ています｡彼によると 円こ口識人とは､アカデミシャンでは

ない､ジャーナリストでもない､マーケッターでもない､

ロイヤーでもない､(中略)中でも最も近そうで実は最も

違うのがフィロソファーである｣と(笑)｡

彼は皮肉な見方をする男なのでそう言ったあとで､知識

人であるための条件として､まず､すべてのことを自身の

評価眼は持ちつつもいろいろな角度から見ることのできる

能力を持っていること｡また､論争に際しては自己の正し

さを粘り強く主張しながらも､相手の間違いに対しては穏

やかに指摘することができること｡さらに､すべてのこと

について絶対正しいとも言わず､絶対間遠っていると言っ

て軽蔑もしないこと｡そして最後に非常に重要と私には思

村上陽一郎.国際基営教大学教授

(司会)篠原興.㈲国際通貨研究所閉

われた条件が､いかなるメディアを使っても自分の言いた

いことがきちんと言えること｡論文であれ､ラジオであれ､

テレビジョンであれ､新聞であれね｡アカデミシャンには､

それができないと言うわけです｡

篠原 いまのお話とちょうビバラレルなテーゼを猪木先生

は『文芸にあらわれた日本の近代』(有斐閻)というご本

の中で善かれていますね｡

猪木 いま村上さんが列挙された条件､つまり知性の柔軟

さとは､教養人にとって必須のものだと思うんです｡加を

深めるうえで他人から学ぶことは欠かせませんが､もし自

分が絶対に正しいと思っていたら他人から学ぶことはでき

ませんから｡そこで問われるのが､相手の立場に身を置い

て考えてみることができる能力ですね｡

福田惜春でしたか､世の中には学歴､つまり教育と関係

のない教養もあると言っています｡彼が地方で汽車に来っ

たとき､別の備に坐っていた土地の老婦人が｢窓を開けて

もよろしいか｣と福田悟存に尋ねたときのしぐさと言葉遣

いが､決していわゆる都会的な意味での高学歴女性のよう

ではなかったけれど､人との距離を保った実に品のいい言

葉としぐさだった｡これこそが教養というものだと感じた

と､彼は書いています｡相手の立場に身を置くとか､自分

を省みて見るというような自省的な態度､謙虚さ､日常的

でないものにぶつかったときに応用のきく精神の柔らかさ

が､本当の意味での教養というものなのでしょう｡

‡知識が培えると謎も増える
篠原 猪水先生のご本によると､一つの聞いには必ず一つ

の正しい答えがあるという西欧風のものの考え方は絶対的

なものに対する憧れを生み出しやすく､行き着く先は進ん

だ西洋にすべての民族が近づくのが進歩であり､遠いほど

異端であるという発想になると｡しかし､そうではなく答

えは無数にあると言うと､今度は完壁な相対主義とその先

にあるニヒリズムに陥る危険があるので､そのどちらでも

ない共通価値というものをどうやって自分のものにし､ど

うやってみんなと共有するか｡この二つについて考えるこ

とが､教養そのものなのではないかという気がしますが｡

村上 例えば相手の立場に立つためには､まず自分をある

程度客観視できなくてはいけない｡自分の立場は何なのか､

村上陽一郎氏

いま自分が立っているのはどこかを見つめないといけない

わけです｡光ほどの自省的な態度ですJa｡リフレックシプ

(reflexi＼′e)という英言吾が一番びったりくると思いますが､

そういう発想がなくてはいけか､｡多元的にさまざまな領

域の考え方を少しずつ学ぶというのも､そこへ行くための

一つの手順としてあるわけです｡ですから､最初から専門

に取り込まれてしまって､｢一所懸命｣という言葉のよう

に一つのところに命をかけると言ってしまった隙間に柔軟

性は失われていぐ可能性があるので､やはりいろいろなと

ころに身を置いてみる体験を若いうちにしておくのは､教

養のための一つの手順として大事なのではないかと思いま

すね｡

漱石は､学者としては英文学を専攻していたわけですが､

彼の学問的素養の中には､漢学についてのものすごく疎く

て広い知識がある｡猪木さんはどうかわかりませんが､私

など漢詩を弄くことはほとんと不可能です｡

猪木 私も全く不可能です(笑)｡

村上 でも淑石は､さらさらっと五言絶句などを簡単に詠

んだ｡あのころの人たちは､まだ普通に漢詩をつくれたん

ですね｡そうかと思えば､見事な共詩も書いています｡そ

Lてあの時代､当時の日本人たちが文明開化で西欧一辺倒

だったのに対して､彼は西欧ぞっこんにはならなかったし､

伝統的な武士道だの儒教だのにも戻りませんでした｡つま

り漱石は､いくつもの観ノ烹と立場を自らの中に見出せる人

だったのではないでしょうか｡

ただ俗に言われてきたことですが､漱石は女性を描くこ

とがあまり上手くないということはあるかもしれませんけ

どね｡

猪木 その点に関しては､ちょっと私､意見があるんです

よ(笑)｡おっしゃるように漱石の作品には､無口で頑固な

ところがあったり､不可思議な笑みを浮かべたりと､正体

のはっきり把握しにくい女性が少なからず出てきます｡そ

して､漱石の小説には家庭内の夫と妻の間の微妙な情感を

措いたものが多いですね｡L7う､も意外に女性は気が強くて

従順ではなく､何かを心の中にため込んでいるという感じ

です｡これは､私の専門の社会科学的な見方に引きつけ過

ぎる解釈かもしれませんが､近代化の進んだ20世紀初頭に

は人間は個々ばらばらになり､さまざまなしがらみから解

放されて自由を謳歌する半面､孤独の寂しさから逃れるこ

㊥



◆アスペン対話

教養としての｢淑石｣

とはできなくなった｡漱石は『こころ｣の中で｢先生｣に

それを言わせていますね｡家庭という最小の社会的な単位

で､人間同士の最も情愛にあふれる夫婦の間でも､よく見

てみるとやはF)微妙な断絶が生じている｡それを描こうと

したからこそ､漱石は意図的に下手に女性を措いたのでは

ないか(笑)｡近代とは､まさに情感をお互いに理解する

ことができない状況を生み出した時代なんですね｡

それから､漱石は漢詩も英詰も書いたし､チェーホフも

イプセンも英語で読んだでしょう｡つまり当時の世界文学

をたくさん読み､いろいろな創作活動を行っている｡それ

は専門家として専門だけを知っているということに対して

疑問があったからだろうと思います｡旧約聖書などに登場

する人物を見ても､やはりいろいろな能力を持ち､･一つの

ことだけに詳しいというような人間はいませんね｡いろい

ろなことに関心を持って外に向かって活動するような､そ

ういう知的バイタリティーにあふれている｡ですから､何

か一つのことを深く掘り下げながら獲得する知識も重要か

もしれませんが､人間の知的な能力とはそういうものでは

ないという思いを密かに持っているんです｡

フランスにアランという哲学者がいますね｡彼は｢人間

は知りたいと思って知識を増やしていく｡それを球体に例

えると､知識がどんどん膨らんでいくに従い､未知の分野

はどんどん狭くなると考えがちだ｡しかしそうではなくて､

実は球体が膨らむと表面積も増え､人間が知りたいことや

疑問などは表面が外の世界と接するところから生まれてく

るから､知識が増えると新しい疑問もどんどん増えてしま

う｣と言うんです｡つまり､専門を掘り下げていくと､わ

からないことがどんどん少なくなると思われがちですが､

本当に優れた専門家はそうは言わないわけですね｡

村上 多分そうでしょう｡いま格閲している問題が解決し

たとしても､必ずその先にまた扉が一つある｡その扉を開

けると､その先にまた扉がと､それは永久に続くんだと専

門家でもそう考えている人はいます｡でも扉の比喩は二次

元的な動き方ですが､球体の表面積は三次元的に増えるわ

けですから､疑問の増え方ははるかに多いですね｡

最近､評論家の三浦雅士さんが『出生の秘密』(講談社)

