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藤崎 一郎
●日本アスペン研究所諮問委員
一般社団法人日米協会会長
上智大学国際関係研究所代表

 り子のようなアメリカ
振
─オバマからトランプへ

左：「ソクラテス・プログラム」開催地メキシコ・プエブラの街角
上：メキシコ革命記念日（11月20日）のパレード

押村 高
●青山学院大学副学長・国際政治経済学部教授

し長い時間軸で見れば、これらは構造的な変化というより、
むしろ一時的な現象だと思うのですが。
藤崎 まず政治・経済の歴史を大きな流れで見ると、20世

編集部 ここ数年、世界は大きく揺れ動いていますが、き

紀を一言で言うならば、民主主義・市場経済が社会主義・

ょうは、駐米大使など外交の現場で活躍された藤崎一郎さ

計画経済に勝利した時代です。なぜ勝利したかと言うと、

んと、アスペン・セミナーのモデレーターであり政治学が

民主主義と市場経済が人間性に合っていたからですね。人

ご専門の押村高さんに、現在の世界情勢を読み解きながら、

間の自由が抑圧されてしまう社会主義と労働意欲が停滞す

日米関係とその将来展望などをお話し合いいただきたいと

る計画経済が遂に破綻をきたしたのが、20世紀も終わりに

思います。

近づいたころでした。

押村 2014年のロシアによるクリミア編入、昨年のブレ

そしてフランシス・フクヤマは『歴史の終わり』（1992

クジット（イギリスのＥＵ離脱）国民投票、そして本年１

年）の中で「これから退屈な時代が始まる」と予言しまし

月のトランプ米大統領誕生によって、振り子が悲観の方向

たが、実際には政治的な性善説、つまり自由主義を標榜す

へと振れました。世界が不確実性の中に投げ込まれたよう

れば民族主義がはびこり、経済では人間の性悪説が露呈し、

な気がします。三つの事柄に共通するのは、東西冷戦終焉

人々の欲望が解き放たれ、市場経済を利用して強い者だけ

後に各国が控えていた国家中心という考え方、また国際協

が勝ち、格差など大きな問題が出てきました。

調ムードの中で埋もれていた国益第一という考え方が再噴
出した点です。

そこでもう一度社会を締め直そうと、例えばアメリカで
はオバマ政権下でドッド・フランク法やボルカー・ルール

オバマのアメリカは、現状維持外交の中で微調整を行い

のような金融規制策が導入されました。その規制に対して

◆表紙・裏表紙写真／岩井睦雄（「アスペン/ベルリッツ グローバル・リーダーシップ・セミナー」が開催された香川・直島で）

ながらバランスを保ってきたわけですが、これからしばら

特にウォール街から強い反撥があり、9.11以降のテロリス

写真／千葉絵里菜・菊田彰紀

くは、アメリカは現状変更へ振れていくと思います。ただ

トとの戦いが続いたこともあって、規制はやり過ぎだ、先
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進国の民族主義だってあるのではないかという流れにまた

ですが。

とりした5000通のＥメールが新たに出てきたので調べ直

治家と見られますが、大統領選前の11月に行われた連邦議

戻っていった。つまり、常に時代は振り子のように振れて

藤崎 それについてもやはり振り子のようなもので、それ

す、と発表したことです。投票日の前日に疑惑を裏づける

会選挙では、上院議員も下院議員も、再選率が９割なんで

きたわけです。そしてトクヴィルが『アメリカのデモクラ

まで中東に関わりすぎていたためにバランスを取ろうとし

事実はなかったと改めて発表しましたが、実はアメリカで

す。既成政治に対する反撥と言うのであれば、この結果は

シー』において、アメリカ人は「世界に自分一人しか存在

たのでしょうね。

は、期日前投票する人が３割以上、約4000万人と言われ

どうなんだという議論が起こるべきですね。

しないかのように私的利益に専心し、次の瞬間、すっかり

押村 ところで藤崎さんも人生の半分以上は、東西冷戦の

ますから、この10日の間に相当数の投票者がクリントンさ

これを忘れたかのごとく公共の問題に没頭する」と表現し

中で過ごされた……。

んに疑惑を持ちながら投票したわけです。

ていますが、アメリカという国は25歳の仏人青年が1830

藤崎 半分どころかほとんどです（笑）
。

年代に見た特性がいまだに残っている、面白い社会なんで

押村 先ほど国益第一主義が噴出した、と申しましたが、

日米関係をめぐって

そしてここからが大事な点ですが、いまの大統領、いま
の政府がアメリカをもっと内向きに変えていこうとしてい
ることは事実ですし、それに追随して難民や移民に対する
不満が国民の中からどんどん出てくるでしょう。私はトラ

