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今年､日本アズペン研究所は

創立15周年を迎えることとなり

ましたが､その礎を築かれセミ

ナーの発展に尽力された本間長

世副理事長､今道友信特別顧問

が､昨年､相次いで逝去されま

した｡両先生は私たちに何を託

されたのでしょうか｡先生方の

思い出を振り返りながら､アス

ペンとは何か､そしてアスペン

の精神をどのように受け継いで

いくかを､改めて考えてみたい

と思います｡

く目次〉

◆鼎談リベラルアーツの魅力を広げる一本閏先生､今遣先生を偲んで 小林陽太郎/村上陽一郎/松山幸雄+j

◆特別寄稿 進むべき道に｢灯｣をかざして 柴田稔久+70

◆特別寄稿 気晩の向こうに 山口裕視+7j

◆〈シリーズ〉活字からの贈り物④ Fチボー家の人々』の思い出 渋谷治美+76

◆エグゼクティブセミナーに参加して｢アスペン｣の効用安鳩明+7β

◆ASPENcロmmLlnity

第39回エグゼクティブ･セミナー同期会三宅達也-79

第20回ヤング･エグゼクティブ･セミナー同期会鈴木智子+79

写裏/季語本美樽･類題彰紀･荷田笑子 衷紙デザイン/佐野牽央

リベラルアーツの魅力を広げる
本問先生､今遣先生を偲んで

小林陽太郎
●日本アスペン研究所理事長

村上陽一郎
●日本アスペン研究所副理事長

東洋英和女学院大学学長

‥得がたい出会いから

編集部 きょうは､本間先生､今遣先生とtlうモデレータ

ーについて､さらにほ､なぜ両先生がこれほどまでにアス

ペンに尽力されたかについて､お話し合いいただこうと思

います｡その辺りをお話しいただくことで､アスペン精神

とは何かが浮かび上がってくるのではないかと考えており

ます｡

今年､日本アスペン研究所は創立十五周年を迎えますが､

まずは小林理事長から感想などお話しいただけますか｡

小林 早いものでもう十五年という感じもするし､まだ十

五年かという思いもありますね｡私とアスペンとの触れ合

いほすでにあちこちで話しているので詳Lくは述べません

が､1977年に米l司アスペンに初めて参加し､ぜひ日本にも

アスペンをつくろうと､まずは｢キャンプ･ニドム｣と名

づけたアスペン的な勉強会を始めたんです｡偶然にも､私

と同じアスペン･セミナーに出席しておられた日本1BM

の椎名武雄さんが｢天城セミナー｣を始め､セゾングルー

プの堤清二さんが｢八ヶ岳セミナー｣を､モービル石油さ

んが｢ペガサス･セミナー｣をと､私と同じようにアスペ

ンに感銘を受けたそれぞれの方々が独自にアスペン･プロ

グラムを始められていました｡

これらのセミナーが独自性を求めるあまり"アスペン'

からかけ離れたものにならないようにと､情報交換の場と

して1992年に｢7スペン･ジャパン･カウンシル｣という

連絡会がつくられ､その後も何年かはそれぞれのセミナー

を個別に続けていたのですが､そろそろバラバラで活動し

ているものを日本アスペン研究所という形で一本化してス

タートしたいと皆さんにお諮りしたところ､椎名さんから

も堤さんからも､われわれも自分たちのプログラムにこだ

わるつもりはないから､より本格的なものにしていくため

にもぜひつくろうじゃないかとご賛同いただいたんです｡

だから､日本アスペンが正式にスタートしたのは十五年前

ですが､アスペン的なものは二十年前から始まっていたん

ですね｡

Lかし､どういう骨格にしてどういう中身にしていくか｡

松山幸雄
●日本アスペン研究所理事

共立女子大学名誉教授

これがまた大変な課題でして､とにかく､まずは本間さん

にご相談しようと｡

窮集部 そのときに桧山先生が本間先生を推されたそうで

すね｡

松山 私は小林さんより少し遅れて1979年にコロラド･ア

スペンに初めて行ったんですが､そこでアメリカのインテ

リの教養の探さにえらいショックを受けました｡それまで

私は朝日新聞のアメリカ特派員とLて十数年間ワシントン､

ニューヨークで､ベトナム戦争､ウオーターゲイト事件､

｢ジャングル資本主義｣といった､政治家や軍人､法律家､

金融資本家たちが短期的視野で動き回る世界ばかりカバー

していたので､うわ-､こういうせ界があるのか､と目か

ら鱗が落ちる思いでLたね｡

それから間もなく､小林さんから｢口本アスペンを設立

するから協力してほしい｣との連絡があり､私は何よりも

まずモデレーターには､学識､経験､人柄から言って本間

先生が一番いいでしょう､と推薦したのです｡

コロラド･アスペンの参加者は､そのときのテーマが

｢現代口本｣というものだったので､日本からは日本国際

交流センター理事長の山本正さん(故人)ら五人､アメリ

カ側はインガソル元駐日大使ら十五人でした｡みんな大変

な論客でしたが､モデレーターのヘンリー･ロソフスキ･

ハーバード大学文理学部長とヒュー㌧パトリック･コロン

ビア大学日本経済経営研究所長が議論を見事に裁くのを目

の当たりにし､こうした知的会議ではモデレーターのリー

ダーシップが成功のカギを握ると思い､以前から親しくL

ていた本間さんを推したわけです｡

小林 本間さんのことはアメリカ関係でご一緒する機会も

あったので存じ上げていたのですが､松山さんに推薦して

いただいてからすぐに本間さんにお会いして､アスペンに

協力してほしいとお願いしたんです｡そうしたら､そこか

ら一気に広がっていった｡それは､本間さんの学者として

のネットワークもあるし､お人柄もあるんだけれど､何よ

りも最初の段階で本間さんご自身が､これは面白いと思わ

れた気配がかな折檻厚にあったんですね｡

ちょっと横にそれますが､岳父が慶應義塾大学で中世哲
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トトト鼎談

リベラルアーツの魅力を広げる一本問先生､今遣先生を偲んで

学を教えていたので､今遣先生はお若いころから私の家内

の里にしょっちゅう訪ねて来られていたそうです｡家内は

もちろん哲学なんてまったく興味を持っていませんでした

が､先生にはずいぶん声が大きくて喧嘩腰に議論をする人

という印象を持っていたらしい(笑)｡だから､日本でア

スペンがスタートして今遣先生に参加していただき､あの

方はすばらしいモデレーターだと家内に申しましたら､

｢信じられない､あの先生が｣なんて失礼なことを言って

いました(笑)｡

ところで今遣先生は本間先生が誘ったのかな?