という力作を善かれていて､その中で漱石がかなりの部分

を占めているんです｡それによると漱石は､生まれてすぐ

に養子に山され､また実家へ戻ってと不安定な子ども時代

を過ごしている｡それが彼の作品の中に反映されているわ

けですが､三浦さんは執拗に奥さんの鏡子さんとの関係を

追い詰めていくんです｡それを読むと､先ほと巧者木さんが

◎

猪木武徳氏

おっしゃったような女性の描き方における目論見も確かに

あったと思いますが､同時に実生活での鏡子さんとの葛藤

が､彼の女性に対する描き方のややシニカルなところに投

影されているのかもしれないという気もします｡

‡自分の中にいる漱石の人物たち
篠原 いま若い人は漱石を読まなくなったそうですが､小

説を読むとは､自分がより自分らしい世界をつくり上げて

いくために他人の生き方をなぞって考えてみるということ

ですね｡そこで､どういう人の書いた､どの人物に自分を

仮託して読むかが重要になります｡例えば､漱石の作品を

僕もいくつか読み､中には何回も読み返したものもありま

すが､どういうわけか『明暗』は読み切れないんです｡あ

の津田という登場人物に自分を当てはめて読み始めると､

どんどん嫌になって､つらくなってきて､途中で投げ出し

てしまうんですよ｡そこで､小説の主人公を通して見た漱

石の魅力と言いますか､あるいは漱石■のつくった人物像の

面白さといったことを少し何いたいのですが｡

村上 私は自分を登場人物に仮託するのではなく､向こう

が自分の中にもいると思って読んでいるんです｡つまり､

津用ほまさに嫌な男ですね(笑)｡エゴイスティックで､

見え坊で｡でも アl期刷を読んでいると､｢ああ､俺の中

にこいつがいる｣と思うわけです｡一方で『虞美人草jの

宗近君は不思議なことに私の中にはいない｡ああなりたい

とは思うけれど､ああいう行動ができて､ああいうふうに

振る舞う自分を想像できないわけです｡

猪木 『それから』の代助はどうですか｡

村上 代助も自分の中にいますね｡『行人』では､二郎よ

りは一郎かな｡『こころ』では｢先生｣のキャラクターが

自分の中にもあるかもしれない｡先生はちょうと代助と通

なんです｡代助は譲って失敗する｡先生は逆に奪って失敗

するわけでしょう｡ちょうどクロスしている｡その両方と

も自分の中にいるなと｡

猪木 そういう意味では､読むという行為は､自分を読む

ことでもあるんですね｡ところで､外国の漱石研究者はど

のような読み方をLているんでしょうね｡漱石のノト説を英

訳で読むと､あまり面白くないように思うんですが｡

村上 それは私も感じます｡

猪木 私が大学1年生のとき､フルブライト奨学生として

京都大学に釆ていたアメリカ人の日本近現代史研究家の読

書の手伝いをしたことがあるんです｡その人は後に吉円満

さんの『戦艦大和ノ最其朋 も英訳されたりして､∩本語の

ボキャブラリーが豊吉で実によくできる人でした｡彼が､

日本の小説を読みたいので何か面白いものはないかと言う

ので､『こころ』を勧めたんです｡読んだあと､披からな

ぜこれが面白いのかわからないと言われて､私はちょっと

ショックを受けましたね｡

その後､英語の家庭教師のアルバイトをしたのですが､

そのときテキストに英訳本のにころ』を選び､読んだん

です｡ところが､英訳された『こころ』には原作のあの雰

囲気が全然ない｡なるほど､これでは全然面白くないなと｡

だから､現代の若い人たちで､当時の日本の雰囲気とか生

活を知らない人にとっては､まさに外国語を読んでいる感

じなのでしょうか｡『道草』なども､筋は勾引こあるわけじ

やない｡ただタンタンと続いている印象ですね｡だから､

漱石が日本語で書いたということと､漱石の小説が英言吾で

読まれるということとは､全く別の話なのかなと｡

村上 やはり言葉が持っている力は英語と日本語とでは明

らかに違うので､何がそこから鳳･ま､れていくのかについて

は､それぞれ違うだろうと思いますけどね｡

明治の錦絵｢中仙道汽車賃誠時間表｣

‡漱石の文明批評
篠原 話を変えますが､淑石には文明論､時論など､小説

以外の作品もいろいろありますね｡これらの作品が現代の

われわれに持つ意味は何でしょうか｡

猪木 小説は面白いけれども文明批評はそんなに面白くな

い作家もいるし､逆に批評は人物論でも何でも非常にうま

いけれども小説は~~l了手という人もいますね｡その点､漱石

は両方において優れていると思います｡

村上 朝口新聞の記者牧村健一一郎氏が書いた『新聞記者夏

目淑石』(平凡社新書)という本がありますが､それによ

ると漱石は随分一所懸命､全国を廻って講演しているんで

すね｡それも朝日新聞に対するサービスだったようですが｡

猪木 ｢現代日本の開花｣という講演で､私のような経済

社会を研究している人間から見ても､極めて現代的なこと

を言っていますね｡例えば文明開化などによって西洋の技

術ヤシステムが入ってきて､万事に競争が激しくなったと｡

そして､効率が一番大事なお題目になって便利な世の中に

はなったけれども､一方で競争が激しくなることによって

われわれのストレスが大分強くなってきているということ

を言っている｡100年彼のいま､われわれはまさに同じこ

とを言っていますね｡競争､競争で｡

村上 われわれは､100年たってもまったく同じことを言

っているわけね(笑)｡

猪木 それは明治維新から40年足らず､日露戦争前後の､

漱才一が登場して活躍するころの話ですね｡当時の日本が∴

等国か二等国かというような議論がされ､西洋に追いつこ

う追いつこうでやってきて､便利にはなったけれども､こ

れは大変なストレスだと｡われわれは､のP(国内総生産)

の計算をするとき､激しい競争で生み出されたものの価値

は測定するけれども､ストレスの方は測定していない｡だ

から漱石の時評には､福祉(ウエルフェア)の指標､よき

社会の指標としては､GDPはちょっと一面だけを見ている

のではないかというような経済学批判がちゃんと入ってい

る｡やはり経済生活がよくなったということは､選択の幅

も広くなり､生活の快適さも増えたわけですから､安易に

批判するわけにはいきませんが､そのシステム自体のあり

方にはそれなりの反省が要りますね｡

村上 でも漱石の講演は､随分聴衆にサービスしています

ね｡いろいろジョークを入れたりして｡だから聴衆も湧い

た｡漱石の講演を非常に面白く聞いたようです｡

㊧
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岡本一平面｢漱石先生｣(2点とも東北大学附属図書館所蔵)