すね。

実は冷戦の時代に育ったわれわれにしてみれば、国益第一

押村 今回の大統領選挙によって、
「デモクラシーの未来」

押村 藤崎さんが駐米大使を務められた時期は、オバマ政

は当たり前のことで、それほど驚くにはあたらない。ただ、

という大きな課題がわれわれに突きつけられました。いま

が、65％の国民がいいじゃないかと言っています。そして

権第一期と重なっていますね。確かに今回の大統領選は、

ヨーロッパでブレクジットのようなことが起こると、ひと

までは、多くの人々を政治に参加させたほうがデモクラシ

大統領支持率は40％に届かないけれど、共和党内での支持

国内経済問題に有効な対策を打てず、一方でさまざまな規

昔前だったら「戦争の影」がちらついたものです。しかし

ーの質は高まる、という捉え方が主流でしたね。ところが

率は80％を超えているんですね。今回の大統領選によって

制を強化したオバマ政権に対する不満が噴出した結果、と

現代では、国家間戦争が起きる可能性は遠のいた。それは、

いま、寛容、少数者の尊重を重視するデモクラシーのアウ

共和党と民主党がこれまで以上にまったく異なる方向を向

も言われています。実際に外交交渉を担当された藤崎さん

国際社会が成熟した証とも考えられます。皮肉な言い方で

トプットが必ずしも良いものとは言えない、と考える人も

くのは間違いないと思います。

は、オバマ政権の８年をどのように評価されていますか。

すが、国益エゴを前面に出して国と国とが交渉に臨んでも

出てきました。

押村 近年のアメリカの二大政党制では、政権交替の折り

藤崎 まず、アフリカ系黒人で、父親がいなくて、本土か

戦争にならない時代になった、という捉え方もできるでし

その背景にあるのは、安全保障を中心に考える人たちと

に一方が他方の政策を根本的に否定するという傾向が強く

ら遠く離れたハワイ出身のオバマさんが世界最強国のトッ

ょう。もっとも、ブレクジットにしてもトランプ現象にし

リベラルな価値を追求する人たちとの間の、バランスの変

なりました。政権が入れ替わり、相互に批判を戦わすとい

プになったことは、世界中の子どもたちに希望を与えまし

ンプさんの大統領就任演説はかなり内向きだと思いました

ても、この時代にクラシックな国益の論理が正面から打ち

化だと思います。穏健でリベラルな政治だけでは失業問題

うのは、普通のデモクラシー国であれば問題ないのですが、

た。だからこそ何もしないうちにノーベル賞をもらったわ

出され、瞬く間に国民の支持を得てしまったことには驚き

も貿易問題も解決できそうにない。特にテロとの戦いや移

世界的に影響力のあるアメリカがそういう状態になると、

けですが（笑）
、未来への希望を与える社会の一面が、今

ました。

民・難民の大量流入などグローバル化に伴うリスクからい

各国は振り回されます。アメリカの極端な変化こそがグロ

それを踏まえてのことでしょうが、一連の動きは「ポピ

かに自国を護るか、という段になったとき、デモクラシー

ーバル・イシューだと言う学者がいるほどですが、これま

次に内政に目を向けると、もともとアメリカには自由と

ュリズム現象」という見方がメディアなどでなされていま

よりも優先したい価値が出てきた。それが昔ながらの国益

でグローバル化や自由貿易の旗振り役であったアメリカが、

平等のどちらを優先させるかという大きな枠組みがあり、

す。しかし私は、これに疑問を抱いているんです。なぜな

中心主義という形で表現され、そのレトリックをうまく使

他国と同じように内向きになってしまった。トランプは、

どちらかと言えば共和党は自由に、民主党は平等に重点を

らば、ブレクジットも米大統領選も、国民のほぼ半数は国

っているのがイギリスやアメリカの一部の政治家である、

多国間より二国間の外交交渉を重視するでしょう。当然、

置いてきました。オバマ・ケアや差別を是正するアファー

際協調策を支持して、反対を表明しているわけですから、

と私は理解しています。

アメリカがこれまで果たしてきた「世界の公共財」
「世界

マティブ・アクション―もっとも典型的なのがＬＧＢＴで

微妙なバランスの変化でしかないのです。

藤崎 デモクラシーについては冒頭にお話ししたように、

のシェリフ」という部分はかなり後退していくことになり

すね―などの政策はまさにその具体例ですが、それらに

藤崎 おっしゃるとおりだと思います。トランプさんはな

市場経済と同様にいまは調整期に入っているのでしょう。

ます。

対する反撥が今回の大統領選で出てきたという面はあると

かなか認めませんが、全体の得票数ではクリントンさんが

しかし、チャーチルの「民主主義は最悪の政治形態と言え

アメリカには二つの外交の流れがあって、一つは、ウィ

思います。

286万票も上回っていますからね。

る。ただし、これまで試されてきたいかなる政治制度を除

ルソン主義と言われる、民主主義という価値を世界に普及

けば」というところは恐らく変わっていないと思います。

させることがアメリカの安全や国益になるという考え方。

後も変わらないことを期待したいですね。

外交では、キューバ、ミャンマー、イランという、これ

今回の大統領選を振り返ってみると、勝敗を決したのは、

までどの大統領も手をつけられなかった問題に対してきち

民主党が強いと言われていたミシガン、ウィスコンシン、

ただ、デモクラシーについては直接・間接といろいろあり

いま一つは、モンロー主義や孤立主義に代表される、アメ

んと形をつけたことは、大きな成果として記憶されること

ペンシルバニアの三つの州をクリントンさんが落としてし

ますね。直接民主主義の場合には、イギリスがＥＵにどれ

リカ大陸や同盟国の利益だけを重んじていくような考え方

でしょう。

まったことです。この３州での投票数は1300万人で２人

だけお金を余計に払っているかという間違った数字や、大

です。
「アメリカが公共財であってほしい」というのが世

そして日本との関係については二つあり、一つは、尖閣

の票差は７万7000票ですから、もし全米１億３千万人の

統領選直前のＥメール情報のように、情報に左右されてし

界の大方の願いでしたが、現状は期待とは逆方向へ動いて

問題については安保条約を適用し、現状を一方的に変更す

投票者のうちの0.04％にあたる３州の５万人がクリントン

まうんです。だから私は、その歯止めにはならないかもし

いますね。

る措置は支持しないとはっきり明言した初めての大統領で

さんに投票していたら、彼女の勝利だった。クリントンさ

れないけれど、日本が持っているある程度慎重な形での間

実際に、これまで中東、南アジアなど、周辺国だけでは

あること。もう一つは、オバマ政権になってから駐日大使

んは、ウィスコンシン州は勝てると予想して一度も行かな

接的な民主主義が、デモクラシーの本来的な姿ではないか

解決できない問題を抱える地域へアメリカが進出し、それ

が毎年広島に行くようになり、最後はオバマさん本人が訪

かったり、アリゾナなど共和党の牙城に切り込んで大勝利

と思っています。

なりの「重し」の役目を果たし、和平のアレンジをしてき

れたことですね。これは、日米関係の歴史を語る上で特筆

をおさめようとするなど、大きな戦術ミスによって足元を

押村 興味深い分析だと思います。今回の選挙では、既存

ました。ところが、トランプ政権によってアメリカがその

すべきことだと思います。

すくわれたわけです。

の政治家、既得権擁護の政治家への公衆の反撥があった点

地位から後退していくように見えます。そうすると、国連

も指摘されていますね。

と国際機関、ＮＡＴＯ諸国そしてＥＵは対応を強いられ、ア

押村 最後の点は、リバランス政策でアジアを最優先の外

そして選挙結果を左右したもう一つの要因は、すでにす

交課題の一つとした結果でもありますね。もちろん背景に

べての調査が終了したと議会に報告したにもかかわらず、

藤崎 確かにクリントンさんは州知事夫人であり大統領夫

メリカとの関係はぎくしゃくして、しばらくは世界が不安

は台頭する中国への対応、という難しい問題があったわけ

選挙の10日前にＦＢＩ長官が、クリントンさんと秘書がやり

人であり、上院議員であり国務長官でもあったから既成政

定化していくことになりそうです。
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藤崎 確かに公共財としての意義をトランプ政権に納得し