村上 そこのところは私もよくわかりません｡

松山 日本アスペンの設立総会のときにはもう入っておら

れましたね｡とにかく日本アスペンは初めから｢本間アス

ペン｣｢今道アスペン｣といった感がありました｡

小林 個々のきっかけについては明快に記憶していないの

ですが(笑)､振り返ってみると､よくもあんなにうまく

いったなというのが率直な感慨ですね｡

村上 それは､おそらく本間先生を中心に据えられたとい

うことが決定的だったと思います｡本間先生は私の先輩､

つまり東京大学教養学科の卒業生で､東大の教養学部とい

うリベラルアーツ･カレッジをつくり上げるための､もっ

とも重要なメンバーのお一人だった｡もちろん､その前に

は初代教養学部長であった矢内原忠雄さんがおられました

が､教養学科の理念を考えていく上で中心的な役割を果た

した第一期の卒業生でもありました｡

いまさら申し上げることでもないのですが､アスペンが

参考にしたシカゴ大学のリベラルアーツ教育のカリキュラ

ムは､いわゆる｢グレート･ブックス方式｣とも｢シカゴ

方式｣とも呼ばれ-『グレートブックスj という書物

そのものはハーバード･クラシクスですからもともとはハ

ーバード大学のものなんですが
｢ まさにハッチンスが

シカゴ大学の総長だったときに始めたものです｡

この方式が面白いのは､アスペン同様にいくつものテキ

ストを指定して学生にあらかじめ読ませるのですが､担当

教師は自分の専門のテキストを選んではいけないというル

ールがあるんですね｡教師はまったくの白紙ではないかも

⑥

村上陽一郎氏

しれないけれども､学生と同じような立場でテキストに臨

み､オープン･ディスカッションの場であまりリーダーシ

ップを発揮してはいけないと｡これがアメリカの大学にお

ける教養教育のモデルになっていることははっきりしてい

るんです｡

おそらく本間先生はそれを十分ご存じの上で教養学科の

理念をつくり上げられたところがあるので､まさにアスペ

ン精神もグレート･ブックス的なものを踏まえているわけ

ですから､アスペンの活動は本間先生がお考えだった大学

数育のシニア版として､先生の理念にぴったり合っていた

のではないでしょうか｡

松山 テキストの選定ではいろいろな議論があり､私自身

の強く推した本もいくつか採用していただきました｡

小林 日本アスペンを設立するにあたって､村上先生がお

っしゃったグレートブックス､あるいは私や椎名さんが

感銘を受けたアメリカのものがすでにあるのだから､それ

をそのまま持ってくれば､テキストやプログラムの内容に

ついての決定はもっとスムーズに進んだのかもしれません｡

ただ､プログラムを決めるときに､アメリカで印象に残

ったことを話した覚えがあるんです｡それは､参加者の一

人でイランの国立大学の大学院長が､英語はベラベラなの

に二日間まったく発言しなかった｡そして三日目の最初の

セッションのときに手を挙げて､大変失礼だがこのセミナ

ーがめざすところは私が考えているのとは違う｡私が見た

ところ､皆さんは西洋の価値観だけに関心があるらしいが､

世界はそれだけで成り立っているわけではない｡しかし皆

さんは必ずしもそう思ってはいないようなので､私はこれ

で帰りますと言った｡これはアスペン始まって以来の大事

件なんですね｡しかも､当時はイランのシヤー(王室)が

かなりまとまった形でアスペンの財政援助をしていました｡

だからジョー･スレイターという有名な理事長が慌てて､

そんなことを言わないで続けて参加してくれと言ったんで

すが､この人の決心は非常に固かった｡

つまり､日本でアスペンを立ち上げるにあたって､日本

や東洋のものばかりで埋める必要はないけれど､やはり日

本独自､東洋独自のもの､あるいは企画委員会で選んだも

のを入れた方がいいんじゃないかと｡

松山 テキストも回を重ねるごとに少しずつ直していきま

したね｡本居宣長の擬古文などは古文より難しくてみんな

歯が立たないことがわかり､そのうちにテキストから落ち

てしまいました｡私はこういう世界では人気投票的なもの

はあまり気にしないのですが､それでも参加者が何年たっ

ても興味を示さないものは､やはり淘汰せざるを得ないと

思いますね｡

‥レトリックの重要性

小林 村上先生にはいつからご参加いただいたんでしたか｡

村上 さて､それが正確に覚えていないのですが(笑)､

テキスト選定の段階から関わっておられた坂邪悪さんに声

をかけていただいたと思います｡坂部さんと私はl司僚でし

たので｡

先ほど今遣先生のお若いときのエピソードがありました

が､今遣先生は大変ユニークなキャラクダーの持ち主で､

穀誉褒監もさまざまにある方ですから､口本の学会､将に

東大の美学の教室とお辞めになってからの今遣先生との関

係も､必ずしもスムーズではなかったんです｡

松山 思ったことをズバズバ言われ､付和雷同は絶対にし

ませんでしたからね｡それから権力とか権威というものに

全然敬意を払わない｡あるとき､今遣先生と･一緒にある県

知事を表敬訪問した際､今遣先生は途中で機嫌が悪くなり､

知事室を出るなり｢何でこんなつまらん人物に貴重な時間

を使って会わなきゃいかんのか｣と言わゴtた｡そんな調子

で多くの敵をつくってしまうんでしょうね｡

村上 しかし､学界で不幸な経験もなさったからこそ､ア

スペンに来られて､いまおっしゃったように何らの権力に

頼ることなくご自分の学識だけで勝負できるから､セミナ

ーには非常に熱心で､アスペン精神をとても火事にしてお

られたことは確かですね｡だから､対話が少しでもテキス

トから外れると､厳しく叱っておられた｡

松山 参加者の皆さんはそれぞれの道で苦労してこられた

方たちだから､テキストから離れて｢私の見解は｣と言い

たがる｡そうすると今遣先生の機嫌が悪くなる(笑)｡

小林 私が77年にアスペンに行ったときのモデレーターの

一人が､コロンビア大学のチャールズ■フランケルという

有名な哲学者だったんです｡当時､アメリカ人の参加者の

中にもテキストをあまり読んでこないで､対話するのでは

なく､質問して先生に答えてもらうのが当たり前だと思っ

ている人がけっこういたんですね｡被はそういうことには

ものすごく厳しい人だったので､だんだん参加者から敬遠

され始めてしまって｡そのときのもう一人のモデレーター

はシカゴ第一銀行の頭取で､なかなかよくできた人でアス

ペンの副理事長もしていましたが､ある日､シカゴに急用

という口実をつくって退席してしまった｡それは､この先

牛とは同じモデレーターとしてもう付き合えないというこ

とだったんですね｡それでも私は､言葉がそれほどわから

なかったということもあるんですが､非常に魅力的で面白

い先生だと思っていました｡いま思うと､あの厳しさには

今遣先生と相通じるものがありましたね｡

桧山 開会早々､参加者の誰もが本間･今遺両先生の発す

るオーラに圧倒され､自分と同じレベルの人が順番にテキ

ストに沿って三分間感贈を述べるのを聞くより､この機会

にお二人の見解を知りたいと思う 【
その気持ちは私にも

よくわかります｡本場のアスペンでは､私はともかく(笑)､

モデレーターと参加者の教養のレベルにそれほどの差はあ

りませんが､率直に言って日本アスペンでは両者に大きな

隔たりがある｡ですからついついモデレーターの大先生の

ご高説を聞きたい､という構えになってしまうんですね｡

小林 確かにそれはありますね｡

松山 ほとんどの日本人には､学生のころから偉い人の話

をノートにとって帰りたいという習慣が身についているの

で､少なくとも初旧から二日目ぐらいまでは､開くだけの

講演会になる危険があります｡

村上 おっしゃるとおりですね｡

松山 長年にわたって大学で敢えていらっしゃる村上先生

を前に言うのもなんだけれど､日本のエリート教育の中で

欠けているのは､知的な表現力ですね｡知識だけはかなり

豊かで､また書かせれば立派なゼミ･レポート､卒業論文

をものにするけれど､口頭での魅力的な表現を身につける
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トトト鼎談