猪木 淑石は落語が好きでしたから｡

村上 小説の中でも､例えば『三四郎』の広田先生は｢こ

れからは日本もだんだん発展するでしょう｣と言う三四郎

に対し､｢滅びるね｣という有名な言葉を吐いていますja｡

あれは一言だけですがすごく強い言葉で､ああいう感覚を

持っている漱石は､やはり知識人だと思います｡つまり時

代は富国強兵で､国中が二つの戦争に勝った勝ったと喜ん

でこれで一等国だと言っているときに､｢それが何だ｣と

言ってみせることのできる能力をすごいと思うし､その近

代批判はかなi)の部分がいまでも当たっていますね｡

近代社会では､人と人との間の紐帯が切れてアトムの集

まりになってしまっているということを､あの時代にどう

して言えたのか｡現在から見れば､あのころの社会はまだ

まだそんなではなかったはずだと思うのに､あれだけ先見

性のあることが言えているのはなぜなんだろうと､それが

私には不思議なんですけどね｡

篠原 漱石が提出している命題の･一つが､西洋では200年､

250年かけて一所懸命やってきたことを､日本は3､40年

で何とか追いつこうとしている｡そもそも､その辺に無理

があるんだよということです｡淑石には､間口だけ広げて

後ろはすぐどん詰まりになってしまう家を建てているよう

なものだという問題意識があるんですゴa｡この文明論を読

んでいて思うのは､いま世界におけるわれわれは､あの漱

石の時代と同じぐらい､あるいはもっとすこヽ､文明の競争

と転換のただ中にいるわけですが､漱石はすでにあの時代

にそこにいることの苦しさだけでなく､それに打ち克つに

は覚悟が要ることまでを言っている｡いまそうVlうことす

ら言う人がいなくなっている中で､漱石の文明論が語りか

けている意味は､あの時代よりもむしろ現在の方があるの

ではないかと思うんです｡

猪木 先ほど私も､あの批判は現代にも当てはまると言い

ましたが､社会構造と言いますか､背景は随分違っていま

すね｡漱石の小説の主人公は､大学卒が多いでしょう｡あ

の当時､大学卒は同年齢層の1%もいないんです｡それな

のに､彼の小説に出てくる主人公のほとんどは大卒つまり

⑧

インテリで､彼らが国の行方や社会のあり方について考え

ているという､一種のパブリック･インテレクチュアルズ

の世界なんですね｡いま大学を卒業した人は､そんなこと

考えていないでしょう｡言ってみれば､社会の中のl%に

も満たか一人間が日本の問題をいい意味でのエリート意識

から議論するという世界の話と､現在のように同世代の半

分ぐらいが大学に行き､でも社会で起こっている問題に対

してはあまり関心を持たない世界とでは､社会風土や背景

は大きく遠いますブコ｡

漱石自身が関心を持っていたのほやはりパブリックな問

題で､夫婦の関係のことを扱っていながら､実は近代化に

よってばらばらになっていく個人の姿を見ていたり､いま

口本はこんなにカエルが腹を膨らませるようにして無理を

しているけれど､いつかパンクするぞというような恐怖感

を持っていた｡現代の世の中では､誰がそういう気持ちを

持って日本の将来を危･†具しているのかと思うんですよ｡そ

ういう意味では､大分世界が通うなという気がするんです｡

篠原 しかし､漱石の小説は新聞を通Lて読まれましたね｡

これは多分､1%のインテリも読んだでしょうが､残りの

99%のうちの多くの人も読んだだろうと思います｡あるい

は講掛こ行って人気があったというのも､99%の方がたく

さん来ている講演会だったと思いますね｡そうすると､イ

ンテリがインテリのためのインテリ風な問題提起をしたわ

けではないと｡

猪木 それは､先ほど村上さんがおっしゃった知識人の条

件の中の､いかなるメディアを使っても表現できる力量と

いうことと関係するんでしょうね｡つまり非常に大切な難

しい問題を一般大衆にも語ることができるという､この技

巧の高さがやはり教養の力なのでしょう｡

‡知の公共性を考える
篠原 ですから､漱石は｣＼説も面白いかもしれませんが､

文明評論もそういう意味では示唆するところが大と言えま

すね｡

村上 日本の今日までの歴史の流れを見て､それぞれの時

代の徴係数のようなものを考えていくと､実は日本は繰り

返し､繰り返し､同じ徴係数で動いているんです｡私は科

学技術の世界にある程度身を置いているわけですが､そこ

でもいま最大の問題になっているのは､なぜ欧米の競争主

義的な制度を日本に取り入れないのかということなんです｡

大学改革しかり､科学技術予算の改革しかり､総合科学技

術会議での予算のつけ方しかりです｡だから､実は明治の

文明開イヒと同じ微係数がこの2006年の日本でも働いている｡

それに対して凝間を呈することはすごく難しいし､抵抗す

ることもすごく難しいんです｡だから､自分はとても漱石

の真似はできない｡漱石ほどの技巧もないし､漱石ほどの

蓄積もないし､多分漱石ほどの能力もない｡でも､何とか

言わなくてはいけないとは思ってきたわけですけどね｡

篠原 いまの村上先生のお話を淑石風に言うならば｣競争

主義的な制度を日本に輸入しなくてはいけないという議論

には､必要なところはそうしましょうよと｡ただし､それ

が内発的であることが大事だと思うんです｡自分たちの持

ってきた文化をきちんと消化した上で､これはどうしても

必要なんだから入れようという覚悟ができたらそこではじ

めて入れようと｡それが当時の日本人に漱石が問いかけた

ように､いまわれわれに問いかけられている問題のような

気がします｡

猪木 お互いに刺激し合う状況でないといいものは生まれ

てこない場合もあるから競争しましょうという､そういう

考え方自体は大事だと思います｡ただ､その基準がノーベ

ル賞でメダルをいくつ取るためというだけでは困るんです｡