目黒区、渋谷区の新車の外車登録率は40％を超えているん

て同盟の形態や組織も変わっていくのが自然なのに、例え

う前に、企業のトップが意識改革をしなければいけないと

てもらうのは難しいでしょうね。ただ、そこで大切なこと

です。港区であれば47.4％、一番低い足立区でも11％です。

ば「外交青書」や「防衛白書」などに書かれている日米同

思いますね。

は、いまの同盟関係が、損得勘定をしてみたときにアメリ

もちろん軽自動車は除いた数字ですが、日本はけっして閉

盟の意義や内容は、ほとんど変わっていませんね。そこに

押村 最近、大学の入学レベルで海外に学生を送ろうとい

カにとって得であるとわかればいい。そして、実はわかっ

鎖的な市場ではない。ただ問題なのは、みんなヨーロッパ

学者は興味を抱くのです。もちろん、実際には政府も外務

う動きも少しは出てきました。先進的な高校では、ハーバ

ているんじゃないかと。というのも、ご承知のように核を

車を買っている（笑）
。だから、アメリカの自動車会社が

省も柔軟に対応されていると思いますが。

ード大学やイェール大学への進学が目標に設定されていま

数千発ずつ持ち、大量破壊戦略を発動できる核超大国がロ

日本で売れるようなものをつくればいいんです。

藤崎 ちょっと茶化した言い方で「イギリスは老練な外交、

すね。その辺は、少し明るい見通しが開けたのかなと思い

シアとアメリカです。そしてサイバー攻撃やハッキングな

押村 安全保障に関してですが、中国の海域支配の拡大、

フランスは独自の外交、アメリカは戦略的な外交、中国は

ます。

どもあって、大国同士の信頼関係が簡単に築ける状態には

北朝鮮ミサイルの脅威など、現在の東アジア情勢を見据え

３千年の大系、日本は無為無策」と言うと喜ぶマゾヒステ

藤崎 グローバルに活躍できる人材を育成するために世界

ありません。プーチンさんも、これまでの外交を見ればわ

たとき、日米同盟が日本の安全保障の要でなければならな

ィックな日本人もいますが（笑）
、ではこの70年間、兵隊

中で活用されている国際バカロレアという教育プログラム

かるように、簡単に政策を譲歩してくれる人でないことは

いという認識は共有されています。ただ、沖縄の基地問題

一人死なず、いまは順位を落としたものの世界第２位の経

を日本にも導入しようという文科省の委員会の座長を務め

誰もが承知しています。中国との関係もやはり振り子のよ

も含め同盟がいまのままでいいかという議論になると意見

済をつくり上げた国が、外交下手だったのだろうか。外務

たときに、これまでの日本の教育システムを振り返ってみ

うなもので、よくなったり悪くなったりを繰り返すでしょ

が割れ、さらにはトランプ政権の誕生は、日本が新しい同

省だけでなく、吉田茂、岸信介、福田赳夫、田中角栄など

たんです。とかく日本の教育については、学歴偏重だとか

うから、そうそう簡単に信頼関係は築けない。

盟のあり方を考えるチャンスじゃないか、という論調も現

歴代の政治家たちが行った外交は、恥ずべきものではなか

詰め込みだとか、あるいは教師が駄目だとかステレオタイ

れています。

ったと思うんです。

プにマイナス面ばかりが強調されていますが、実は日本の

てくるんです。自分の仲間といかにうまくやっていくかと。

藤崎 確かに外交や安全保障はあらゆる角度からの頭の体

押村 長期的に見て良好なパフォーマンスの日本外交だと

教育制度にもいい面があると気づいたんです。それは何か

良好な関係を持ち続けてきた仲間とは、ＮＡＴＯであり、

操をしておかないと、戦前の平沼内閣が「複雑怪奇」と投

思いますが、いま外交の新しい分野として「パブリック・

と言うと、私の父は鹿児島の田舎の生まれですが、官立の

豪州であり、韓国であり、日本である。だからこそトラン

げ出したような事態になるので、常にいろいろな可能性は

ディプロマシー」という考え方が注目を集めています。外

中学、高校、大学と進み、安い学費でも中央官庁に入るこ

プさんはイギリスのメイ首相との共同会見で「自分たちは

そうすると、アメリカにとっては同盟関係が大事になっ

考えておかなければいけないと思います。ただ、いまの時

交は外務省だけが行うものではなく、民間人や企業、ある

とができたように、公平なシステムがずっと続いているこ

ＮＡＴＯとの関係を重視する」と表明し、安倍さんに対し

点においては、日本の周辺国がどのように日本に対してい

いは留学生も国際交流の担い手である、このような理念に

とです。１年間に700万円も払わなければ入れないハーバ

ても「日米同盟は基本です」と言い、朴槿恵さんに対して

るかを考えると、選択肢はせばまっていて、やはりアメリ

基づくものですが、この点についての可能性はいかでしょ

ードのような不公平な制度でないんですよ。

も「米韓安保は最後まできちんとやります」と言うように、

カとの関係を当面はいまの形でしっかり維持していくこと

うか。

押村 デモクラシー先進地域と言われるヨーロッパ。その

アメリカにとって同盟関係は大事だということが基本とし

が大事だろうと。アメリカ追随の安保と言われますが、一

藤崎 私は日米協会という民間団体の会長を務めています

エリート校であるオックスフォード大やパリの国立行政学

てわかっているのだろうと思うんですね。

体であることで抑止力が生じるわけですから、新しい政権

が、外交の基本は、国民と国民の相互理解だと考えていま

院でさえも、金持ちの子女がコネで入学する例が多くあり

さらにもう一つ。いま押村さんがおっしゃったモンロー

が変わった政策を打ち出してきたとしても、この関係を維

す。世論調査によると、アメリカ人の８割は「日本人を好

ますね。それに比べると日本の教育は平等で、日本は教育

主義的な議論は、第二次世界大戦以前を振り返れば明らか

持したほうが日本にとってもアメリカにとっても重要であ

き」と言い、日本人の８割は「アメリカを信頼できるパー

立国だと言う人もいるくらいに海外の評価は高い。ただ問

なように、結局アメリカが高いツケを払うことになってい

ると再認識して、土台が揺らがないようにすることがもっ

トナーだ」と回答しています。これは、沖縄問題で日米関

題なのは、
「平等イコール画一化」という方向へ向かいが

ったという認識がありますから、やはり同盟関係は維持さ

とも重要だと思います。

係が悪化した2009年の調査でも同じような結果が出てい

ちなところだけだと思います。

るんです。長年にわたって、政府の交流のみならず、両国

藤崎 もう一つの日本のいい面は税制で、相続税や累進課

民がいろいろな形で交流をして、そして直接の交流ではな

税の仕組みがしっかりしていますから、大金持ちがいつま

れるでしょう。その中で、もう少し同盟国に負担をしても
らおうという要求は出てくるでしょうが、その基本を揺る

日本は何を発信するのか

がせることはないと思います。

押村 日米同盟には、これまでいろいろな危機がありまし

くとも、アメリカの映画が好きだったり、あるいは日本の

でも大金持ちでいられるわけではない。例えば中国にはそ

押村 同盟国の関係でも貿易と安全保障では、若干ベクト

たが。

伝統文化が好きだったり、そういうつながりで国民同士が

ういう制度がほとんどないし、アメリカもフラットにして

ルの異なる部分がありますね。いまアメリカは、
「国内向

藤崎 やや乱暴なことを言うと、危機というのは本当にあ

信頼感を築き上げてきた結果なんですね。

しまおうという動きがある。そうなるとますます格差は広

けのメッセージ」という側面もあるのでしょうが、貿易の

ったのだろうかと。どうもシンクタンクやメディア、学者

編集部 しかし、いま海外から日本へ留学する人は増えて

がりますよね。

不均衡を問題視しているので、日本の立場は以前よりは微

の方は……。

いるのに、逆に海外へ留学する日本人は減っているそうで

押村 おっしゃるとおりです。格差社会と言われる現在は

妙になってくると思いますが。

押村 すぐに煽るクセがある（笑）
。

すね。

ともかくとして、歴史的に教育や税制によって平等な社会

藤崎 ご承知のとおり1980年代には、アメリカの貿易赤

藤崎 そのように位置づけないと論文は書きづらいのでし

藤崎 それはいまの社会システムに問題があるからだと思

を確立できたのは、日本の社会システムが世界に誇れる部

字の70％が対日貿易でしたが、いまは10％を切っています。

ょうが（笑）
。

いますよ。せっかく日本の一流大学に入って海外の有名校

分だと思います。

それは日本の企業が、自動車産業だけでなく他の製造業に

押村 同盟というのは、両国の脅威認識や国益がオーバー

に留学しても、帰ってきたら企業は日本の大学の新卒ばか

藤崎 先人たちがつくりあげた公平な社会を、われわれは

おいてもアメリカで生産するようになったからで、日本の

ラップしたところで成立すると言われています。しかし冷

りを採用して、留学した人はそこからこぼれてしまうんで

もっと大事にしなければいけない。そして繰り返しになり

自動車がアメリカに向かってどんどん輸出されているわけ

戦の終焉と脅威の変化によって、日米同盟の目的はいった

す。会社に入ったとしても「君は国際派ね。本丸は経営企

ますが、若い人が世界で活躍できるように企業のリーダー

ではありません。

ん曖昧になり、慣性によって維持されました。その後、再

画室だけどね」と。これではいくら若いうちに海外へ行っ

や官僚が価値観をちょっと転換して軌道修正すれば、日本

さらに、アメリカの自動車は日本に入っていないじゃな

定義が試みられ、目的が国際貢献や東アジア全体の安全保

て異文化を体験したほうがいいと言っても、私が学生だっ

の未来は明るいものになると思います。

いかという議論については、例えば東京都であれば、港区、

障というところへシフトしていきます。目的の変化に応じ

たら留学しません（笑）
。だから、若い人たちのことを言

編集部 本日はありがとうございました。
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パラダイム転換と憂慮すべき思考の目先化

ガヴァナンス問題とSHORT-TERMISM

小島

界」論を唱え、翌年に石油危機が発生したことから世界の

題が時代的な大論争になった。

ローマクラブという団体がある。1972年に「成長の限

明

●日本アスペン研究所諮問委員
政策研究大学院大学理事・客員教授

注目を集めたグループである。この団体はいまでも地道な
活動を続けている。私は「成長の限界」論発表の40周年に
あたる2012年にブカレストで開かれた記念総会に参加し
た。そこでのテーマは、過去40年の総括と次の40年の展