リベラルアーツの魅力を広げる一十本問先生､今道先生を偲んで

訓練をあまり受けていない｡

しかし､もしいまの世の中で｢一刀流の免許皆伝｣とか

｢柳生流の奥義｣といったものがあるとすれば､それは小

太刀の冴えというか｢適切で簡潔な表現｣なんですね｡政

治家の｢そもそも…･=｣演説､獅子呼L全学連のアジ演説

的なものは､国際社会では全然役に立たない｡だから､自

分の意見を簡潔に述べるというアスペンでの訓練は､大変

意味があると思います｡

故･本間長世(ほんまながよ)氏

1929年東京生まれ｡東京大学名誉教授､

日本アスペン研究所副理事長｡東京大学

教義学部教義学科卒業後､米国アマース

ト大学あよぴコロンビア大学留学｡東京

大学教義学部教授､東京女子大学現代文

化学部数揺､学校法人成城学園学園長一

理手長などを歴任｡国際交流基金日米セ

ンター所長､国際文化会館理事､国立民

族学博物館評議員､日米文化教育交流会

議日本側委員長､アメリカ芸術科学院外

国人名誉会員なども務める｡1995年､ア

メリカ思想史研究により紫綬褒章受章､

2002年には文化功労者に選ばれた｡

日本アスペン･セミナーのテキスト選

定にも深く関わり､副理事長､モデレー

ターとしてセミナーをはじめとする研究

所のさまぎまな活動を牽引｡2012年2月

のエグゼクティブ･セミナーがモデレ→

タ¶としての最律の仕事となった｡

2012年9月15日逝去｡享年83歳｡

⑥

村上 これは本間先生とも意見が一致していたのですが､

日本では修辞学(レトリック)を軽んじ過ぎると｡自分が

言いたいことを､説得的に､簡潔に､しかもずばりと言う

訓練を､残念ながら大学ではやっていないんです｡レトリ

ックと言えば何か悪いものというイメージで捉えられてし

まっているんですね｡

松山 日本の偉い人は｢誠心誠意､腹と腹を割って話せば

わかってもらえる｡小細工はいらない｣(笑)と考えがち

ですが､欧米では言葉がすべてなんですね｡

‥オーラのあるモデレーター

小林 先ほと懲山さんが本間アスペン･今道アスペンとお

っしゃいましたが､お二人が亡くなって特に思うのは､本

間･今道コンビのようなモデレーターは､本当に世界中ど

こを探してもいない､超スーパーコンビだったんですよ｡

村上 そうかもしれません｡

松山 天の配剤というか､あのコンビはつくろうとしても

つくれません｡お二人続けて亡くなられたのは､何とも残

念なことでしたね｡

小林トータル･パーソナリティーと言ったら変かもしれ

ませんが､お二人ともオーラみたいなものがありましたね｡

確かにアメリカはモデレーターの数は多いのですが､プロ

フェッショナル･モデレーターというか､それなりに対話

を運んでいく役割はするけれど､お二人のようなオーラを

持つ人はまずいない｡だから､モデレーターの温かさ､パ

ーソナリティーにほぐされて話を聞きながら涙を流す｡そ

んなことはアメリカでは絶対にないですよ｡

村上 今遣先生はご自身でも戻されて(笑)｡

松山 声も魅力的でしたね｡今道先生は語学の達人で､旧

制一高の三年間で英･独･仏･ラテン語･ギリシア語を全

部マスターしたという｢今遺伝説｣があるんですよ｡しか

も一高のときは国文研究会に属し､寮歌もつくっているん

です｡単なる哲学者ではありません｡今遣先生がF奥の細

道よなどを朗々と読み上げるときは､本当に嬉しそうでし

たね｡国文の教養も大変なものでした｡

村上 中国漢籍､古典の素養がありますし｡

松山 国際シンポジウムで今遣先生がギリシア語やラテン

語を駆使して哲学の話をしだすと､アメリカ人がみんな感

心して耳を傾ける｡ギリシアの哲学者が出てきたような風

貌もプラスに作用したと思います(笑)｡見ていて同じ日

本人として鼻が高かったですね｡

小林 今遺さんは日本人じゃないと言っても通用しますか

らね(笑)｡

松山 本業以外にも､今道先生の音楽の教養はすごいもの

だし､本間先生は歌舞伎など本当にお詳しかった｡

村上 それから本間先生には天性のユーモアがあるんです

ね｡ちょっと辛いところがあるけれど(笑)｡

松山 柔らかな頼を持っていましたね｡ですから会話がい

つも生き生きして楽しかった｡

村上 それが本当に本間先生の周りを囲んでいる一つの特

徴ですガユ｡とても真似できない｡

これも本当に真似ができないなと思ったのは､あるセミ

ナーでFソクラテスの弁明』をテキストに対話したときに､

こんなに付き合いにくい男はどうしようもないというソク

ラテス批判が二､三人の参加者から山て､そう思うのもも

っともなところがないわけではないのですが､それに対し

て今遣先生は､その場では言うべきでないと思われたんで

しょう､ずっと黙っていらしたんです｡そしてほとんど徹

夜のようにしてA4の紙二枚ぐらいに万年筆で｢いかにソ

クラテスの弁明を弁明すべきか｣ということを善かれて､

翌日の朝､コピーして配ってくれとおっしゃったことがあ

りました｡そこまで思い入れというか誤解を受けるのは耐

えがたいという思いがあったのでしょうね｡ソクラテスヘ

の思い人れは本当に深いものがあったと思います｡

松山 専攻している学問の分野で､会ったこともない昔の

人にあれだけ心酔できるというのはすごいですね｡私など

は､石橋湛山は身近な人だったから彼の著作はすいすい頭

に入ってゆくけれど､大昔の人の書いた古典を読んで涙を

流したりがっくりと落ち込んだりするのを目の当たりにす

ると､哲学者というのはすごいものだなと思います｡

村上 それが､ハッチンスが言う｢重要な価値を重要な価

値として大切にする｣という､項末主義に対する･-〉つの身

をもった体現かもしれないとも思いますね｡

松山 いまのお話に関連しますが､お二人とも長期的な視

点で人間というものを考えていました｡われわれはどうし

ても｢次の総選挙で｣とか｢次の株主給会は｣ということ

を考えがちですが､そういうことから離れて､人間は本来

何のために生まれてきたのか､これからどうするのかとい

うアスペンの問いかけについて､本間先生も今遣先生も非

常に長期的な視点を持っておられたと思います｡

これはあまり話したことがないんですが､1㈱年9月に

今遣先生は日本学術会議のエネルギー審議会に招かれて

｢エネルギーを哲学から考える｣というレクチャーをされ

たそうです｡そのとき先生は｢エネルギーはプラトン以来､

哲学､倫理､宗教を含めた学際的な大問題で､これを科学､

技術､経済の視点だけで論ずる風潮は好ましくない｣と叱

り､｢原子力では考えられないような事故が起こりうる｡

もっと日本の風土にあった太陽熱､地熱､水力､波力など

のエネルギー開発に創意工夫すべきだ｣と力説された｡こ

れに対してメンバーの中から｢いまの日本の高い枝折水準

から言えば､考えられないような事故が起こるとは考えら

れない｣という反論が出たとか｡そこで今道先生は｢技術

者は三十年単位の視点､哲学者は千年の視点で考えるので

す｣と言われた｡ところが散会した直後に｢東海村での臨

界事故｣という｢考えられない事故｣の知らせが入り､一

同唖然としたそうです｡

その話を今遣先生から直接お聞きして新聞のコラムに書

いてお送りしたところ､とても喜ばれましてね｡丁重な礼

故･今道友信(いまみちとものぶ)氏

1922年東京生まれ｡美学者･哲学者｡

東京大学名誉教授､日本アスペン研究所

特別顧問､文学博士｡東京大学文学部哲

学科卒業｡同大学院を修了後､パリ大学､

ヴュルツブルク大学非常勤講師､九州大

学助教授を経て東京大学文学部教授とな

る｡哲学美学比較研究国際センター所長､

パリ哲学国際研究所所長､英知大学キリ

スト教文化研究所所長､日本美客車門学

校校長などを歴任｡1986年に紫綬褒章､

1993年に勲三等旭日中綬章を受章した他､

著書『ダンテ｢神曲｣講義二 で舅25回マ

ルコ･ポーロ賞､『美の存立と生成jで第

19同和辻哲郎文化賞(学術部門)を喪函｡

詩人としても知られ､2012年5月に画

家･葉祥明氏の挿絵による詩集㌻雲のゆ

くおるがん｣を出版｡20TO年7月のエグ

ゼクティブ･セミナーがモデレーターと

しての最後の仕事となった｡

2012年10月13日逝去｡享年89歳｡
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リベラルアーツの魅力を広げる一本問先生､今道先生を偲んで

状をいただきました｡

セミナーの参加者はビジネスマンが多く､どうしても皆

さん短期的な視点で右往左往しがちですからね｡その点で

も､長期的なことをゆっくり考えるというアスペンは､今

遣先生には居心地がよかったんだと思います｡

村上 千年に一度の津波が来ちゃいましたからね｡

松山 考えられないことが起きる｡まさにキッシンジャー

の言う｢Thjnl{atX)uttheuJlthinkable｣が大事ですね｡

‥日本アズペンの明日に向けて

編集部:松山先生から日本ではモデレーターの比重が大き

いというお話がありましたが､モデレーターを育てていく

ことは､アスペンにとって常に考えていかなければならな

い課題ですjユ｡

村上 それはもちろん本間先生も考えていらっしゃったわ

けですが､手を取り足を取って育てるというような方法で

はなかったはずですね｡一人一人の個性を大事にするとい

う基本姿勢は崩しておられなかったと思います｡ただ､Vl

ま私たちが考えていることの一つとして､必ずしもアカデ

ミアの立場だけでなく､企業の中で経験を積まれた方で､

それなりの背景を持って語れるようになる方々を何らかの

形でサポートしようという試みは少しずつ進めており､ア

カデミアの世界以外のモデレーターも何人かお願いできる

ようになってきています｡今後､本間･今道というとてつ

もない学識者を私たちは期待することはできませんから､

いろいろな形のモデレーターを発掘しながら､アスペン精

神の中で働いていただく可能性を見つけたいということは

考えています｡

編集部 アカデミアとビジネスと､もう一つ､何か別の立

場の方がいれ8£

村上 本当はそれがいいんです｡松山さんからアメリカで

は大使級が参加していたというお話がありましたが､日本

でももっとそういう方々に参加していただきたいですね｡

それから､せっかく松山さんという大先輩がいてくださる

のに､なかなかジャーナリストの方が来てくださらない｡

さらに､人事院のご協力でセミナーを開いているのでそこ

で官僚の方々には接触できるんですが､なかなか後継者が

見つからない｡

しかし新しい動きもあって､まだモデレーター候補とい

うところまでは行かないんですが､最近では高校の先生が

少しずつセミナー参加者の中に入ってきているんです｡こ

れは五年前から始まったジュニア･セミナーの副産物です

ね｡だから､大学というアカデミアでなくてもいいから対

象者の範囲を少しずつ広げていけば､モデレーターの候補

者もいろいろな豊かな､それこそリソースができるのでは

ないかと期待しているんです｡

2010年1月に開催された今遣先生の最後の懇話会で｡今遣先生のご希望で本間先生が司会を務められた

⑧

松山 円熟したモデレーター

はローマと同じで､･一日にL

て成らずですね(笑)｡長い

年月をかけて育てなければな

らない｡やはり､いろいろな

方々にアスペンに参加してい

ただき､この人ならモデレー

ターに向くのではないかとい

う人を村上先生たちが選び育

てていく｡今遣先生はいい意

味でのカリスマ性を持ってお

られましたが､それは簡単に

身につくものではありません｡

人を育てるということでは企

業も大学も同じですね｡
2001年秋季エグゼクティブ･セミナーが醜かれたかずさアカデミアパークで(｢経済界｣2002年1月8日号より)