村上 それは100%賛成ですね｡

猪木 やはり､篠原さんが先ほどおっしゃった内発的な問

題は大きいと思います｡字間でも芸術でも何でもそうです

が､例えばピアノを買ってお母さんがやかましぐ言って練

習させても､内発的なものがなければ結局子どもはやめて

しまいますね｡だから､内発的なものがない状況で､制度

だけをコピーして押しつけるのはよくないんです｡

村上 そこで最初の言利こ戻るんですが､いろいろな立場に

立って物事を考え､何かを絶対的なものとして捉えるので

はなく､自分のきちんとした批評眼は保ちつつ人の話に耳

を傾けるという､先の知識人の条件は非常に火事なんです

ね｡みんながワーツと舞い上がっているときには､｢本当

にそれでいいのか｣と一歩引いて見るというカウンター･

バランスを働かせる｡それを漱石流に言うと､流れに梓を

さす姿勢ですね｡

篠原 興氏

猪木 それを私の言い方で言うと､知識人はパブリックな

性格を持っているということです｡知的活動は､私的な知

識､私的な好奇心だけのためではない｡コモンと言います

か､共同のものを考える気持ちがないといけない｡知識人

は何のために樺をさLているのかと言うと､やはり公共の

ためでしょうね｡

村上 公共的な関心であり､関係であり､関わりを持たな

ければならないという義務感みたいなものですね｡知識人

は､それを持っていないといけないと思います｡

篠原 最後に､これから漱石を読もうとか読み直してみよ

うと思う人のために､漱石のどの作品のどこにどういう魅

力があるのかを一言ずつお願いします｡

村上 みんな失敗作だ失敗作だと言いますが､私はF虞美

人草』って面白いと恩いますよ｡書き出しは非常に美文調

で､絢爛豪華な漢語をたくさん使って､とてもわれわれに

は真似のできない言葉遣いで書かれています｡でも漱石は

最初から言文一体調をめざしていて､漱石の作品ほ､それ

までのいわゆる湊文や､それこそ芭蕉のような和漢混清体

と呼ばれるような文章とも違う現代日本語の基礎をつくり

上げたものの一つだと思っているので､そういう意味で美

文調も含めてF虞美人草』は魅力のある小説だと思います｡

猪木 私は『それから』や『行人』も好きですが､これを

勧めたいということでは『吾輩は猫である』と『硝子戸の

中』ですね｡これは二つともいわゆる小説ではありません｡

『硝子戸の中jはエッセーですし､『吾輩は猫である』は

当時の日本社会論あるいは文明論です｡しかし､非常に狭

い世界の中からあれだけ広い宇宙を示したという巧みさ｡

若い人が読んで面白いかどうかは別にして､齢を重ねた人

間がああいうものを読んで楽しむのもいいなという意味で､

『吾輩は猫である』を挙げたいと思います｡

『硝子戸の中』に｢人の心の奥には､自分でも気の付か

ない継続中のものが潜んでいる｣という話があります｡『硝

子戸の中』は最晩年の作品ですね｡自分の死が近いことを

薄々知ってでしょうか､｢人は談笑しながら死という遠い

所へ歩いていくことができる｡それは実はみんな夢の間に

製造した爆弾を思い思いに抱えているのだけれど､その爆

弾がどんなものか自分も人も知らないからだ｣というよう

なことが書いてあります｡でも読んでいて､これはなかな

か救われるなと思えます｡そういう意味で､アスペンのみ

なさんに『硝子戸の巾』と『吾輩は猫である』を推したい

ですね｡

篠原 ではきょうはこの辺で｡ありがとうございました｡

⑳
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自然現象としての光と闇

きょうは光と闇について考えたいと思います｡光と闇は

ドイツ･ロマン主義の大きなテーマの一つでもあります｡

まず自然現象としての光と闇の関係を見てみると､物体

に太陽の光が当たると､その背後に影ができます｡その光

の角度や強さによって､影の潰さも長さも変わってくる｡

ですから､光と影､光と閤とは対立的なものと言えると思

います｡

上野の西洋美術館にロダンの｢考える人｣があります｡

夕方に作品を見ていると､上野動物園の方に太陽が沈んで

いくに従って､彫刻の上にさす光が影を大きく深くしてい

き､やがて作品全体がシルエットとして見えるようになり

ます｡そうなると私たちは､芸術を鑑賞していながら､自

然の中の一部分としての｢考える人｣を見ることになる｡

つまり､私たちは芸術美を味わっているのではなく､光の

移ろいによって刻々と表情を変える自然美を味わっている

ことになるのです｡

ご承知のように｢考える人｣は､ロダン晩年の大作｢地

獄の門｣の最上部に置かれたものでしたが､後に独立像と

なりました｡その｢地獄の門｣はダンテの『神曲』から着

想を得ています｡F神曲』の中で｢地獄の門｣が自分のこ

とを語る場面があり､その言葉に示唆を受けたロダンが､

彫刻家としてこれまで自分が経験してきたさまざまなこと

を｢地獄の門｣の中に彫刻作品として折り込んだものです｡

また当時のロダンは妻の他に若い女性彫刻家との愛情問題

も抱えていましたから､｢考える人｣は､人間の生死や愛

憎の問題など人間存在の全体を上から僻撤するものとして

置かれており､それはまさに人間の心の中にある光と閤の

部分を見つめるものとなっています｡

このように芸術作品は､表現されたもので人々を魅了す

ると同時に､その裏にある発と闇の存在についても考える

ものになっていて､作品そのものが二重構造を持っている

と言えます｡

文学にみる光と影

造形芸術だけでなく､文学の世界でも光と閣の問題は大

きなテーマになっています｡
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例えば､カミュの『異邦人』を見てみましょう｡カミュ