現在、単なる一時的、あるいは循環的ではない、より構

の高みに到達、世界が安定、繁栄の時代に入ったと論じた。

望だった。議論の焦点は、世界が直面する課題は地球環境

造的で根本的な変化、転換が様々な分野で起きつつあるよ

米国も世界も楽観的になった。ただ、日本はソ連が崩壊し

問題をはじめとして長期的、構造的な問題であり、長期的

うだ。多面的なパラダイム転換とでも言えるだろう。

た同じ1991年にバブル景気の崩壊に見舞われ、以後、世

な視点による長期的な対応を必要としているのに、政治の

界経済の発展、グローバル化の潮流から逸脱した格好で長

体制も企業経営も短期的、目先的な視点しか持てない。こ

象徴的なのは、彼の最初の著作『経済人の終わり』

1944年のブレトン・ウッズ協定以来、多国間主義、民

ピーター・Ｆ・ドラッカー（AFP＝時事提供）

主主義、自由貿易主義を掲げて世界を牽引してきた米国に

期経済停滞を続けた。1990年代の世界にはグローバリゼ

の現状をいかに打破すべきか、というものだった。皆が口

（“The End of Economic Man : The Origins of

おける、歴史の針を逆転させるようにも見えるトランプ政

ーションの“大潮流”が生まれ、その潮流に乗って、改革

にしたキャッチ・フレーズは「ガヴァナンスとショートタ

Totalitarianism”
）が1939年に出版され、いまだに広く読

権の誕生、英国のEU（欧州連合）からの離脱とEU自体の

開放政策を加速させた中国などの新興経済が大発展した。

ーミズム」
。SHORT-TERMISMという新語と思われる英

まれていることだ。同書は彼が29歳の時に出版されたが、

動揺、数千万人規模で発生した難民、地球環境の変化が背

1990年代は日本にとっては「大停滞」の時代となったが、

語は、2008年のリーマンショックのあと、米国で見聞き

執筆を始めたのは23歳であり、26歳で脱稿した。青年ド

景とされる大規模な自然災害の多発、中国の台頭ないし再

世界経済全体としては、ノーベル経済学賞受賞者であるジ

され始め、
「ガヴァナンス」という言葉とならんで、時代

ラッカーは早くからナチズムの脅威とそれが政権をとる可

台頭を背景とした地政学的な地殻変動、ICT（情報通信技

ョセフ・スティグリッツに言わせれば、
「大成長=ｍega

を象徴する言葉となっているようだ。

能性を予見し、執筆にあたりヒトラーの右腕とされたゲッ

術）やAI（人工知能）の飛躍的な進化による経済・社会的、

growth」の10年だった。

民主主義や市場経済のあり方、教育制度、AI時代への

ペルスには何度もインタビューし、ヒトラーにも直接会っ
ている。

さらには地政学的な影響の深まり、グローバルなテロの多

しかし、1993年にズビグニュー・ブレジンスキーが「歴

対応、急速な人口動態の変化に伴う課題、環境や難民問題

発に見られる非伝統的な脅威の増大、日本だけにとどまら

史の終わり」論に見られた楽観論に警鐘を鳴らした（
『ア

等々、世界は様々な課題を抱えている。変化があまりに早

本書は全体主義を論じた数少ない著作である。彼は同書

ない人口高齢化の進展など、どれもが影響の広がりと深度

ウト・オブ・コントロール――世界は混乱へ向かう！』原

く、広範なため、議論の混乱や不安が生まれている。不確

執筆より前にも論文を書いている。しかし、基本的に全体

において甚大であり、黙視したり背を向けたりしていられ

題“Out of Control”
）
。
「歴史は終わるのではなく加速し、

実性、不透明性、不安定性という言葉が世界中で聞かれる。

主義を狂気の思想とみなして批判した論文であり、ナチス

る動きではない。

圧縮されている。しかもその軌道は不安定で、世界は、自

そうした時代状況においては、歴史的な視点、長期的な

の怒りを買うことは確実だったため、彼は23歳の時、ドイ

動操縦装置を搭載した飛行機のようにはっきりした目的地

視点による発想と議論が、より重要だろう。SHORT-

ツを離れ、イギリスに逃れた。ヒトラーが政権をとった年

がないまま、スピードだけが加速している」
。

TERMISMから政治も企業経営も抜け出さなければなら

である。最初の論文は、ドイツで発禁処分のすえ焚書処分

歴史の流れには分水嶺のようなものがある。9.11、つま
り2001年９月11日に、米国において同時多発テロが発生し、
それを境に米国政府、米国民の安全保障についての考え方

グローバリゼーションは“金融の暴走”を生み、1997

ない。その際、アスペン研究所が志向し続けている、古典

にされた。
『経済人の終わり』が脱稿から出版まで３年を

が変わり、米国は世界の安全保障にもまして自国の安全保

年のアジア通貨・金融危機、さらに2008年のリーマンシ

を読み、基本を考える姿勢が肝要と思われる。そんな思い

要したのは、出版社がしり込みしたからだ。全体主義への

障（ホームランド・セキュリティ）の発想に傾斜した。米

ョックと世界金融危機につながった。世界的な金融危機の

から、政策研究大学院大学（ＧRIＰS）のなかに「グレー

強い批判、やがてナチズムがユダヤ人虐殺に至ること、ヒ

国はイスラム原理主義への憎しみを露わにして、2003年

頻度が高まってきた。スティグリッツはその後、
『世界を

ト・ブックス編集委員会」が生まれた。猪木武徳、北岡伸

トラーがスターリンと手を結ぶ可能性があること、さらに

にはイラク戦争に突入した。その結果は、テロが減少した

不幸にしたグローバリズムの正体』
（
“Globalization and

一、白石隆、宮一穂、山内昌之に筆者（小島）も加わり、

ナチズムは絶えず敵を必要とし、最後の敵を滅ぼしたあと、

どころか中東地域に力の空白を生み、それが“イスラム

Its Discontents ”
, 2002）
、
『世界の99％を貧困にする経済』

議論を重ね、
『リーダーをめざす人にすすめる古典七〇』

自らが危機を内部から招く、などといった大胆な洞察を盛

国”を生み、テロの多発と難民激増をもたらした。9.11の

（
“The Price of Inequality ”
, 2012）などを著した。さら

なる冊子をまとめた。

り込んだものだったためだろう。結局ドラッカーは1937年、

ひっくりかえし、
「11.9」も歴史的な分水嶺だった。これ

に2013年にはパリ大学のトマ・ピケティによる『21世紀

は1989年11月９日であり、ベルリンの壁が崩壊した日で

の資本』
（
“Le Capital au XXIe Siècle”
）が世界に衝撃を

書籍離れが進む。トランプ大統領のツイッター多用も時代

ある。この翌月には米ソ首脳会談が地中海のマルタ島で行

与えた。しかも同著は、皮肉と言うべきか、まず「歴史の

の産物と言える。だが、ますます複雑化する世界で必要な

われ、44年にわたった東西冷戦の終結が宣言された。冷戦

終わり」論を生んだ米国で大ベストセラーになり、格差問

のは、長期的視点、歴史的な視点でじっくりと物事を観察、

チルだった。チャーチルは首相に就任するとナチスとの闘

の始まりが「ヤルタ会談」だったため、この首脳会談は「ヤ

議論することである。葉書一枚かそれ以下の情報量だけで

いに挑んだ。そして、ドラッカーの著作を士官学校の卒業

ルタからマルタ＝From Yalta to Malta」の冷戦終焉セレ

政治や社会が動いてしまうことには危うさがある。

生に「人生の本」として毎年、プレゼントしたという。

モニーだと言われた。翌1990年には東西ドイツが統一、さ

インターネットの時代、スマホやフェイスブック時代で、

いまなお、
ドラッカー

らに翌年の12月にはソ連邦が自壊する格好で崩壊した。

深みのある時代観察で感服するのは2005年に95歳で逝

「歴史の終焉」ではなく「歴史の大加速」

27歳で原稿を抱えたまま米国に移住した。大不況のさなか
の米国である。
出版された著作を激賞したのは、ウィンストン・チャー

ドラッカーの洞察は、視点の広さ、時代観のするどさ、
変化を構造転換への萌芽なのか一時的なものかを見極めよ
うとする観察姿勢、人と社会への深い愛情によって育まれ

去したピーター・Ｆ・ドラッカーである。彼は企業経営の

たようである。それゆえに、何度読み返しても示唆がある。

ソ連崩壊の翌年、1992年に、米国の政治学者フランシ

ハウツーを教える学者ではない。20世紀が生んだ最大の思

古典とされる書物は、物事の基本を考える力を与える。

ス・フクヤマが『歴史の終わり』
（原題は“The End of

索家の一人であり、知の巨人である。学者仲間には彼には

今日のように混沌とした時代にあって、歴史の風雪に耐

History and the Last Man”
）を著した。同著は、米国が

専門性がないとか科学的な分析が欠けているといった評価

えた古典を、物事の本質を議論する手掛かりとして、多く

もあるが、彼には専門性を超えた深い思索、洞察がある。

のリーダーにすこしでも紐解いてほしいと思う。

主導した民主主義や自由経済が最終的に勝利し歴史の発展
8

グレート・ブックス編集委員会著『リーダーをめざす人にすすめる古典七〇』（政策研究院発行）
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人文学不要論に寄せて──セミナーの現場から