小林 振り返ってみると､日本アスペンはこの十五年の間､

やはり本間さんと今道さんの並外れた学識､見識､パーソ

ナリティーによって支えられてきたのは確かですね｡エグ

ゼクティブ･セミナーあるいはヤング･エグゼクティブ･

セミナーに参加された方々から､こういう人に直接会って､

しかも古典というテキストを通じた対藷というものができ

たことは初めての体験だと､驚きをもって迎えられたのは

間違いないと思います｡

いま､ここに両先生はいらっしゃらないわけですが､こ

れから村上先生を中心に､アスペンに参加される日本のリ

ーダーシップをとろうという方たちがハツと驚くようなも

のを持っておられる人を一所懸命見つけて､知的な刺激を

今後も絶やさないようにしていくことはものすごく重要な

ことですね｡

そして､日本アスペン研究所がこれまでの十五年で日本

の社会にどのような貢献をし､何をもたらしたのか｡別に

口本アスペンができたからといってリベラルアーツ熱が増

したというわけではないかもしれませんが､それ以前に比

べれば､リベラルアーツに対する関心は高まったのは事実

でしょう｡そして､本間さん､今道さんをはじめとするモ

デレーター､リソース･パーソン陣のお蔭もあって､従来

はあまり面白いと思われていなかった古典に触れて､これ

はかなりいけるぞ､これまで知らなかった世界があるぞと､

新たに気づき始めた人が少しずつ増えてきているのは確か

だと思います｡しかし､教養を磨くことは本当はもっと大

切なことだったのに､多くの人たちが忘れてしまっていま

すね｡

村上 まさにそうですね｡

小林 これは非常に小さからぬ貢献だったと思うので､わ

れわれはこれまでの経験をさらに今後の日本アスペンのプ

ログラムに生かしていかなければいけないと思います｡

今後､モデレーターがもう少L別の方に変わっていくと

きに､モデレーターのパーソナリティーがもう少し別の形

で生きるとか､あるいはテキストの編成や選び方に新たな

ものが出てくるということもあるでしょうね｡

村上 アメリカのテキストブックの編集ぶりを見てハツ

と思ったんですが､アメリカ第三代大統領のトーマス･ジ

ェファーソンが､自分の周囲の人たちにこれだけの本はぜ

ひ読んでおけと､十冊から二十珊のリストを必ず書簡に添

えて送っていて､Fグレート･ブックス』のアイデアはそ

こから来ているんだとハーバードの人たちは言っていまし

た｡そのリストは､場合によってはトピックスごとに組み

替えたりしながら､ある程度臨横応変にテキスト･ビルデ

ィングがされていて､そういうことがあってもいいのかも

しれないという思いはありますね｡モデレーター､リソー

ス㌧パーソンの立場からすると､テキストが決まっている

方がありがたいのですが(笑)､一種のアドホックイズム

を取り入れることは可能かもしれません｡

松山
一つ言い忘れたのですが､さまぎまなバックグラウ

ンド､業種の人たちが集まって知的な交流をするというこ

と自体が､日本ではなかなかないですね｡自分と全然違う

異業種の人たち､それはビジネスマンに限らず､アカデミ

ズムの人だったり､あるいはNGO･NPOの人だったりと､

多様な人たちが集まり､会話する｡そういう意味でもアス

ペンはとても貴重な場で､私は最近はあまり出席しません

が､初めのころは非常に刺激を受けたものです｡

村上 その点で言えば､やはり賛l司して送り出してくださ

る企業の方々にも､御礼というかありがたいと思っている

ということもつけ加えさせてください｡

編集部 どうもありがとうございました｡

㊥
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▪特別寄稿

進むべき道に「灯」をかざして

柴田稔久
●株式会社日本ヴィクシー・コーポレーション代表取締役

　「このような時ですから……」と、大震災から３カ月も
経っていない小雨降る日、今道先生が静かに切り出されま
した。
　「皆さんは、私がエコエティカについて、これからの徳
目として大切となる『安全』の話をするのではないかと予
想されている方もいらっしゃるかもしれませんが、きょう
はそのような話をするつもりはございません。何故しない
のかと問われましたら、ただしたくないから、としか答え
ようがないのです」
　エグゼクティブ・セミナー同期会に今道先生と本間先生
をご夫妻でお招きした日に、今道先生はいつものようにゆ
っくりと話し出されました。
　そしてひと息つかれた後に淡々と「雨で思いだしますの
は、ポール・ヴェルレーヌの詩でございます。一緒に朗読
いたしましょう」と、声は弱くてもいつもと変わらない丁
寧な調子で「都に雨の降るごとく　わが心にも涙ふる。心
の底ににじみいる　この佗びしさは何ならむ。……」と詠
われ、先生の後を追うようにみんなで唱和しました。
　「被災された方々のことを思うと、詩とか藝術どころで
はないと思われるかもしれませんが、真の藝術を味わって
心にゆとりを持つ、そのように恍游することが、いずれは
熟慮につながり、そうすれば新しい視野が開け、困難な問
題を解決するためのよい考えも浮かんでくるかもしれませ
ん」。エコエティカという新しい倫理体系を打ち立てられ
た先生が、自然の脅威におののいている私たちを前にして、
いまの世にはもう一度「心の涙」を降らせることこそが必
要なのだと、私たちの魂に語りかけていたのだと思います。

自分自身の言葉を大切にする

　遡ること12年前、ほとんどが経済界に在籍していて、社
業に専念し貢献することに腐心してきた私たちは、エグゼ
クティブ・セミナーに参加して、本間先生からオリエンテ
ーションを受け、今道先生からの、対話の重要性について、
魂の世話がどんなに大切か、クラシックや古典という言葉
の持つ奥行き、著作を正しく批評することの意義等々の説
明に、とまどい、躓き、セミナー初日が終わるころには、
まるで未踏の樹海に分け入ってしまったような錯覚に陥り
ました。
　「愚問というものは哲学にはありません。愚答はあるか

もしれませんが」という言葉に励まされ、読みなれない単
語や表現に幾度も愚問愚答しながら各セッションに追いす
がっていく努力をしているうちに、次第に「古典は何度も
読むことが大切です。ただ、何も考えずに読むのであれば
何度読んでも意味がありません。この著者が何を言いたい
のかを考えながら、そして自分の言葉で理解して著者と対
話することが大切なのです。だから『古典を学ぶ』のでは
なく『古典に学ぶ』のです」という言葉が素直に心に届く
ようになりました。古典という樹海で迷子になりかけた私
たちを静かに教え諭すような姿勢には、聴く者の態度を神
妙にさせ、背筋を伸ばさなければと思わせる威厳がありま
した。
　お二人のことでまず目に浮かぶのは、どのような会であ
っても話す相手への礼儀を守り、そのまなざしはあくまで
も謙虚でありながら、その場の雰囲気を凜とした学びの場
にするお二人の姿勢です。発言する人たちの言葉をしっか
りと受け止めて「それもひとつの解釈になります」と認め
た上で「さらにこういうことも考えられるでしょう」と対
話を重ねてくださいました。
　他人を誉めることが上手なお二人に、共通して否定する
態度があったことも覚えています。それは、学ぶにあたっ
て労力を惜しむこと、怠慢という罪を犯すことでした。省
力・省略する、その結果として考えなくなる――省脳する
――ことを嫌われる今道先生の考えは「本のまえがき（著
者のまえがきでなく翻訳者や第三者による解説）の中には
良いものもありますが、読まなくてもいいものもありま
す」と遠慮がちに話される言葉にも表れています。他人の
解釈が入っているまえがきを読んで著者の作品である本文
を読まずにわかったような気になってしまうのは、著者と
の対話にはならない間違った行為として、折に触れて注意
されていました。
　本間先生も、セミナーの場などで知識の披露、教養の押
し売りのような解説は良しとしていませんでした。自分で
苦労して何を汲み取るか、そのための努力こそが美しいの
であって、その努力を助けることに注力され、私たちを導
いてくれたのです。あまたある知識の中から本質に関連す
る点について最小限のアドバイスで相手に気づきを与え、
アドバイスを受けた人たちが自らの課題をもって新たに学
ぶことを始める。別の表現をすれば、哲学や古典を学んで

歴史的な学説や体系等に詳しい哲学史家になるのではなく、
哲学することを日頃の行いの基本とする、あるいは歴史か
ら学んだことをこれからの考えに活かし、さらに学びの気
持ちを高揚させていく、指導者としての教えでした。
　もうひとつお二人に共通していたのが「自分自身の言
葉」を大切にされていたことです。セミナー、懇話会、講
話などでの先生方のお話を思いおこせば、その発声が明瞭
なのはもとより、言葉の選び方、言葉の組み合わせ方、短
くても主旨をわかり易く話すことに長けていること、さら
にはイントネーションや音の高低強弱を巧みに使われてい
たことを思いだされる方も多いでしょう。動物は音声記号
でコミュニケーションするが、人間の特色のひとつは、言
語を使い、言語を理解し、言語を学び続けることにあると
いうこと、そしてヒューマニズムとは古典研究を介して言
語に習熟するということ、さらに己が発した言葉に対して
責任を持ち、その言葉のとおりに行為することをも含めて
いるという主張を、先生方は身を以て示されていたと思い
ます。言葉の多義性は勿論のこと、その意味が時代と共に
変化していくことや新しい言葉がつくられることなどに触
れ、だから「言葉は一生学び続ける必要があるのです」と
もおっしゃっていました。
　その一方で、言葉を大切にする精神は決して閉鎖的なも
のではなく、言葉で説明することの限界、分析的な表現や
論理構成だけでは説明しきれない、むしろ直観でしか理解
できないことがあることも認め、禅の教えのように言葉で
表現しようとした途端に理解が行き届かなくなる可能性が
あることも教えてくださいました。そして、言葉が文化の
礎であり、言葉を失うことの悲哀、言葉を取り上げること
は文化を取り上げることであり、かつてあったそのような
行為がいかに残酷であるかを歴史を振り返って憤られてい
たほど、「言葉」というものを大切にされていました。

言葉が思考を育み、詩が思想を紡ぐ

　今年１月、今道先生の追悼ミサの日の夕刻、集まった同
期の面々とひと時を過ごしながら先生の思い出を語りあい
ました。今道先生を語るとき、ホメーロスの『イーリアス』、
ウェルギリウスの『アエネーイス』などの叙事詩、ギリシ
ャ悲劇、ソクラテス、プラトン、アリストテレスから中世
の哲学へ、さらには孔子や荘子へと、まさに古今東西にわ
たって世界が広がり、どこから手を付けていいのかわから
なくなるほどです。家に帰ったその夜、先生のことを思い
だしながら書棚に目をやり手に取ったのは『ダンテ「神曲」
講義』でした。「ダンテは大詩人であり同時に思想家とし
て重要であり『詩人哲学者ダンテ』という呼び方がもっと
もふさわしいと思う」と先生は記されています。「わが国
では詩人に大思想家はいない、あるいは哲学者に詩は書け
ないと一般に思われている」が、「詩人は思想として心に
残る言葉を人々の心に刻んでいった人なのである」という