はアルジェリア出身のフランス人で､白身も書いているよ

うに､人間の実存､生きていることの｢けだるさ｣を主要

な創作テーマにしていましたが､その中で影も重視してい

ます｡北アフリカの太陽の光は真上から照ります｡したが

って､影は足下にしかできません｡砂漠ではほぼ一日中そ

の状態で､それが日常です｡そこで殺人があり､最後に

｢これは太陽が､あの光が殺人を犯したんだ｣ということ

で終わる｡このように､自分の周り全部が光の微粒子で囲

まれているような世界を経験することは私たちにはほとん

どありませんが､カミュの文学からその世界を想像するこ

とはできると思います｡

過剰な光の世界の対極にあるもう一つの文学作品は､シ

ュターミッツの『影をなくした男』です｡これは､自分の

影を悪魔に売り渡した男の話です｡自分の影を売ってしま

った男は､もう太陽の照るところ､電灯の下に出ることが

できません｡怪しまれますから｡影が闇に溶け込む夜だけ

が自分の世界です｡ここでは､明るいものに一切を拒絶さ

れた人間が措かれています｡これは､影の持っている実存

的な意味を私たちに示してくれる､非常に強烈な文学作品

です｡しかも､そこに山てくる悪魔はゲーテの『ファウス

ト』のそれと酷似しています｡『ファウスト』の中に出て

くる人間たちもどこかに影を持っており､悪事が起こるの

は常に閤の中｡このように見ていくと､影の存在は､私た

ちにいろいろなことを示唆してくれるような気がします｡

黄昏から閣の世界へ

そこで次に､｢黄昏｣(cr6pusculaire)という現象につい

て考えてみたいと思います｡黄昏とはどういう状態か｡こ

れは光の世界と闇の世界が括抗しているところから始まり

ますが､しかし両者は均衡を保っていることは一時として

ない｡実際には､いつもどちらかが捗っているのです｡

以前､私は黄昏についての論文を書こうとして､奇妙な

体験をしたことがあります｡黄昏についてどのように説明

したらいいかと悩んでいたとき､夢を見たのです｡中世の

建物の中の小さな窓の下にいた私の前に､一人の人物が現

れて｢私はルフェーブルだ｡あなたは黄昏についで悩んで

いるようだけれど､それは簡単なものですよ｣と言う｡そ

して｢ご覧なさい､あれが黄昏です｣と､言われて見ると､

小さな患の向こうに沈んでいく太陽と真赤な夕焼けが見え､

だんだん世界が暗くなっていった｡その夢を見てから､黄

昏についての論文がすらすら書けたのです｡

つまり､黄昏とは西の彼方に太陽が沈んでいく情景のこ

とで､光の世界からだんだん岡が勝利していくときが黄昏

である｡例えば人生の黄昏という表現は､単なる自然現象

の比喩ではなくて､生きるという間違と深く結びついてい

るものだと恩います｡

ミシェル･ギヨマールというフランスの学者は､死の問

題を考えながら､特に黄昏について力を注いで書いていま

す｡彼は､黄昏のときにすべての人間は芸術家になる｡だ

から太陽が沈んでいく黄昏のときに､人間は詩をつくりた

いと思ったり､歌を歌いたいと思ったF)する｡そういう特

別な気分に誘われるときが黄昏なのだ､と言っています｡

黄昏どきの､光の世界から閣の世界へと変わっていく瞬

間は､実は一番大きな変化が起きているときなのです｡光

の世界とは視覚中心の世界であり､理性的にモノを見て､

対象を数値化することができる世界です｡それがだんだん

閤の世界に変わっていくと､今度はモノが見えなくなり､

計測も不可能になって､聴覚的な世界が始まります｡つま

り黄昏とは､光の世界と閤の世界の逆転する瞬間なのです｡

黄昏になると､人間を含めて多くの動物はねぐらへ帰り､

休息をとります｡そして､闇の世界で生命を得るのが植物

です｡昼間はそれほど大きいと思わなかった木が､夜にな

るとすごく大きなシルエットに感じられ､その下を通ると､

まるで木が声をかけてくるような､おどろおどろしい世界

が始まるような気がすることがある｡バレエの｢くるみ剤

人形｣での一場面のように､夜の世界へ入るとそれまで沈

黙していたものたちが生き生きと動き始め､人間と同じよ

うな活動をする｡F不思議の国のアリス』の世界のように､

木に表情が現れ､歌を歌ったりする｡それがファンタジー

に満ちた閤の世界です｡

影と想像力

光の世界が生の時間であるのに対して､黄昏は影つまi)

⑳
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芸術とその影

死が侵入してくる時間であi)､死神が活動を始める時間で

す｡死は不吉なものであると同時に､人間にとって避ける

ことができないものです｡

この経と影の問題を扱っているのが､フランスの恩想家

ガストン･バシュラールです｡バシュラールは科学哲学を

現代に復活させたと言われている人で､地水火風というよ

うな物質と人間の問題を考えました｡バシュラールが書い

た『ろうそくの焔』という書物は､影と死の問題ついて正

面から取り組んだものです｡ろうそくは蝋を溶かLながら

光というエネルギーを放山していく｡つまり､自分の身を

削って何かを光らせ､最後に何もなくなってしまう｡これ

は､人間の生と直結しているのではないだろうか｡ろうそ

くは燃え尽きるときに霞も強い光が放たれる｡人間も､最

後の瞬瀾に自分が生きてきたことの託としての輝きを見せ

ることがある｡このような人間の生き方とは一体何だろう

か､ということをバシュラールは考えさせます｡

ここで大事なことは､′トさなろうそくの火が人間の想像

力をかきたてるということです｡小さな部屋で自分の前に

あるろうそくの炎を見ていると､ろうそくの光で自分の影

が壁に映る｡その影は､炎がゆらぐと同じようにゆらぐ｡

そして人は､自分の影を見ながら自分自身を考えるように

なる｡当然のことながら､炎を見つめている自分は孤独に

なります｡目の前のろうそくの一生に自分の人生を仮託し

ていけば､孤独にならざるを得ません｡壁に自分の大きな

影が映っているのを見ていると､死神に飲み込まれる自分

を想像してしまうことがあります｡ろうそくは芸術ではあ

りませんが､芸術的な想像力を引き出す力を持っているこ

とを考えると､こういう形でも芸術と影の問題を考えるこ

とができるような気がします｡

構造としての美

次に､20世紀の哲学者であり最大の美学者であるフラン

スのエティエンヌ･スーリオの言葉をもとに､芸術作品が

構造を持っていることをご紹介しようと思います｡

スーリオは､芸術作品には4つのレベルの層構造がある

と述べていますが､この層構造め分類をするときに使われ

ているのは｢ジョコンダ｣つまりレオナルド･ダ･ヴイン

チの｢モナ･リザ｣です｡この絵を目の前で見ているとお

考えください｡

⑳

｢モナ･リザ｣を見て､この絵はキャンバスに描かれた

ものか称こ措かれたものか､上に塗られている素材は何か

といったことを理解する｡これが1番目の物理的存在

(pb7Sical)レベルです｡2番目は現象的存在(ph血omenal)

レベル｡ここには具体的に何が､例えば女性が措かれてい

るとか､組んでいる手の片方が大きいとかいったことを認

識します｡3番目はモノ(res)的存在のレベルです｡片

方の手が大きく措かれているのはダ･ヴインチが手を非常

に意識しており､手を賛美しようと思ったからだとか､モ

デルは衣装から判断して当時有力な貴族だったのだろうと

いったさまざまな物語を知る｡ここまでは誰もが近づくこ

とができるレベルです｡ところがズーリオは､芸術にとっ

て一番大事なものは最後の超越的存在(transcendental)