Ⅱ．アスペン・セミナーの現場──テクスト読解の実例
まずプラトン『ソクラテスの弁明』から。ソクラテスは、

関根清三
●日本アスペン研究所理事
東京大学名誉教授

されている。セミナーでは、この一句の議論はこの辺りで
収束して、次のテーマへと移って行ったけれども、実は後
日談があった。漢文に関心の深い参加者がおられ、北海道

彼より賢い人間はいないという神託の正当性を疑った。そ

大学の中国哲学の教授が友人ということで、セッションの

こで政治家等、世のリーダーたちを訪ね対話をした結果、

あと早速メールで問い合わせ、これは有力な説だとお墨付

確かに自分が無知であることを自覚している点において、

きをもらった。そのことを翌日のセッションで報告してく

彼らより少しだけ賢いことに気付いたという。Mはふつう

ださったのである。こういう知的好奇心の豊かな参加者が

参加者に向かって、次のような投げ掛けをする。
「無知の

おられると、我々も刺激を受け、冥利に尽きる。

知と言うけれども、ソクラテスだって色々なことを知って

以上２編はエグゼクティブ・セミナーで採用されている

近年かまびすしい人文学不要論に触れつつ、アスペン精

マーサ・Ｃ・ヌスバウム女史の『経済成長がすべてか？』

いるではないか。政治家は政治について、詩人は詩につい

哲学畑のテクストだったが、次にヤング・エグゼクティ

神を再考する一文を、というのが編集部のご要望である。

（岩波書店、2013年）という本は、
「デモクラシーが人文学を

て、手工者は技術について知っている。では無知とは何に

ブ・セミナーのテクストから、しかも文学作品を見てみよ

ちょうど昨夏、７月と９月に、エグゼクティブおよびヤン

必要とする理由」という副題を持つ。ここで彼女は、グロ

ついての無知なのか」と。その答えは、政治家訪問のくだ

う。ドイツ時代の恋人が訪ねてきたのに冷たく追い返す中

グ・エグゼクティブ・セミナーのモデレーターを担当し、

ーバルな時代にデモクラシーが生き続けていくために人文

りの、
「我々は善についても美についても何も知っていま

年の官吏・渡辺参事官の姿を描いた、森鷗外「普請中」で

また８月には米国アスペンに派遣されたので、そうしたセ

学は必須だと訴えている。クリティカルな精神を養うこと

い」という箇所にある。人は善美といった重要な事柄につ

ある。

ミナーでのテクスト読解の最新事情と絡めて書いてみたい。

を彼女も指摘するが、それと並んで強調するのは、イマジ

いて、何が善美か、その例は知っていても、何故それが善

渡辺に侮辱された思いで、
「凝り固まつたやうな微笑を

アスペンを支えてくださっている皆様にはセミナーの現場

ネイションの力を陶冶するということである。

美と言えるのか、体系的に根拠づけることができない、そ

顔に見せて、黙つてシヤンパニエの杯を上げた女の手は、

について説明責任の一端を果たし、セミナーの卒業生の方

人は小説を読むことによって、他者の内面を想像するこ

の意味で無知なのだ。それなのにリーダーたちが、自分の

人には知れぬ程、顫つてゐた。…ヴェエルに深く面を包ん

たちには回顧と再考の一助を御提供し、そしてモデレータ

とを学ぶ。そういう文学作品を精緻に読む人文学は、他者

専門について知識を持っているからと言って、善美の事柄

だ女を載せた、一輛の寂しい車が芝の方へ駈けて行つた」
、

ー同僚諸氏にはモデレーションの試行錯誤を御笑覧に供し

に対する想像力を磨き上げ、このグローバルな時代に、他

についても知っているかに勘違いし、勝手なことを言い権

とこの小説は結ばれる。この寂しさは、女の寂しさを鷗外

たいとのココロである。

国籍、他民族、他宗教の人たちと、徒に暴力的になって喧

威を纏っている社会、それは危ない。そうした危機感に駆

が想像しているだけでなく、渡辺の寂しさをも想像した一

嘩することなく、寛容と忍耐をもって付き合っていく知恵

られてソクラテスは街頭で人々と哲学的な議論をし、彼一

句なのか否か。あるいは、そもそも作者・鷗外自身の心中

を養う。彼女によれば、イマジネイションの能力とは、
「異

流の問答法によって、無知の知の認識に至ることを促した。

はどうなのか。読者は、様々にイマジネイションを働かせ
ることを強いられる、そういう小説である。

Ⅰ．人文学不要論論駁

いたずら

まず猪木武徳先生が、最近とみに喧伝される「実学」と

なる人の立場に自分が置かれたらどうだろうかと考え、そ

人文学、特にソクラテス以来の哲学は、こうした権威に対

は、漠然とすぐ役に立つ学問ではなく、権威に対する「健

の人の物語の知的な読者となり、そのような状況に置かれ

する率直な疑念・クリティークの精神を擁して、問答・対

幾つかの読み筋があるに違いない。

全な懐疑心と独立の気力」をもった学問と解すべきだ、と

た人の心情や願望や欲求を理解できる能力」（同書125頁）

話を重視する。それがアスペンの大事な方法となっている

１つは、鷗外は非常に冷たい男で、モトカノに対してこ

鋭く指摘されていることに注目したい（
「実学・虚学・権

と定義される。そうした能力を磨く点で人文学は必須だと

わけである。そのことの重さを、我々は繰り返し想い起こ

ういう仕打ちをしても何とも思わなかったのだという読み

威主義」
『中央公論』2016年２月号、85頁）
。

いうのが、ヌスバウムの挙げる大事な論点なのだ。

す必要があるに違いない。

筋。実際、この20年前に書かれた『舞姫』の末尾も、恋人

3

3

3

3

この懐疑心と独立心は、今道友信先生の教えを受け継ぐ

経済学者の猪木先生はもとより、ヌスバウム女史の書名

なお『ソクラテスの弁明』や『ラケス』
『プラタゴラス』

エリスを妊娠発狂させながら、涙金を母親に渡して帰国す

アスペンの我々は、
《クリティークの精神》と言い換えて

も『経済成長がすべてか？』である限り、経済活動の重要

篇などで、哲学は《魂の世話》という定義が出て来る。人

る冷淡な男を描いている。だから、この読み方を全く排除

もよいだろう。すなわち、漢語の「批判」は病的な懐疑心

性、そしてそれを支える理系の科学技術の必要を前提とし

は体の世話はするけれど、魂の世話は怠りがちだ。しかし

することはできない。しかし、エリスのモデルになった女

に基づいて相手の悪いところをネガティヴにあげつらう態

ている。しかし、だからと言って人文知を無力として全面

自覚的に魂の世話をするのが哲学である。アスペンはそう

性が来日した折り、一等船客として優雅な船旅をし、高級

度だが、それに対しギリシア語のクリネインに遡る「クリ

的に捨て去る最近の傾向はバランスを失するというのが、

いう魂の世話をする場なのだということに、セミナーのど

ホテルに泊まっていたことが、最近の鷗外研究で突き止め

ティーク」は、健全な懐疑心をもって対象の悪い点を探し

両氏の論意にほかなるまい。そしてここに我々は、近来か

こかで触れておくことも、この論脈でまた必要な筈である。

られている。貧しい舞姫などではなく、下宿先の裕福なお

出し除きつつも、しかしその後に残るポジティヴな価値を

まびすしい人文学不要論に対する強力な論駁のキーワード

さて、西のソクラテスより約１世紀前の東の思想家、孔

嬢さんだったらしく、妊娠も発狂もしていなかった。あの

一己の独立した責任で探り当てる精神的姿勢だと、今道先

を見出し得る筈である。クリティークの精神とイマジネイ

子の『論語』にもクリティークの精神は横溢している。学

生は繰り返し教えてくださった。そういうクリティークの

ションの力、この２つの能力を養うという点で、理系の学

而篇の「子曰、君子不重則不威、學則不固、主忠信、無友

精神を持っているのが実学であり、それを欠くのが虚学な

問に欠けがちな効用を人文学・人文知は有しており、不要

不如己者、過則勿憚改」もその例だが、これについてはし

のではないか。

どころか不可欠な筈なのだ（哲学・文学に加えて史学も、

ばしば、参加者からのクリティークも提出される。７月の

ところが、権威主義に対するクリティークの精神は、主

人類が何を経験しどこまで考えて来たかを検証する反省力

セミナーでも、
「己れに如かざる者を友とすること無かれ」

として哲学など文系の学問で養われる。理系の学問が、も

を陶冶する意味で重要だが、紙幅の都合上ここでは割愛す

というのは、随分利己的な友人観だという批判が相継いだ。

し社会的ニーズや経済成長ばかり気にした科学技術一辺倒

る）
。

Ｍとしては批判がひとしきり出そろうまで待った後おもむ

はし

に奔るならば、この権威に対するクリティークの精神が培

では、アスペンの人文知のテクストを、人文学的成果も

われず虚学となって、権力の側に闇雲に利用される恐れな

適宜踏まえて読み解く時、このクリティークの精神とイマ

揺さぶりをかけた。
「無友不如己者」はむしろ「友に、己

しとしない（そうした科学者たちの例については、例えば

ジネイションの力は具体的にどう養われていくのか。ここ

れに如かざる者、無し」と読むべきではないか。これなら、

フィリップ・ボール『ヒトラーと物理学者たち』
〈岩波書店、

から、テクスト読解の実例を挙げて、我々モデレーター、

友はみんな自分より優っていて、友人から学ぶんだという

2016年〉参照）
。その点で、文系なしの理系という考え方

リソース・パーソン（以下、Ｍ、ＲＰと略記）がどういう

謙虚な姿勢を言っていることになり、孔子の思想にも相応

は危険なのではないか。

点に留意し汗をかいているか、参加者の議論も御紹介しつ

しいだろう。これは実は松山幸雄先生に教えていただいた

つ、セミナーの現場へと踏み込んでいくこととしたい。

説だが、解釈史を調べてみると、有力な読み方として支持

さて、2016年度の京都賞を受賞したアメリカの哲学者、
10

ろに、そもそもこの漢文の訓読の仕方は正しいのかという

森鷗外が留学したライプツィヒ大学（1870年撮影

dpa/時事通信フォト提供）
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人文学不要論に寄せて──セミナーの現場から
『舞姫』の結びは、するとフィクションであって、それと