言葉は、まさに詩が思想を詠っていて、思想が詩によって
人の心に刻まれるのだという言葉の重さを感じざるを得ま
せん。同時に先生ご自身も「詩を書く哲学者」というより
「哲学を生きる詩人」であったのだなと納得したものです。
　本間先生についても懐かしい思い出があります。ヤン
グ・エグゼクティブ・セミナーでモデレーターのお手伝い
をしたときのことです。テキストにH.D.ソローの『森に生
きる』が採用されていますが、内村鑑三のテキストを読ん
でいるとき、内村が通ったアマースト大学で本間先生も学
ばれ、『森に生きる』の舞台であるウォールデン・ポンド
にも行かれたことを知りました。私も同じアマーストの町
にあったマサチューセッツ州立大学の寄宿舎で19世紀のア
メリカ文学を学び、そしてウォールデン・ポンドの岸に残
るソローが住んだ小屋の礎石を見に行ったこともあり、懐
かしい思い出に話が弾んだことを思いだします。本間先生
のお蔭で四十余年前に読んだ本にもう一度巡り会い、先生
と一緒に読み直す機会を得て、当時わけもわからずに文字
を追うだけだったソローの文章が、まるで霧が晴れるよう
に読みとれたのは真に幸せな瞬間でした。「生きるという
ことはそんなにもたいせつなのだから」（ソロー『森の生
活』飯田実訳　岩波文庫）という一文が、それまで忘れて
いた自分を取り戻す大きな転機を与えてくれたという点で
も、本間先生に感謝する次第です。
　アスペン・セミナーに参加した多くの企業人が「社会に

「ここに入るもの一切の望みを捨てよ」（『神曲』地獄篇第三曲）。ロダンが『神
曲』から着想を得て制作した「地獄の門」
（国立西洋美術館所蔵　撮影／上野則宏）



強力な手段が備わっているとき､その手段によって実現が

可能となる目的の中から立派なものを選ばなければならな

い｣という｢エコエテイカ｣の問題提起を直視すれば､人

文科学と自然科学の絶縁状態を嗣消し､哲学と科学技術が

手を携えて取り組まなければならない､ということに素直

に領かれたのではないかと思います｡20世紀後半から今世

紀にかけての科学技術の発展･進歩がもたらした可能性の

拡大､即ち｢できない｣領域を減らし｢できる｣領域を拡

大するという作業が加速度的に進んでいる時代を生きる私

たちにとって､これとは別の次元執､即ち｢する｣と｢し

ない｣の判断基準を明確にする軸を持つことの重要性が増

しています｡短絡晰こ｢できない､だからしない｣あるい

は｢できる､だからする｣というように､実現の可能性の

みを追求する酬を主たる根拠にして安易に行動を決定する

のではなく､行為の目的の善し悪しを追求する独立した次

元としての軸を中心に行動を決定する際の判断基準とし

て組み込むことの重要性や必要性を､エコエテイカはあら

ためで世に問うているのではないでしょうか｡

そして､目的の選択を自分たちの意志で制御することが

大切だという主張こそが､｢できる｣領域を一方的に拡大

させていく現代社会､その先にある究極の姿に漠然とした

不安と破綻の可能性を感じていた多くの人々に共感を表明

させている背景だと思えてなりません｡私たちは経済至上

主義の旗印のもと､｢できない｣を｢できる｣にするとい

う一方通行的な才覚が求められ､またそのように育てられ

てきた世代です｡それが突然｢できるけどしない｣ために

はどのような判断基準を持てばいいのかと問われ､しかも

安易に片目をつぶって妥協をしたり見て見ぬふりすること

は許されず､両目を開いて｢しない｣という揺るぎない決

断をしなければならないとすれば､答えは容易には見つか

りません｡

それでも､セミナーのお手伝いをさせていただき､さま

ざまな本を読むことを通じて､立派な目的を選ぶこと､そ

の選択ができる人格を育てることこそが､アスペンの精神

が鋸旨しているものだと確信できるようになってきました｡

ロバート･Mり､ソテンスは､専門化による頂末化を憂え

るだけでなく､人格教育､自立した思考力のある人間を育

てるための教育が衰退した結果､｢考える人間を相互に､

あるいは過去の偉大な思想家から切り離してしまった｣と

古典から切り離されてしまった時代についても憂えていま

す｡この指摘へのひとつの答えが､今遣先生と本間先生が

中心となり､自然､生命､認識､美､信､ヒューマニティ､

デモクラシーなど多面的な観点から選ばれたテキスト群を

使って対話を重ね､古典に学び､歴史に学び､哲学をして

tlくことの意義を学び､さらに高次のリーダーシップの資

質を鍛えていこうとする､日本アスペン研究所がつくりあ

げたアスペン･セミナーなのだと思います｡そしてセミナ

ー参加者には､立派であり崇高であるという基準に基づい
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て判断ができる資質を鍛えるだけでなく､過去の偉大な思