レベルだと言っています｡

この超越的存在についてもう少しわかりやすく言うと､

価値と関わるものでhalo(アロ)と言っていますが､これ

にどういう訳をつけるか考えなさいと今遣先生に言われて

悩んだことがあります｡結局､先生がつけられた訳言吾は

｢後光｣｢光背｣､仏像の後ろに光輝く価値的なものです｡

実際に目には見えないけれども､作品の背後に輝くものが

あり､それを造形するなら光背になる｡直観的に作品の価

値がわかる人なら､その作品の背後で輝いているものが感

じられるでしょう｡それが超越のレベルであー)､それはど

うしても言葉で説明することができないものです｡また､

それがなければ其の芸術作品にはならないというのが､ス

ーリオの考え方です｡

閤をつぶしていく現代文明

ここで､絵画の中の影についても考えたいと恩います｡

影はギリシア語ではskiaと言います｡プラトンの時代に

は､悲劇の書剖が絵画と考えられていました｡そこでプラ

トンは､絵画には絶対に影を措いてはいけないと言ってい

ます｡中世では悪魔を真っ黒に描いたので､影は否定的な

もの､怖いものと考えられ､極力描かないようにされてき

ました｡しかし､遠近法が追究されてくると､例えばレオ

ナルド･ダ･ヴインチは影を描くようになります｡そして

｢絵の本｣という芸術論の中で､初めて絵画にとって影が

いかに大事なものであるかを述べています｡言うならば､

レオナルド･ダ･ヴインチが影の重要性を発見Lたことに

なります｡

では､口本人は影をどのように捉えていたのでしようか｡

谷崎潤一郎はア翳影礼讃』の中で､京都の食事をするとこ

ろで照明に電燈が使われていたのを見て､本当はろうそく

の､距離を置いた暗さを含んだ光が∩本人の美意識だった

はずだ､それを駆逐することは､日本人の大事なものを捨

てていくことになるのではないかと言っています｡

影は私たちと非常に近しいものですが､影のメタファー

ということも少し考えてみなければなりません｡例えば作

品の影とは､自然科学的な影ではなくて､その作品の持っ

ている意味合いだとか深さを指します｡芸術作品を見ると

きには､日に見えるものだけではなく､その作品が背後に

持っている歴史などを知れば､作品解釈にもさまぎまな可

能性が出てきます｡また作品の本当の意味での価値と出会

うには､作品の影の部分についても考察していかないと､

なかなかわからないのではないかと思います｡

最後に谷崎にならい､｢硯代社会が影を大事にしている

か_｣という問いをみなさんにしたいと思います｡私たちの

時代は夜をなるべく短くしようと努力しています｡そして

昼の世界を夜の中につくらなければ生きていけないという

若い人が非常に多くなりました｡つまり､夜も何かしてい

なければ落ち着かない｡遅刻が多い学生にその理由を聞く

と､前のl免にずっとEメールをやっていたと｡閤は怖いか

らコンピューターの画面をつけておき､常に誰かとコミュ

ニケイトすることをみんな待っている｡それで人とつなが

っているという実感を持つ生き方をしている｡このように

現在は､閤を駆逐しつつあるわけです｡

情報化社会とリアル

彰について-一番強烈に考えさせられたのは､広島の原爆

記念館に行ったときです｡爆発のその隙間､銀行の前の階

段に坐っていた人の痕跡だけが､いまでも影として残って

いる｡そのⅠ舜閤､そこに生きた人間がいたということを影

が言吾っているわけです｡つまり影は､存在論的にとても大

きな問題をはらんでいるのです｡

ところが現代社会では､実存的な存在よりも情報の方が

大事にされている｡データの方が生きている人間よりも重

要視されているのです｡つい最近のことですが､親行に行

く時間がなかったのでカードを母に預け､お金をおろして

きてほしいと頼みました｡ところが､暗唱番号を3度押し

間違えたため､銀行の人にこのか一ドは使えませんと言わ

れてしまった｡母は｢娘に頼まれたのです｣と言ったので

すが､取り合ってもらえませんでした｡つまり､私と母と

いう人間関係よりも情報の方が信用される時代に突入した

わけです｡本当はいま生きている人間のプチが重要視されな

ければならないはずなのに､その人のメタファー的な記号

にすぎない数字や情報の方が大事にされている｡どうすれ

ば私たちは情報化された影から本物に近づくことができる

のかを,一人ひとりがよくわかっていないと､情報化社会で

生きるのはとても難しいことだと思います｡

そこで､｢リアルであるとはどういうことなのか｣を考

えてみてください｡私たちに突きつけられているのは､本

当のリアリティーとは何かということです｡私たちが生き

ているのはリアルな世界のはずなのに､長崎でチビもによ

る殺人事件が起こったとき､ある小学校の先生が｢死とは

どういうことか｣と聞くと､子どもたちの乃%が｢死んで

ももう会えないとは思っていない｣と答えた｡コンピュー

ターのように､リセットボタンさえ抑せば人を殺してもま

た生き返ると思っている子どもがⅧ%もいるわけです｡そ

の子たちの親の世代も､病室で死を迎えるのですから､既

に死についてリアリティーを持って考えることができない｡

でも現実には､私たちが常に影を背負っているように死の

問題は身近にある｡それを私たちはどう実感していくこと

ができるかが､これからの大きな課題であろうと思います｡

きょうは｢芸術とその影｣について話をしてきましたが､

いまの時代は､実は情報は実体ではないのに､その影とし

ての情報が一人歩きしている世界になっています｡ところ

が､影が実体よりも意味付けがされてあるから艶しい｡そ

このところをどう対応していくのか｡これまで影をまとも

に扱ったのは､芸術家だけではないかと思います｡いま情

報化社会を乗り越えていくものがあるとすれば､それは私

たちの芸術の営みの中にこそその可能性があるのかもしれ

ない｡つまり､物を相手に自分の手を使って何かをつくっ

ていく芸術活動は､時間を要します｡その時間の中で､私

たちはさまざまな思考を練り経験をすることができる｡い

まは､社会全体が考えることをしない時代が始まっていま

す｡人々が自分の手を使って創造活動をしようとしている

のは､それがIT社会の欠点を補うために必要なものだか

らかもしれません｡
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アスベン･セミナーに

参加して
●

●

〈2005年7月尭22回参加〉

日野雅夫さん
●山形県副知事

6日問は悦びの人生の棚卸し

リソース･パーソンとして､あんなにもにこやかに私た

ちを支えてくれた佐藤孝雄さんが､10月22日に逝去された

とのお知らせがありましたが､未だに信じられません｡佐

藤さんは常にご自分と真筆に向き合われ､深い洞察を重ね

てこられたその生き方は､私たちのお手本です｡｢析にふ

れてこのテキストを読み直すといいですよ｣と､私たちを

諭してくれました｡深く感謝し､心からご冥福をお祈り申

し上げます｡

さて､私がアスペン･セミナーに興味を覚えたのは十数

年前のことです｡アスペンのあるアメリカ･コロラド州と

山形県が姉妹県州の盟約を結んで今年は20周年になります｡

その緑でアスペンのことを初めて知り､スキー場を中心と

する地域づくりにあこがれ､アスペン･セミナーの素晴ら

しさを学びました｡そして山形県では｢アスペン会議イン

ジャパン｣を企画し､1994年にメインゲストとしてジミ

ー･カーター元アメリカ合衆国大統領をお迎えして､｢環

境と地域づくり｣をテーマに掲げ､3日間の国際シンポジ

ウムを開催しました｡

今回､アスペン･エグゼクティブ･セミナーに参加させ

ていただき､これまで長い間､私が持っていた｢アスペ

ン･セミナー｣に対するイメージは違っていたことに気づ

かされました｡本当にいい標会に恵まれました｡もっと若

いときにこのチャンスをもらえればよかったと思いつつも､

セミナーに参加させていただいたことに心から感謝してい

ます｡

私にとって､このたびのアスペン･セミナーは｢人生の

棚卸L｣でした｡

｢対話｣形式のセミナーによって､深い学びの悦びが得

られたように思います｡私たちにとっては雲の上の存在で

あったモデレーターの先生方に導かれ､リソース･パーソ

ンの先生方に方向付けられてのことですが､さまぎまな分

野でそれぞれ責任ある立場で活躍されている方々とともに
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学びあえた喜びは､今まで繚験したことのないものでした｡