ションの好例である。
「イギリスの同胞を戦争においては

に、敵も味方もない』という思いから、被爆死したアメリ

存在を創った》ではなく、受動態でただ《存在が与えられ

の類比で「普請中」にも冷淡な鷗外像を読むのは、単純す

敵、平和においては友とみなさざるをえない」
。これは、

カ人捕虜12人の遺族を逐一調べて弔意を伝えた人。この森

ている》と言い直し、その存在の所与性という原事実に対

ぎるかもしれない。

ジェファーソンの起草した最初の版にはなかったが、現在

さんとオバマさんのハグはコンパッション（思いやり）の

する「敬意」を取り戻そうということ。そうすれば、同じ

とすると、第二の読み筋が浮かび上がってくる。すなわ

の怒りに駆られて戦争を仕掛けるだけでなく、将来の平和

共鳴があり、言葉のアポロジーを超えて、我々の共感を誘

く奇跡的に存在を与えられている者同士、お互いの存在を

ち、鷗外はかなり偽悪的あるいは自己批判的な人で、ドイ

時のことも想定し英国同胞の心中も察して、後に付加され

ったのだ」と。オバマ大統領の広島訪問は翌日のセッショ

大切に思い、人権を本当の意味で尊重できるようになると

ツでの恋愛を成就できなかった自分を鞭打っているのだと。

たイマジナティヴな一句なのである。

ンでも、長くロンドンで仕事をしておられて英語の堪能な

いうこと─それが、ハヴェルの根本思想である。こうい

独立宣言は、米国アスペンのセミナーでは「個人の権利

日本人の参加者が図らずも話題とされた。それを受けて、

う方向へと、７月のセミナーの議論は深まっていった。

たまたまそこに至らなかっただけで、自分は本当は悪い男

と自由」というセッションに組み込まれている。最初にア

日本の会社とも取引のある会社役員の男性は、日本人に申

しかもこの思想は、ハヴェルの絶対的な存在体験から生

であり、その俗物のなれの果てがこの渡辺なのだと、鷗外

リストテレスで奴隷と市民の問題、次にルソーで社会契約

し訳ないと思っているアメリカ人として救いになったと涙

まれている。そのことを『プラハ獄中記』の一節は告白し

自身、それこそイマジネイションを駆使して自分を罰して

の問題と論じていくので、独立宣言では「インディアン蛮

ぐんでおられたし、デジタル教育を普及させる会社の女性

ているので、それを今回の改訂版では補った。すなわち彼

いる可能性があるかもしれない。第一の読みが、女性を傷

族」に対する植民地政策を反省する議論が出ることを期待

社長も、戦争で起こる犯罪と赦しの問題に心痛めているア

は、或る夏の日、獄中から外の巨大な木に見入っていて突

つけていることに気づかない想像力ゼロの男という鷗外像

したが、８月のセミナーではそこまでいかなかった。それ

メリカ人として感動したと仰っていた。アメリカ人の半数

如、すべてが神秘的な存在に支配され共存しているという

なのに対し、第二の読みは、むしろ非常に想像力が豊かで、

が不満で、セッションの後の昼食の時間に、気の置けない

は未だ原爆投下は間違っていないと考えているという統計

覚醒体験をした。リーディングの改訂版は、その存在体験

また良心も鋭い男という鷗外像となる。

仲間たちとざっくばらんな対話を試みた。要するに「戦時

があるけれど、こういう良心的なアメリカ人も少なくない

の叙述を講演と並べることによって、思想の生まれて来る

ただ、何も鷗外を徒に美化して話を丸く収める必要もな

には敵、平和時には友というのは、英国人同胞に対するイ

ことを具に知ることができたことは、今回の米国アスペン

背景にどういう体験があるかをはっきりさせようとしたの

いので、第三の読み筋も付け加えておくならば、この小説

マジネイションが働いていて素晴らしいけれど、一歩進め

訪問の大きな収穫の一つであった。

である。この覚醒体験は言語を絶していて、言葉では分か

と同時期に発表された、
「予が立場」という文章が注目さ

て、ネイティヴ・アメリカンに対するイマジネイションは

最後に、日本のエグゼクティブ・セミナーのリーディン

りにくいけれども、その具体的な応用例として面白いエピ

れる。ここで鷗外は、レジグナシオーン（諦念）が自分の

どうなのか」と、敢えて聞いてみた。これはデリケートな

グに戻り、独立宣言とも関係するヴァーツラフ・ハヴェル

ソードが語られているので、Ｍ、ＲＰは努めてそちらも補

立場だと語っているのだ。とすると、文字通り「普請中」

問題だが、
「セッションで話せるのは、税を払えという政

の２つのテクストに触れておきたい。今回の改訂版でセミ

完的に参照する。

の日本のために、陸軍軍医・官僚として身を捧げ、私的な

府と、払いたくないという民衆の軋轢といった、現代とパ

ナー全体の最後に配置した、重要なテクストである。

恋愛については諦めた明治の男の姿勢を、それ以上でもな

ラレルな問題があるといったところまでさ」という、予想

ハヴェルは、チェコスロヴァキアの劇作家で、共産主義

の何かの事故で音声だけ途切れてしまった。解説をしてい

くそれ以下でもなく淡々と描いたのが、この小説だという

下手をすれば相手を妊娠発狂させた可能性もあったけれど、

つぶさ

すなわち、獄中でＴＶの天気予報を見ていたら、ＴＶ局

された反応だった。それで「われわれ日本人は謝ってばか

政権下では抵抗し逮捕され、民主化以降大統領となった政

た女性が、映像だけ映し出されていることに、可哀想なほ

読みも出て来る筈である。つまり、
「一輛の寂しい車が芝

りいるけれど、アメリカ人は歴史の謝罪についてはどう考

治家でもあった。まず、アメリカ独立記念日にフィラデル

ど困惑していた。ハヴェルはそれを見て、いたく同情した。

の方へ駈けて行つた」という結びの一句も、ドイツ女性の

えるのか」とさらに聞いてみると、リーダーが公的に謝罪

フィアで行った「ポストモダンの世界における自己超越の