想を将来の世代に結ぶための歴史の鏡になることを期待さ

れているのだと思います｡

アスペン精神の継承

冒頭の同期会から1年少しの時を経た2012年の秋､本間

先生が逝き､後を追うように今遣先生も逝ってしまわれま

した｡ご病気であることを知り､お見舞いに行ったりもし

ていたのでいつかはそうなるとわかっていたものの､あま

りにも突然にお二人が旅立たれたことに驚きました｡ダン

テ『神曲』の､地獄門に怖れをなすダンテに師のヴイルジ

リオが共に地獄に入り､そして地獄･煉獄の恐ろしい場面

をヴイルジリオがひとつずつ説明しながら一緒に歩んでい

く様は､振り返れば､最初のエグゼクティブ･セミナーの

門をくぐって後､さまざまなプログラムで私たちが教えを

受けてきたことと重なっているように恩えてなりません｡

さらには､煉獄を出んとするそのときに｢昔の煩の名残を

ば 我今知るとヴイルジリオに いはんとせしに=･‥哉が

身を委ねしヴイルジリオは はや我等を棄去れi)｣(煉獄

篇第三十曲)と､ここから先は自分が先に立って行きなさ

いと後ろに下がったヴイルジリオとスターツイオの姿はま

さしく今遣先生と本間先生であり､セミナーが始まる前に

お二人が静かに上品に談笑しながら散策されていた光景に

重なっていきます｡

両先生はリーダーシップを大切にされ､リーダーシップ

を醸成することを常に考えていましたが､それでいてつい

にアスペン･セミナーではリーダーシップという言葉を定

義されませんでした｡｢アスペン･フェロー｣における今

道先生の最後の寄稿F交友録(十)｣は｢恨風であっても逆

風であっても､燃え続け､時代に阿談追従するのではなく､

時代を照らし､進むべき道を照らす灯､これこそがリーダ

ーのあるべき姿の一つではなかろうか｣｢人びとの進むべ
き道を照らす『灯』となってください｣とアスペンの卒業

生である私たちへの最後のメッセージで結ばれています｡

人びとが進むべき道を照らす灯をかぎすためには､ひとと

ころに立ち留まっていてはならず､常に先へ先へと歩み続

けることが求められている｡一生学び続けること､そして

照らし続けることがリーダーシップの姿であり､そうする

ことでしかリーダーシップを語ることはできない｡そのよ

うに行動することがアスペンの精神を継承することにつな

がる･‥‥･｡私にはそう教えられているように思えました｡

アスペンでの懐かしい光景､楽しかった日々を思いだす

ままに振り返ってみましたが､日本アスペン研究所の立ち

上げに尽力され､世で言う現役世代をはるかに超えたお二

人が､最後まで後輩である我々に進むべき道を照らしてく

ださったことには感謝の念が堪えません｡

この場をお借りして､ここに言重んで哀悼の意を表します

とともに､お二人のご冥福をお祈り申し上げます｡

l≡警･･忙うにa
昨年九月半ば､ベルリン空港のターンテーブル前でメー

ルチェックをしたところで､事務局から本間先生の言卜報を

いただいた｡追いかけるように柴田さんからのメールも届

いた｡あまりのことに息をのみ､周りを見l可しても､不意

の衝撃を分かち合う誰がいるわけもない｡メールを受け取

ったことと帰国の予定だけを簡単に返信してから､トラン

クをよろよろ拾い上げ､どうにもいたたまれなくなって､

とても悲しいです､と迫送した｡

一か月後､今度は今遣先生の訃報を受け取った｡｢お別

れの捏手をしましょう｣と病室で差し出された先生の手を

とり涙をこぼしてから三年余り｡最近のご様子から､本間

先生のときのような驚きはなかったが､それだからといっ

て悲しみが減ずるわけもない｡

エグゼクティブ･セミナーへの参加から十年あまり｡そ

の後セミナーのお手伝いをする中で､今遣先生と本間先生

が少しずつお年を召され､セミナーのご参加の回数や日程､

講義や懇話会の回数も徐々に減っていることを心細く感じ

ていたし､とりわけ今遣先生が長い闘病生活に人られて以

来､心のどこかで恐れていた知らせが､ついに現実のもの

として来てしまったのだった｡

｢本間長世先生の思い出を言吾る会｣と聖イグナチオ教会

での今道先生のご葬儀が終わり､お二人の著作や講義録､

レジュメを読み返す日々の中で､改めてお二人は､自分に

とって､無明の闇の中で方向を示す灯台の火､日々の歩み

の足下を照らしてくれる燭台の炎のような存在であったこ

と､そして､この十年余り､如何に自分がお二人から多く

のものをいただいていたかということを思う｡

◎

2000年2月に初めてセミナーに参加したことで､私の生

活はかなり変わったが､セミナーで受けた数ある驚きの中

で､何よりも驚嘆し､そして今何よりも懐かしく思い出す

のは､お二人の驚くばかりの気塊だった｡日本アスペン研

究所の設立からセミナーの運営まで実質的な意味で深く関

与された､というよりは背負ってこられたお二人にその気

醜は共通していて､初日に参加者の方を迎えられての第一

声から､最終[‖こ総括セッションを終え､最後のご挨拶の

瞬間にまで全身にみなぎり､辺りを払うばかりであった｡

あの気晩は､現在の日本社会の､あるいは世界の在りよ

うを憂tl､何とかしたいと真剣に願い､日本のみならず､

人類の将来を少しでも明るいものとするために､渾身の力

を傾ける決意と使命感に裏打ちされたものだったと改めて

感じる｡

でも､先生方の最初のご挨拶はあくまでも謙虚なもので､

｢私たちがいくら一生懸命セミナーをしようとしても､参

加してくださる人たちがいなければセミナーは成立いたし

ません｡こうして参加してくださってありがとう｡まずは､

心からお礼申し上げます｣というものだった｡

アメリカ･アスペン･セミナーに参加されたり､セッシ

ョンの構成を考えられたり､テクストの選定を重ねたりと

いった長い準備期間の間には､果たして現在の日本で､古

典を媒介として対話するようなセミナーが成立するのかと

の懐疑もあったという話も伺った｡しかし､未来のために

とにかく始め､続けていこうと､両先生は真剣に､真筆に

一回一回のセミナーに全力で向かわれていた｡

浮身の力をセミナーに注ぎ込んでおられただけに時に

先生方はお厳しかった｡

老後の趣味にしたい､という発言に対し､自分たちは個

人の老後の趣味のためにセミナーをやっているわけではな

いと言われ､テクストが雉しすぎるという意見には､それ

なら途中で帰っていただいても結構ですと応じられた｡お

手伝いの私の不用意な発言には無言で厳しい視線が注がれ

た｡沈黙は時に重苦しく張りつめ､全身に脂汗がにじむよ

うな気分で座っていたことも一度や二度ではない｡

長いセミナー期間を乗り切るためにエネルギーの維持を

心がけておられて､期間中､先生方はとにかく健咲でいら

した｡お食事もよく召し上がったし､午後の自由研修の時

間には､ロビーのカフェで､クリームとメープルシロップ

を追加したパンケーキを欠かさなかった｡体重を気にして

遽巡していると｢食べないと力がでませんよ｡若いのに何

ですか､だらしがない｡つべこべ言ってないで､食べなさ

い!｣と今遣先生に一喝されたこともある｡過ぎ去った後

にそれと気づく至福の時間だったが､何で私､あの時最初

から笑顔で｢いただきます!｣と言えなかったのだろうと､

思い出す虔､今も切ない｡

本当に美味しそうに甘いものを楽しまれる､そんな午後

のひと時でも､先生方の話題は常にセミナーのこと､セッ

ションの中身のこと､テクストのこと､そしてセミナーや

研究所のこれからのことだった｡どんな時でも､知的倣慢
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を嫌い､謙虚さの徳を身を以て示され､人々

がそれぞれの立場で､精神の高みを目指しな

がら､日々の責任を果たし､社会に責献し､

その結果として日本のみならず､世界がよく

なることを真剣に願っておられた｡

セミナーへの期待は大きく真剣であったが

ゆえに､現実のセミナーのありようについて

の不満や失望をもらされることもあった｡そ

れは時に参加者の姿勢(決して発言の中身で

はなく)に対してであり､私のようにお手伝

いに参加している者の至らなさ､不甲斐なさ

に対してであり､あるいは､より一般的な意

味で､人間社会の行く末について危機意識を

共有しきれない人々の生き様や企業や政府の

ありように対して､政治に対して､社会の風

潮に対して､であった｡それは時に舌鋒鋭く､

時に疲労の色が濃くにじんだ｡

知覧孝吉攻平和会館で展示されている特攻隊長の遺影､遺書など｡本間先生は日本を知るため､千枝

子夫人と共に国内各地を訪ねられていた〔写粟提供/知覧特攻平和会館)

しかし､たとえ現実がお二人の目指すものから距離があ

ったとしても､だから意味がないとか､もうやめよう､な

どとはお二人は決して思われないこと､たとえ言葉でどう

仰ったとしても､決してあきらめずに､日本の将来､人類

の将来のために､気をとりなおして立ち上がり､セミナー

に全力で向かってくださることには確信があった｡そのこ

とに私は安心し､甘えていたとも言えるのだ｡セミナーが

終わるたび､ロビーで自らの不甲斐なさにへたF)込む私に

｢ありがとう｡これに懲りずにね､いやになったりせずに､

また来てください｣とやさしく声をかけてくださったが､

深い危機感を抱き､理想を高く掲げ､六日間力の限りを注

がれていた先生方の方が､どのくらいお疲れであったこと

だろうかと､今更のように恥ずかしく申し訳なく思う｡

現状と将来への強い危穫意識と共に､あの気娩をささえ

た決意と使命感の､さらにその向こうにある思いはどうい

うものだったかと改めて思いみる｡セミナーや懇話会､ワ

ークショップのとき以外にご一緒した時間は少なく､私の

想像は限定的で､僧越ですらあるのだが､それでも繰り返

し思い出されるいくつかの場面がある｡

◎

お二人がそろってセミナーに参加され､そこに自分も参

加した最後の機会は､2007年に初めて岡山で開催されたエ

グゼクティブ･セミナーだった｡当時､岡山の副知事職を

務めていたこともあり､セミナーの一環として岡山後楽園

の能舞台での狂言をご案内し､大原謙一郎理事が理事長を

務める大原美術館もご一緒にたずねた｡セミナー終了後に､

岡山ゼロックス主催､県庁共催のシンポジウムも開催され

た｡

シンポジウムの後､本間先生と奥様は､広島に向かわれ

た｡新幹線の時間がせまり､ご自身がモデレーターを務め

るパネル‥ディスカッションの終わりと同時に席を移られ､
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シンポジウムの全体が終わるか終らないかのところで楽屋

口に待たせたタクシーに乗用込まれる慌ただしさだった｡

｢行けるうちにどうしても､行っておかねばならないと思

ってね｣とのことで､数年前には知覧にも行かれ､特攻隊
員として飛び立っていった若者たちの遺稿､手紙をご覧に

なり涙が止まらなかったと伺った｡

｢どうしても｣と力を込めて言われた本間先生｡アメリ

カとの戦争で亡くなった多くの人々と､アメリカ研究をき

わめられた先生はどのような思いで､どのような対話をさ

れていたのだろうか｡今のアメリカとこれからのアメリカ

について､今の日本とこれからの口本について､日米につ

いて､世界のありかたについて､戦争と平和について､日

米の戦争によって命を失った人々に､本間先生はどういう

語りかけをされていたのだろうか｡

あの口､ご夫妻をのせたタクシーを見送りながら､アメ

リカ･アスペン･セミナーにはない｢世界と日本｣という

セッションを設けられた想い､そしてテクストの一つとし

て､朝河貫一を選ばれた想い､さらにはアスペン･セミナ

ーそのものにかける想いの､その一端を示していただいた

ような気がした｡

｢私は､毎日のように自分が死ぬことについて考えてい

ます｡毎朝目が覚めて､ああ今口も生きている､と思う｡

その上で､残された時間の中で自分に何ができるか､と考

えています｣｡モンテーニュをとりあげた対話での本間先

生のお声が､今も耳の奥によみがえっては涙に変わる｡

今遣先生からは､岡山から倉敷に向かう車中で､エル･

グレコの｢受胎告知｣の箭を何った｡大原美術館の至宝｢受

胎告知｣は､その昔､大原美術館開館以前に､岡山の小学

校で公開されていたことがあったそうで､今遣先生のお母

様は､当時この絵を観たことで､遽巡されていた今遣先生

のお父様との結婚を決意されるに至ったとのこと｡

｢あの絵が存在しなければ､そして母があの絵を観なけ

れば､私はこの世に生まれることはなかったのです｣と今

遣先生は仰った｡口本で鑑賞できること自体が奇蹟と言わ

れるエル･グレコの｢受胎告知｣｡その｢受胎告知｣によ

りお母様は､啓示を受けたように結婚を決意された｡おそ

らく先生は､あの｢受胎告知｣によってご自身が生を享け

たことの意味を関われ､これからの社会のために､人類の

ために重い務めを自らに課しておられるのだと､私はその

時そう確信した｡助手席に同乗した県庁の職員は､話を聞

きながら涙をふき､それから一年彼の私の維任時に｢あの

時､今遣先生とお会いできてよかった｡ご一緒できて光栄

でした｣と述懐した｡

恩師であられる出隆先生の思い出も伺った｡岡山朝日高

校という地元の進学校は､出先生の母校である旧制六高跡

地にあi)､｢旧制六高記念館｣が当時の建物を活かす形で

設けられている｡記念館に立ち寄りながら､出先生への感

謝を何度も口にされ､ご自身が若い時代に恵まれた教育を

受けることができたこと､今の若い人は矧二心の修養のた

めの教育が不十分であること､なので､若い世代に対しで

きるだけのことをしたいのだと繰り返された｡その後､創

立十周年の記念事業として高校二年生を対象にジュニアt

セミナーが始まり､今遣先生は熱心に少年少女たちに語り

かけた｡その後数年を程て､ジュニア･セミナーは新しい

広がりを模索している｡
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今牢､日本アスペン研究所は十五周年の節目の年を迎え