｢古典｣は､いつの時代にも､人生のどのステージでも､

常に生活のそばにおき､繰りかえし学び続ける大切さを､

そしてそのことが私たちの生活に新鮮な輝きをもたらして

くれるということを学びました｡

私はこの6日間､つたない考えで､恥ずかしい発言しか

できませんでしたが､時空を超える古典と向きあうことで､

これまでの人生､自分の生き方を見つめ直し､どうやらこ

うやら新Lい生き方のスタート台に立てたように思います｡

1カ月前に届いたテキストには文字通り悪戦苦闘で､こ

のまま受講していいのだろうかと苦しみました｡しかしセ

ミナーを終えてみると､テキストに選ばれた古典は､どれ

もこれも魅力的でした｡哲学､宗教､紀行文､詩､そして

自然･生命､など実に広かった｡

楽しい時間もたくさんありました｡今遣先生にお聞きし

た荘子の｢大きな話｣や｢哲学することは魂を世話するこ

と｣というお話､中村先生のH可年も枝の上で待ち続ける

ダニの話｣も忘れられません｡

モデレーターの本間先生､村上先生がいて､毎回何人か

のリソース･ノヾ-ソンが助けてくれる､対話方式のセミナ

ーは､人間関係を見事に深いものにしてくれます｡日を追

って､休憩時間や食事時間の会話が増えました｡

天から二物を与えられる人もおられることも知りました｡

本間先生の歌舞伎勧進帳も､村上先生のチェロ演奏も､驚

きでした｡

6日間のセミナーは､私に､生涯にわたって取り観み続

ける宿題とともに､新しい友情をいただきました｡昨年の

12月2日に､1回目の同窓会が東京で開催され､懐かしく

思い出を語りあい､酒を酌み交わし､再会を約束しました｡

たった6日間ですが､私の人生にとっては､至宝の6日間

でした｡ただただ､感謝あるのみです｡

〈2005年9月第3回参加〉

清水隆博さん
●国土交通省国土交通政策研究所副所長

古典は確かな道案内をしてくれる
｢毎晩宴会をやる楽しいセミナーです｣と人事課の担当

者に言われると､根がお調子者の私は二つ返事で参加する

と言ってしまった｡しかしこれが間違いであることが､数

日後､セミナー事務局の岡野氏が訪ねてこられたときに判

明した｡分厚いテキス1､を渡され､これを事前に読み込み､

当日は各自が必ず発言し､お互いに対話をしなければなら

ないと聞かされた｡また､テキストを開くと雉しそうな古

ガl主の抜粋ばかりで､意識が遠くなるのを必死に我慢Lたこ

とを覚えている｡

セミナーに参加するまでの間､とにかく必死にテキス†

と格闘してみたが､全く歯が立たない｡旧建設省に入省以

来､そのほとんどが｢切った､貼った｣の土方的作業に終

始し､凡そ知的作業とは無縁の生活であったせいか､私の

知性は完全に死滅していることを否応なく認識させられた｡

セミナー初日のオリエンテーションで､本間長世先生の

｢諸君は命令語ばかりを話しているはず｡ここで対話の重

要性を知って欲しい｣という趣旨のお言葉を聞いたとき､

胸にグサリとくるものがあった｡その通りなのである｡

役人稼業が長くなると､知らず知らずのうちに利手を言

い込める意執ゴカーりが強くなっていたようで､知的な対話

がどのようなものか想像だに出来ず､不安ばかりが広がっ

ていった｡

しかし､ここまで来たら腹を括るしかない｡

そう覚悟して､とにかくどのセッションでも､的外れで

もいいから何か一言発言しようと決心した｡

ところが不思議なもので､始まってしまえば何がしか発

言は出来るものであり､他の参加者の方々のご発言からも

実に多くのことを学ぶことが出来た｡法務省の方の鋭い法

律的解釈､王子製紙の方の宗教に関する深い洞察など枚挙

に暇がない｡また､休憩時間に先生方や参加者の方々と交

わした会話からも多くの示唆を得ることが出来た｡

こうやってセミナーが進んでいくうちに､だんだん哲学

書に興味が湧き､セミナー終了後は取り上げられたテキス

トぐらいは原本を全部読んでみたくなった｡

そこで手始めにキケローの『弁論家について』を1カ月

かけて読んでみた｡古代ローマには弁論家という職業(弁

護士ではない)があったこと､弁論家に必要な素養､弁論

に必要な技術､またソクラテスに始まる哲学や哲学者の系

譜､さらには主人公のクラッススを始めとする弁論家たち

の数奇な運命など､非常に興味深い内容であった｡

次にプラトンの『ソクラテスの弁明』を読み､自分のソ

クラテス観は完全に変わった｡それまでは人の揚げ足を取

る厭な奴ぐらいの認識であったが､言論や思想の自由に命

を賭け､また魂を磨き続けることの必要性を生涯説き続け

た偉大な思想家であったことに認識を新たにした｡

直近でほ､アリストテレスの『ニコマコス倫理学』を読

了した｡｢徳｣には倫理的卓越性と知的卓越性の両者があ

ること､中庸の重要性､また観照的知性を磨くことの重要

性など､多くの示唆を得た｡

そこで気が付いたことがある｡セミナーで本間､今道､

坂部､関根の四先生方のご指導を受けるうち､哲学書を読

む際のいわば｢頭のギアチェンジ｣が自然に出来るように

なっていたことである｡哲学書を始めテキストにあるさま

ぎまな古典との対話を続けていくことにより､自分の中に

確かな判断基準が築かれていくであろうことに確信が持て

るようになった｡

仕事をしていく中で､難しい判断を迫られる場面がこれ

からも多々あろうかと思うが､古典は確かな道案内をして

くれる｡そのことに気付かせてくれたのが今回のセミナー

であり､いまでは感謝の気持ちでいっぱいである｡

このような機会を与えて下さった人事院､日本アスペン

研究所の方々､偉大な四人の先生方に深く謝意を表して筆

を置きます｡
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日本アスペン研究所では､より若い段階から古典､哲学を通して"対話"し､ご自身の

生き方､価値観を見直していただこうと､30～40代前半のマネージャークラスを対象に､

｢ヤング･エグゼクティブ･セミナー｣を計画｡本間長世先生､今道友信先生を中ノいこプ

ログラムを開発し､2005年11月25日～27日にトライアルとして実施いたしました｡

に劫口して
湧水一成さん
●東京電力木朱式会社総合研修センター総合研修部

イノベーション研修グループマネージャー

｢自分は誰であるか｣を常に自問自答する
これまでエグゼクティブクラスを対象に実施されてきた

アスペン･セミナーの若手マネージャークラス版(ヤン

グ･エグゼクティブ･セミナー)が開催されることになり､

記念すべき第1回に私も参加させていただく機会を得まし

た｡エグゼクティブ･セミナーと比べ日数もカバーする範

囲も圧縮したプログラムでしたが､哲学や古典とは無縁の

生活を送ってきた私には､十分過ぎるほどの知的刺激に満

ちた貴重な体験となりました｡

明治期以降の日本は､さまざまな苦境を乗り遇えながら

も､着実に近代国家､経済大国への道を歩んできたわけで

すが､その過程で､精神的なバックボーンをどこかに置き

忘れてきたのではないか､というのが最近の私の心を占め

る最大の問題意識でした｡昨今､企業による不祥事や人命

を奪う大事故が頻発するなど､リーダーが組織をミスリー

ドする事例が増えてきております｡ちょうどセミナー参加

の少し前から､稲盛和夫さんが某ビジネス誌で｢敬天愛人｣

という連載を始め､『南洲翁遺訓』を紹介しつつ､現代日

本人が見失ってはならない不易の規範を訴え始めておられ

ました｡｢価値理念に基づくリーダーシップ｣が経営の舵

を取るエグゼクティブクラスに必要不可欠であることば言

を侯たないのでしょうが､私は企業のマネージャークラス

にこそ一層必要だと考えます｡

私たちの世代は偏差値教育や核家族化が進行する中で､

学校でも家庭でも道徳観や倫理観を滴義する機会があまり

ないまま育ったと言えます｡また企業にあっては､業績に

対する一定の責任を果たさなければならない立場にあり､

個人が相当意識しない限り､経済合理性や効率性などの即

物的な価値観に滞られ､視野狭窄に陥ってしまう危険性を

卒んでいると思います｡その意味でマネージャークラスを

対象としたアスペン･セミナーは大変意義あるものと感じ
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ました｡