なぜこんなに同情するのか、最初自分でも不思議だったけ

寂しさだけでなく、渡辺参事官、そして鷗外自身の寂しさ

することはアメリカではタブーだという意見が大勢であっ

探求」という講演。前半で「造物主」
、後半で「創造主」

れど、次第に理由が見えて来たという。つまり、我々は予

も暗示している。我々はそこまでイマジネイションを働か

た。アメリカのようにアフリカンやヒスパニック等、多民

と訳されているのは、原語では同じ creator だが、前半で

め完全な自我を持っていて、そこから困惑した人を助ける

せることを促されるのではないか。

族が混在している国では、ポリティカルな意味で謝罪は難

は「近代科学の把握からあまりにも遠くかけ離れた」概念

のではない。むしろ他者を助ける責任の中に投げ出されて

しいのだ、と。

で葬り去られるのが当然という評価なのに、後半の結びで

いることが先で、その責任を果たしていく途次において、

は《そのお方を忘れてはいけない》と復活しているのは何

徐々に自我が成立するのだ。しかも我々自身が困惑した人

これ以外にも色々な読解の可能性があるが、それらのい
ずれの読みを正解と決する決め手はないだろう。こうした

そこでオバマ大統領の広島訪問に話題が移り、次のよう

読みの幾つかが、セッションの対話で出て来ることもあれ

な話をした。
「今年の５月、オバマさんがアメリカ大統領

故か。７月のセミナーでMは、この辺りの投げかけをした。

そのものなのではないか。天気予報の女性は、自分の傷つ

ば、そこまでいかないこともある。いずれにせよ、大体こ

として初めて広島を訪問した際、公的な謝罪はしなかった

それに対して、独立宣言が creator に言及しており、アメ

きやすさと孤独と無力を赤裸々に露呈していたが、それは

ういった幾つかの読みへとイマジネイションを働かせ、そ

けれど、被爆者の森重昭さんとハグした。そのシーンは、

リカのクリスチャンを前にした独立記念日での講演だから、

我々自身の姿ではないか。だから私自身いたたまれなくな

多くの日本人の胸を打った。森さんは『残された者の痛み

一種のリップサーヴィスではないかといった方向の解釈も

り、どうにかできないか、責任をいたく感じたのだ─こ

出て来た。

のようにハヴェルは語る。

の何れを取るかは参加者に委ねてセッションを閉じる。私
はそのようなモデレーションを心がけており、９
月のセミナーの議論も大体その方向だった。確か

そこから一歩進めて、ハヴェルの体験と思想は、創造主

しかもそればかりではない。ハヴェルによれば、そこに

に「普請中」は一読してちょっと後味の悪い小説

信仰に戻ることよりも、
「存在という奇跡」への眼差しを

はもっと遥かに深い理由がひそんでいる。こういう瞬間に

だけれども、人文知のイマジネイションを働かせ

取り戻すことの方にあるという読み筋に向かった。つまり、

「存在の声」が響いてきて、自分の心を刺激し、眠りから

る練習には好適のテクストだと思われる。

creator が存在を create したということが時代とともに

呼び覚ますのだ。つまり元来結合していた存在がいったん

さて次に、日米のアスペンで共通に採用されて

信じ難くなった。しかし存在が create されている、ある

分離され自閉していたけれど、その元来の存在へと還帰し、

いる数少ないテクストの１つ、
「アメリカ独立宣

いはもう少しニュートラルな言い方をすれば、give され

それと一つに再結合するために働こうという、存在への郷

言」に目を転じたい。

ているという事実も、creator 信仰とともに一緒くたに忘

愁から出てくる覚醒した参加意識が、ここに目覚まされる。

まずこのテクストは、イギリス国王の圧制に対

却してはいけないということがハヴェルの言いたいことな

こういう意味のことを、ハヴェルは獄中記で語っているの

するクリティークを縷々述べたものであることは

のではないか。誰が与えたかは分からないが、宇宙も自然

だ。すると「我々は、奇跡的に存在を与えられている者同

言を俟たない。例えば「暴君の行為によって特徴

も我々自身も、その存在を我々が創り出したのではなく、

士だということに目覚めることによって、初めて互いの人

づけられた君主は、自由な人民の統治者となるに

実は「奇跡」的に何者かによって与えられているというこ

権を本当の意味で尊重し合える」というのがフィラデルフ

は不適当である」といった言い方に代表されるク

と。誰が与えたかは分からないから、主語については必ず

ィア講演の中心のメッセージだという如上の解釈の妥当性

しも否定はしないが判断中止し括弧に入れて、
《創造主が

が、より具体的に見えて来る筈であろう。

リティークである。しかも次の一句はイマジネイ
12

被爆者の森重昭さんとハグをするオバマ大統領（当時）AFP＝時事提供
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人文学不要論に寄せて──セミナーの現場から
希望、愛といったキリスト教の三元徳としても
具現するかもしれない。人類の古典は、例えば
そうした価値について考えて来た。その中には

「アスペン現代社会セミナー」
に参加して

現代ではもう古いもの、手垢がついて現代的に
刷新しなければならないものも含まれるだろう
が、それらに学びつつ、自分の問題として考え

〈2017年２月第１回参加〉

何を拠り所に思考するのか
高橋浩一さん
●TORiX株式会社代表取締役

ていくことが、重要となる。アスペン・セミナ
ーは、煎じ詰めれば、正にそうした主体的な価
値の問題をめぐって、対話を通じ考察を深める
場である筈だ。
参加者の多くは、古典「を」客観的に学ぶの
チェコスロバキア（当時）の首都プラハのバーツラフ広場で、共産主義政権の崩壊と新政権誕生を祝い、
群衆に手を振るヴァーツラフ・ハヴェル氏（1989年撮影 AFP＝時事提供）