る｡これまで研究所とセミナーを支えてこられた両先生の

思い､日本アスペン研究所の精神を､どのように残された

私たちが継いでいくことができるだろうか｡

改めて思うのは､今道先生も本間先生も､決して､私た

ちに､書斎で思索する読書人になってほしいとか､古典を

楽しむ充実した時間をもってほしいとか､セミナーを通じ

て個人的ネットワークを広げてほしいといったようなこと

は､微塵も思っておられなかったということだ｡両先生が

見据えておられたのは､あくまでも､憂いと悩みに満ちた

薦2回ヤンク･エグゼクティブ･セミナーで

今遣先生が筆割こ思い出を語られた工ル･プレコ｢受胎告知｣(大原美術館所蔵)

現実の社会であった｡すでに老境にさしかかられていた命

をけずるようにセミナーに携わってこられたのは､現実問

題としての人類社会の将来のためであった｡そのことは､

何物にも先んじて､私たちが心に刻まなければならないこ

とだと思う｡

｢魂の世言乱とは今遣先牛が折にふれて語りかけた言葉

だが､それは決して､日々自分の言動を反省する､という

ことだけを意味Lていたのではなかった｡私たちが健康維

持について一定の関心と知識をもって治療･養生をするよ

うに､自らのあり方や振る舞い､身の処し方について倫理

的な意味での見識をもち､その上で思慮を重ねて現実の行

動に移していく､といったそれぞれの立場での責任ある実

践を広く含むものであった｡そしてそれは､いずれそうす

る､というものでなく､本間先生がフェアウェル･パーテ

イの時によく仰ったように｢明日からでも｣現実

社会で実践してほしい､というのが両先生の切な

る願いであったし､両先生はまさに日々ご自身の

身をもってそれを私たちに示してくださった｡

再度今遣先生のお言葉を借りれを£｢まことの

人間｣としての生き方を目指し､実践し､それが

世代を超えて広がり受け継がれていくための努力

をすることが､ご指導をいただいた者の務めであ

l)､ご恩に少しでもお応えし得る唯一の道だと､

わが身のささやかさを省みず信じている｡

改めて本間先生と今道先生に心からの感謝をさ

さげつつ､ご冥福をお祈りしたい｡
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〈シリ~ズ〉活更ヲ:ラ即断蔽-一一④渋谷治美

『チボー家の人々』の思い出
正真正銘､それは五十年前のことだ｡中学二年の私は､

ロジェ･マルタン･デュ･ガールの『チボー家の人々』を

読み始めた｡翻訳は山内義雄氏の手による｡後年､名訳の

定評があるのを知った｡新潮社発行の｢新版世界文学全

集｣に､画人り､ハード･バック､各巻380頁見当で五巻

に分冊されて収められていた｡

この長編′ト説の概要をごく簡単に確認しよう｡二十世紀

初頭､パリに住む富豪のチポー家に､厳格な父親の監視の

許､アントワーヌとジャックの二人の歳の離れた兄弟が育

つ｡兄は内科医として大成したのと対照的に､弟のジャッ

ク(主人公)はいわゆる〈ぐれた〉少年となり､家出をし

たり感化院に入れられたりする｡後年彼は小説を書きなが

ら反戦活動(第一次世界大戦勃発の直前)に加わるが､反

戦ビラの撒布中に悲惨な死をとげる｡他方兄はフランス軍

の軍医として戦地に赴くが､ドイツ軍の毒ガス作戦に遭い､

最後は死ぬ｡あとには､ジャックと少年のころの親友ダニ

エルの妹ジュンニーとの間に生まれた男の子が残される｡

さて､第一巻の巻末を見ると､私の字で昭和37年8月8

日とある｡これはたぶん購入した日付であろう｡当時私は

野球部に所属していたから､夏の大会の終わったあとにな

って集中的に読み進めたのだと思われる(このへんは､わ

がことながらどうしても文体が推量形となる｡なにしろ五

十年前のことなのだ)｡

そして､五巻すべてを読み終わったのは､大学二年の秋

だった｡昭和43年11月のことである けでに大学闘争が始

まって半年が経過していた)｡読み始めてから六年強､足

かけ七年掛かったわけだ｡

中学生の私にはそのへんの事情は分からなかったのであ

るが､日本語版版権は白水社の所有であって､新潮社はそ

れを借り受けて上記の全集に収めたようだ｡白水社がライ

ヴァル社に版権を貸したについては､訳者の意向が強く働

いたのであろう｡したがって本屋にいくと､(はじめは気

がつかなかったが)当然のごとく∩水祉からも五巻本で出

揃っていた｡だがこちらはハード･バックでなく(つまり

ペーパー･バックということ)､その分何となく安っぼく

見えて物足りなく感じたので､偶然とはいえ新潮社版で読

み始めたことに中学生ながら安堵を覚えたことを覚えてい

る｡この点で､新潮社版の各巻のカヴァ一に､半抽象画が

鮮やかなカラー印刷として載っていたことも見落とせか､｡

この厳かさ･豪華さが､｢よし､何としても最後まで読ん

でやるぞ｣という決意を促してくれたのかもしれない｡そ

れが実って､六年後とはいえともかく全巻読破となって成

就したわけであるから､これらの要因と選択の偶然は大き

い｡

さて､どうしてこの小説を読み始めたのか､そのきっか

けが何だったのかはとんと思い出せない｡あたかも縄文土

器の破片状態と化した記憶を無理につなぎ合わせて復元し

てみると､何かの書評か読書案内で､原作を一巻に短縮し､

主人公ジャックを中心として少年少女向けに書き直した

『チボー家のジャック｣が薦められていたのが､それだっ

たと思う｡これが私にめらめらと火をつけた｡中学生に向

かって偽物を薦めるとは何たる侮辱か､と猛反発したのだ｡

それが､本物たる原作(の翻訳)五巷の読破の決意を呼ん

だわけである｡

確かに当初は､中学時代に読み終えるつもりだった｡そ

れがそうはならず､その後三度足階みをした｡まず､中学

時代は二巻を読み終えるにとどまった｡事情としては､翌

年の中三時代は友人からの影響で太宰治に浸っていたし､
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1918年11臥 パリ･コンコルド広場で第一次世界大戦の終戦の発表に歓声を上げる市民｡この21年後に
第二次世界大鼓机まじまる〔写畏提供/ROGER一V10LLET)

中三の大晦日から先はデイヴイッド･リーン監督の映画

Fアラビアのロレンスよ に狂っていた､ということがある｡

そののち高校に進み､再度決意を改めて､また一巻から読

み始めたのだが､その一巻だけであえなく頓挫した｡その

あともう一臥大学合格の知らせを受けて入学までの手持

無沙汰を埋めるべく､三回日の挑戦をすることとした｡高

校二年の最後の三月である｡けな気にもまた山巻から読み

直して､初めて第三巻まで読み進めたのだが､四月に入っ

てサークル活動に忙しく､そこでまた停頓した｡このよう

な様を一歩■前進二歩後退というのであろうか｡

さて大学二年の六月に大学闘争が勃発し､学生ストライ

キ(授業ポイコツりが始まった｡そこで少し時間のゆと

りができたのを機に､四回目の挑戦を思い立った｡このと

き､過去の挫折から教訓を汲んだ｡要するに第一巻から

改めて読み直す､というのは止めよう､ということだ｡そ

もそも第一巻は三回も読んでいるから､それほど新鮮に読

めるはずがないではないか｡ということで､七月から十一

月に掛けて､第四巻､第五巻を読んだのである｡ともあれ､

これにて全巻読破は成った｡まるでエベレストに登るのに､

前回登攣を断念して折り返してきた地点に､次の回はヘリ

コブターで直行し､そこから山頂を目指した､というやり

方に似ている(こういう登山方法があるのかどうかは知ら

ないが)｡

このような経緯をこまごまと書いたのは､一つはこれ自

体が自分にとっで懐かしい思い出であるという､読者を無

視した勝手な動機も大きいが､この難産の体験が､そのあ

との自分のさまざまな試練のさいに､途中で放棄すること

なく最後までやりきる､という点で大いに自信となって括

かされてくれた､と一般化できると思っ

たからでもある｡話を長編小説の読破に

限っていっても､この体験のおかげでそ

の後､例えば『イーリアス』Fオデュッ

セイアよ(これらは長編詩というべきだ

が)や『カラマーゾフの兄弟』F尖われ

た時を求めて』円膜氏物言鮎 をはじめ､

古今東西の名作を読みきることができ

たと思っている｡

さて本来ならばここからが本論なの

だが､紙数も尽きかけているので､簡単

にさせで煩く｡---一先の概要だけからも

分かるように､この小説は典型的な

BildulユgSrO皿an(青年の人間形成物語)