とは言うものの､古典は教具いだけだし､哲学は単純な

ことがらをいたずらに難解な言い回しにしているだけで､

ビジネスにも日常生活にも役に立たない不要なもの､とい

う認識しかなかった視野狭窄の代表選手のような私ですか

ら､事前の個人学習では古典や哲学のすばらしさを実感で

きぬままセミナーに参加することになりました｡しかし､

セッションが進むうちにそれらの認識は一変することにな

ります｡セミナー冒頭のオリエンテーションの中でモデレ

ーターの先生方が｢発言することによって精神の波動が生

まれる｣｢テキストは著者の精神の物的結晶｣とおっしゃ

いましたが､たしかに､どんなに稚拙な意見であっても発

言することで自身の思考や認識が整理され深まっていきま

すし､他者の意見を開くことで一人で読んでいただけでは

全く見えていなかった｢著者の精神｣なるものが見えてき

たように思えました｡また､テキスト毎の対話だけではお

そらく消イヒ不良を起こしていたと思われますが､最後に全

体を通してのディスカッションの時間を用意していただい

たことにより､各テキストで提起されている共通の問題

(今回は｢密集する大衆｣と｢利と義｣の2テーマ)につ

いてより深く理解することができたと思います｡

密度の濃い3日間を過ごす中で､私が得た最大の気づき

は､オルテガが指摘した｢大衆｣やニーチェが予言した

｢末人｣とは､まさに精神的バックボーンを持たない軟体

動物にも似た私自身や私たちの世代のことではないかとい

うことです｡今後は｢魂の世話｣としての哲学や有史以来

の英知の結晶である古典と意識的に格闘しながら､特別講

話の中で今遣先生から投げかけられた｢自分は誰であるか

(絶対的主体としての｢吾｣とは?)｣との問いを常に自

問自答していきたいと強く思っています｡

lアスペン･到レープだより

同窓会の名称は｢ダニの会｣!?
川村喜久
●大日本インキ化学工業株式会社

執行役員

2005年夏季のアスペン･セミナーに

参加した私達のグループは､本間長世

先生や村上陽一郎先生から､皆が本当

によく教材を読み込み､真撃に取り組

む､非常に優秀なグループであると評

されたとおり､真面目が取柄のグルー

プです(たぷん､どのグループに対し

てもリップサービスとしておっしゃっ

ておられるとは思いますが‥…)｡

そんな我々同窓会の名称は｢ダニの

会｣｡自然･生命のセッションの中で､

エクスキュルの｢生物から見た世界｣

でダニの環境世界と人間の環境世界と

の対比を論じたところ､異常に白熱し

た議論となり､セミナーの最後まで話

題にのぼっていたことから命名されま

した｡

セミナー参加後約半年が経ち､折角

知り合った者同士として､また我々同

窓会の今後のありかたを探る議論の場

として､去る12月2日､銀座のとある

和食屋さんで第1回目の同窓会を開催

しました｡

16名の同窓生は､社会の第一線でご

活躍されている多忙な方ばかり｡さぞ

集まりは悪いだろうと想定しておりま

したところ､意に反し､非常に商い出

席率には驚かされました｡特筆すべき

《追悼》

石川六郎理事を悼む

日本アスペン研究所理事の石川六郎

氏(鹿島建設株式会社名誉会長)が､

昨年12月14日に逝去されました｡

日本企業界の傑出したリーダーであ

られた石川氏は､企業の社会･文化活

動に理解が疎く､その熱心な支援者で

もありました｡米国アスペン研究所に

ついても､1970～80年代の理事長ジョ

セフ･スレーダー氏(故人)と親交の

あった加瀬俊一氏(前国連大便･鹿島

平和研究所理事､故人)を通して早く

から強い関心を寄せておられ､日本ア

スペン研究所の立ち上げに快くご参加

くださいました｡その後､理事として

は､山形県副知事をされておられる日

野雅夫さんには県議会会期中の最中に

も拘わらず､わざわざ山形よりご出席

いただき､また枚江で池田給合事務所

という会計事務所を経営されている池

田明さんにも遠路松江からご参加いた

だきました｡改めて､アスペン･セミ

ナーを共に戦い抜いた戦友として､同

志の結束の固さを再認識いたしました｡

日野さんには山形の銘酒``十四代''特

吟醸という美酒をご持参いただき､そ

の芳醇なる味わいに酒量も進み､一一気

に会話に弾みがつきました｡

真面目な方ばかりなので､セミナー

の余韻を胸に､さぞ新たな思索や議論

故
･
石
川
｣
八
郎
氏

終始一貫して暖かく力強い支援を寄せ

続けていただきました｡

あらためて感謝申し上げるとともに､

ご冥福をお祈りいたします｡

(日本アスペン研究所会長小林陽太郎)

昨年聞かれた｢ダ=の会｣の出席メン/く-

の場になるかと思いきや､ちょっとお

酒が入り､ほろ酔い気分になるや､自

由気ままな会話を楽しむ､単なる飲み

会になっていきました｡これからもこ

のご緑を大切に､今後は最低でも年2

回､飲み会やゴルフ､あるいは講演会

やリソース･パーソンをお招きしての

読書会など､いろいろと趣向を凝らし

てこの同窓会を盛り上げ､継続してい

きたいと恩います｡

日頃の忙しさにかまけ､哲学するこ

とを忘れてしまわないためにも､アス

ペン･セミナーの同志と再会し､初心

を取り戻すことにより､日々の活力に

繋げていければと願っております｡

アスペン･フェロー N0.12

2006年2月発行(年2回発行)

発行人:岡野雄治

発 行:日本アスペン研究所

〒106-0032

東京都港区六本木3-1-1

六本木ティーキューブ14階

TEL.03-5574-18DI

FAX.03-5574-1870

http://www.aspeninstitute.jp/

制作協力:㈲ル･マルス

⑬



~

▼~~-､ヾ｢

L二二そ
亡･･

日本アスペン研究所

東京都蕗区六本木5-1ト16 (財)国際文化全館内

TELO3(3470)3211/FAXO3(3470)317〔l〒王06-0032

日本アスペン研究所セミナー事務局

東京都迭区六本木3-ト1六本木ティーキュー7■14漕

TELO3(5574)1紛1/FAXO3(557射1870 〒106-0032

日-mgil:e-5eminal･@a5pe血st如血加