であり､かつ､格調の高い反戦小説であ

る(これら二点でいうと､トマス･マン

のF魔の此 と双璧であろう)｡振り返ってみると､この

二つの観点は､その後の私の人間観､歴史観の確立にとっ

て大きな礎となってくれた､ということが今回自覚された｡

また､登場人物の顔貌､風貌､仕草の癖などの入念な描写､

ドイツ人かロシア人か､出身の階級はどういうものでそれ

がその人物の物の考え方や人柄にどう反映Lているか､と

いった叙述がときに延々と続くところがあった｡外国人の

ことなどとんと区別がつかない中学生にとっては､それら

の描写に想像力を合わせるのがやや苦痛な箇所ではあった｡

だが､その後小説に限らず映画､音楽(オペラを含む)､

絵画､戯曲などを鑑賞する際に､評価基準として､はたし

てこの作品は｢人間をどのように描いてくれているか｣｢人

生華美の問い=《人間とは何か》への答えに近づくヒント

を与えてくれるか｣といった視点を無意識のうちにも抱い

て接してきたが､その原点がこの小説体験であったと思わ

れる｡

惜しくも昨年十月にお亡くなりになった今道友信先生は

年来､本誌｢アスペン･フェロー｣に｢交友録｣と題して

味わい深い随筆を連載なさっていたが､いわば絶筆となっ

たNo.22とNo.23(前号)の｢交友鼠=九)と(十)で､

少年時代に親友だった二人の友について触れておられる｡

それは､広島に移転したのち｢原爆で殺されてしまった｣

クラシック音楽好きの友と､｢学徒動員によって戦死｣し

た詩才豊かな友についてであった｡人間形成と反戦､思え

ばこの二点は､今道先生の遺言でもあったのではないか｡

もちろん昨年九月､今遣先生に先立つこと一か月前にお亡

くなりになった本間長世先生も､同じ思いでいらしたに違

いない｡

⑬



エグゼクティブ･セミナーに

参加して

〈2011年10月第41回参カロ〉

｢アスペン｣の効用
｢至福の時間､空間でした｣

コメンスメント･パーティーで述べた感想である｡あれ

から1年以上経っているが､今でもその患いは強く､一層

昇華していくようにすら感じている｡

2011年秋季エグゼクティブ･セミナーは､晩秋の古都奈

良で開催された｡モデレーターは故本間長世先生と村上陽

一郎先生｡リソース･パーソンは猪木武穂先生､中村桂子

先生他の紆々たるメンバーで､｢学びの場｣としてこれ以

上ない刺激的な時間､空間であった｡

また､一緒に参加された奈良県の荒井正吾知事のご好意

もあり､ヴァスパンドゥとの対話(｢認識｣セッション)

の後に東大寺ご住職による講話を伺い､真新しい能楽ホー

ルで能楽鑑賞(しかも村上先生の解説付き!)を堪能した｡

参加者も多士済々で､奈良県と歴史的関係の深い韓国か

ら参加した洪さんは日本人顔負けの駄洒落を連発して雰囲

気を和ませてくれた｡沈黙が訪れそうになるとすかさず名

札をたてた西田さん､橿原市教育委員として考古学を研究

している竹田さん､絵が得意で地元の富山県で森林の案内

役もやっているという中川さん等々｡セッションの内でも

外でも､様々な気づきを持てたことに感謝したい｡

さて､アスペンにおける｢古典との対話｣である｡とか

く手っ取り早く結論や解釈を求めがちな日常を送っている

身にとって､歴史の中で長い年月を生き残ってきた｢古

典｣と向き合い､自ら感じ､問題を引き出し､それらを言

葉にしていくという作業は､想像以上に骨の折れる体験で

あり､正直に言って当初は戸惑いも多かった｡2口日宇前

の｢自然･生命｣のセッションで､いつもの癖でつい解釈

を求め､あるいは自分勝手な評論をしてしまいそうになっ

て､何度モデレーターの先生方からたしなめられたことか｡

だが､セッションを重ねるにつれて､古典と対話し､他の

参加者の気づきに呼応してさらに自分自身の気づきも深め

ていくというリズムが身体に浸透してくるように感じたの

は､私一人ではあるまい｡

私事を述べると､11年前にサラリーマンをやめ､事業再

生のための投資会社を作って今に至っている｡出資先は骨､
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安嶋 明さん
●日本みらいキャピタル株式会社代表取締役社長

例外なくグローバルな構造変化の波にさらされ､日々経営

をしていくだけでも容易でない状況にある｡その上､この

10年間のうちに､数百年に一度と言われるような出来事が

数回も起こった｡リーマン･ショックであり､東日本大震

災であり､近くは中l垂はの様々な問題である｡

こうした時代背景を反映してか､書店の店先には｢会社

を建て直す00の方法｣とか｢社員を一夜で変えるリーダ

ーシップ論｣的なハウツー本がl_U積みになっていて､雨後

の筍のように出てきては､あっという間に消えていく｡

実は､私にとってアスペンは以前より気になる存在であ

った｡ぎりぎりの現場で口々思い悩みながら｢アスペンに

行かなくてはならない｣と感じたのは､啓示のようなもの

であったかもしれない｡

オープン･カフェの時間に本間先生がおっしゃったこと

は､今でも記憶に新しい｡

｢アスペンが削旨すリーダーシップ教育の目的は､細切

れで薄っぺらな知識を手っ取り早く仕入れることではあり

ません｡だからと言って､漢方薬のように時間をかけない

と効果が現れなし､というものでもない｡私は即効性のある

教育プログラムだと確信しています｣

参加者の一人が｢内容が難しくて､とても付いていく自

信がない｣と述べたのに対して､｢そんなことはない｡あ

なたの発言を聞いていて､最初の頃よりずっと内容が深く

なっている｣と応じた後に述べられた言葉であった｡真の

教育者として､われわれ一人ひとりに愛情を持って凄して

いただいていることがひしひしと感じられた一コマだった｡

本間先生は､途中一時的に退席される場面はあったもの

の､奥様に支えられながら､最後までご指導くださった｡

発言される際には背筋を真直ぐに伸ばし､嬢としたよく通

る声で本質を問いかけられた｡そのたびに､われわれは圧

倒的な知性を前に縮みあがったが､それは紛れもなく心地

よい緊張感であったと思う｡

本間先生がおっしゃったとおり､｢アスペンの効用｣は

絶大である｡少なくとも私自身ほ､あれ以来すっかりアス

ペンにはまっているのである｡

新たに会員になられた方々

●日本アスペン･ソサイエティ･オブウェローズ
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第39回エグゼクティブ･セミナー同期会

≡宅達也
●富士ゼロックス株式会社執行役員/東京営業事業部長

東日本大震災の1月前､2011年2月

10Hから始まった第39固エグゼクティ

ブ･セミナーの同期会は､39回と感謝

(T血you)の意味を込めて｢燦久

会｣と命名された｡これまで､2011年

6月にJT生命誌研究鏑と春日大社を

訪問､同年10月には被災地である宮城

県石巻市周辺を巡った｡加えて都内で

3回の懇親会を行った｡その都度､課

題図書を選定してミニセミナーを行い､

アスペン精神である対話の文明を実践

しようとしてきた｡課題回書を挙げる

と､村上陽一郎先生にご紹介頂いた渡

辺格『物質文明から生命文明へよ､高

木仁三郎F市民科学者として生きる』､

故本間長世先生からご紹介頂

いた谷崎潤一郎F陰翳礼讃』､

今遺友信先生のFェコエテイ

カ』､メンバーが選んだウオ

ルター･アイザックソン Fス

テイープ･ジョブズニである｡

多用なメンバーが全員参集す

ることは残念ながら叶っては

いないが､この先も､燦燦と

輝く日本､そして人間社会を創ってい

こうとする志を持って､同期と共に対■

話の文明を紡いでいきたいと思う｡

第20回ヤング･エグゼクティブ･セミナー同期会

鈴木智子
●(公財)日本国際交流センターシニア■プログラム･オフィサー

古典と出会い､対話を通じて､現代､

そして自分たちの仕事や人生とのl古｣き

合い方を見つめ直す｡そんな素晴らし

い共通体験をアスペンは与えてくれた｡

YES20期では､そうした共通体験を重

ねる場として､これまで3回の同期会

を実施した｡2匝目からはパートナー

も参加している｡初回は是照院での坐

禅会に参加し､セミナーで出会った鈴

木大拙の『東洋的見方』を体感するこ

とを試みた｡2回目は渋谷治美先生の

解説つき映画｢ロミオとジュリエツ

ト｣(1968年)鑑賞会を行い､映画と

いう身近な表現媒体を通じてシェイク

スピアの世界に触れた｡3回目はダイ

アログ･イン･ザ･ダークで

の暗闇体験｡全く光が閉ざさ

れた秋の公園を､視覚以外の

感覚で､チームの仲間との情

事艮共有を手掛かりに散策した｡

それまでの知識や認識を超え

た体験をした後には､お酒を

飲みながら気づきを共有し､

経験を知へと繋げ､日常に還

元していく｡そんな同期会を今後も楽

しみにしている｡

坐禅の後の懇親会で
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