ではなく、古典「に」主体的に学び、そこから
リーダーとしての自分の価値観を養って行くヒ

先日、日本アスペンの新しいプログラム「アスペン現代
社会セミナー」に参加させて頂きました。
事前準備では分厚いテキストと格闘し、対話では常に思

らその重みをこれまでの人生でそこまで考えてこなかった
ことへの反省の念があります。
普段の企業経営では、スピーディーな決断や意思決定を

ハヴェルは人文的教養ゆたかな劇作家・思想家だった。

ントを得たいというスタンスで参加される。なるべくそう

そして共産主義政権下で政権批判をし、反体制運動の首謀

いう想いの企業・官庁のリーダーの方たちに、良質のもの

お世話になりました先生方、事務局の皆様、そして対話

意識があるものの、翻って一つ一つの意思決定がどうだっ

者として逮捕され、４年半獄中にいた、文字通り「クリテ

を持ち帰っていただくため、良いテクストを精錬改訂し、

の場をご一緒させて頂いた参加者の皆様へ感謝の気持ちで

たのか、ということを考えてみると、自分自身、色々な思

ィーク」を身をもって実践した人であった。加えてそこに

テクストについての言わば客観的・歴史学的な学問成果を

一杯です。

考のぶれや迷いが散見されます。

は、こういう見ず知らずの天気予報の女性にまでも優しい

コンパクトに分かり易くお伝えできるよう準備を怠らず、

今回の「現代社会」をテーマとした対話では、古典に学

そのとき、
「自分は何に拠り所をもって思考するのか」

同情を抱く「イマジネイション」が働いており、それが深

そして何よりもその先に、価値に踏み込んだ主体的・哲学

ぶことから得られる本質的・大局的な気づきや示唆も大い

という軸がしっかりと立っていなければならないという思

いところで哲学的な存在体験に発している。ハヴェルの言

的な議論を促すこと、また議論を整理して、時には自らの

に刺激になりましたが、普段の日常における仕事に関して

いが、このセミナーを通して非常に強くなりました。

葉は、正にクリティークの精神とイマジネイションの力と

意見も披瀝して、対話の活性化に資すること、それが私ど

も、考えさせられる問いかけや発見が多かったというのが

いう人文知のエッセンスを豊かに体現したものとして、セ

も現場のＭ、ＲＰの務めだと理解している。

非常に印象的でした。

ミナー全体を締めくくるに相応しいと私は考えている。そ

考をフル回転させながらのハードな３日間でした。

アカデミアのＭ、ＲＰにとっても、それは新鮮な喜びで

すぐ役立つような即効性のある知識はすぐに陳腐化しま

して、改訂版を使用して２度目となる７月のセミナーでは、

ある。大学のゼミだと正確にテクストを読む基礎的作業に

すが、一方で、人生の長きにわたって拠り所となる「知」

このことが参加者の活発な対話と呼応して、十分伝わった

時間と労力を割かれるし、研究者としてもやはり歴史学的

というのは、そう簡単に得られるものではないというのも

確かな手ごたえがあった。

な客観性のチェックに随分神経を使うので、主体的な価値

また然りだと思います。

迫られる中で、とにかく速く決めて速く動かねば、という

また、アスペン・セミナーの特徴としては、世の中に大
きな影響を及ぼしている大手企業やNPOなどの法人から、
現役の経営幹部の方々が参加されているというものがあり
ます。
今回も、参加者の皆様と対話や懇親の場でお話ししなが
ら、自分自身の視座・視野・視点について、大きな不足を

の問題にまで踏み込めないことがある。しかしアスペンに

このあたりのバランスが、通常のセミナーでは難しいと

感じる、つまり「痛みを伴う貴重な刺激」がありました。

来ると、そういう自分の日々の制約で蔑ろにする傾向のあ

ころですが、
「古典を題材にして、現代社会で起こってい

対話における他の皆様の発言から、自分では気づいてい

以上、モデレーションの手の内を明かしつつ、最近のセ

った価値の問題に、スッと入り込むことができる。また

る問題構造に想いを馳せながら対話をする」という体験は、

なかった角度からの気づきがあることも勿論なのですが、

ミナーの一端を御紹介してきたが、最後に、アスペン精神

日々の自分の研究が、そうした現場のリアリティという試

まさしくこの「難しさ」に対して響くものでした。

食事や懇親の場で皆様が発せられる一言一言が、何かしら

の基本に思いをめぐらして結びとしたい。

金石でこすられ、その硬度・純度を改めて試される。その

本テーマでの開催は今回が１回目ですので、先生方や事

Ⅲ．アスペン精神再考

自分の内面に語りかけてくるような気がするのです。

古典のテクストに基づいて対話を積み重ねるアスペン・

意味で、人文知の古典によるクリティークの精神の陶冶・

務局の皆様はかなりの準備を経て企画を練り込んでこられ

そして今回はテーマが「現代社会」ですので、まさしく

セミナーは、リーダーシップ・プログラムである。企業や

育成と、イマジネイションの力の養い・学びという本質的

たことと推察します。テキストの選定や当日のモデレーシ

いま世の中で起こっている政治や経済の事象に話が及びま

官庁のリーダーの方たちが、組織をリードしていくための

な点に、参加者と一緒に直面することを余儀なくされる。

ョンとも、
「現代社会に生きる私たちに、どんな気づきや

した。

確固たる価値観を形成される一助として、一見迂遠なよう

実際この夏のセミナーでも、そこまで踏み込んだ方が、セ

思考を促すか」という観点で深く検討されているのが、臨

いつものアスペン・セミナーでは「文献から離れた発言

に見えようとも、人類の知的遺産であり、様々な価値の宝

ッションはスリリングになるし、参加者の満足度も高いと

場感とともに伝わってきました。本当に頭の下がる思いで

よりも、文献に沿った発言を」というモデレーションがさ

庫である古典に学んでいただく。そして様々な対話を重ね

いう感触をもった。もちろん飽くまで参加者が主役であり、

す。

れるのですが、今回は、文献に沿って感じる「現代社会の

ながら、その価値の価値たる所以を検討し、取捨選択し、

その対話の邪魔にならない程度に禁欲してということは前

セミナーの内容としては、時代を遡ってアリストテレス

現代のリーダーとしての新たな価値を発見し創造してくだ

提だ。しかし余りに禁欲し過ぎることは却ってセミナー全

の『ニコマコス倫理学』に始まり、最後は資本主義や競争、

さる縁とする。それがアスペン・セミナーの、他に類例の

体の活力をそぎ、お行儀はよいけれども馴れ合いに堕する

政治など広範にわたる主題に関連した古典をもとに対話を

ない、独自の地歩に違いない。

気がする。

深めました。

そうした価値は、例えば、真・善・美であり、時には聖

今後とも、アスペンに灯された人文知の、クリティーク

このセミナーで私が一貫して感じたのは、
「人間の根本

ということも考えねばならず、また日本のアスペン・セミ

の精神とイマジネイションの力を養いつつ価値観を精査形

的な性質について、自分なりの考えをいかに深め、磨き、

ナーでは、中でも倫理的善が重視されて来たように見える。

成していく活動を、このような人文学不要論のかまびすし

育んでいくか」ということの重要性です。

とすると、そうした善は、東洋の仁・義・礼・智・信の五

い時代にもかかわらず、否、そういう時代だからこそ、絶

特にセミナー最後のセッションでは、参加者の皆様から

徳や孝・悌・忠の実践として表されることもあるだろうし、

やさずに受け継ぎ、新しい時代に合わせて展開していきた

「思慮をすること」に関する発言が多く出ていました。私

知恵、勇気、節制、正義といったギリシアの四元徳、信仰、

いという思いや、切なるものがある。

自身、
「思慮をする」ということに対して、恥ずかしなが

14

構造に対する自分なりの意見や考え」が飛び交う活発な対
話がなされました。
それによって、新聞などのニュースや日常の会話からで
きあがっている自分自身の「認識」に対して、色々な角度
から掘り起こしが行われるという貴重な体験となりました。
これまでも、他のテーマに関するアスペン・セミナーは
体験しましたが、
「現代社会」というテーマで古典に学ぶ
場から得られた学びは計り知れないものであったと、改め
て思う次第です。
貴重な学びの機会を頂いたことに深く感謝申し上げます。
15

小林陽太郎奨学金設立によせて
伊東 健

小林陽太郎奨学金 概要

日本アスペン研究所常務理事

このたび、1998年の日本アスペン研究所の設立に際して中心的な役割を果たし、そ
の後16年の長きに亙って当研究所の理事長を務めた故・小林陽太郎氏の栄誉を称え、氏
の名を冠した奨学金制度を設立しました。
本奨学金は、産業界、官界、政界、NPO等のヤング・リーダー（30歳～50歳）を対

Ⅰ. 対象プログラム

【2017年の対象プログラム開催予定】

〈プログラム１〉

〈プログラム１〉

米国および海外のアスペン研究所が各地で主催する「ソクラ

2017年 ５ 月19日～21日 SOCRATES SPAIN  RONDA,SPAIN

テス・プログラム」やその他のプログラム。

2017年 ５ 月25日～27日 SOCRATES KYIV  KYIV, UKRAINE

〈プログラム２〉

2017年 ７ 月 ７ 日～10日 SUMMER SEMINARS  ASPEN, CO

日本で年２回開催する米国アスペン研究所の「小林メモリア

2017年12月

SOCRATES MEXICO PUEBLA, MEXICO

ル・ソクラテス・プログラム」
。

2018年 ２ 月

WINTER SEMINARS  ASPEN, CO

※ともに米国アスペン研究所から派遣されるモデレーターに
〈プログラム２〉

象に、米国をはじめ世界に広がる各国のアスペン・パートナーが開催する各種プログラ

よる、英語のテクストを用いて英語で行う対話セミナーです。

ムに参加する機会と費用を提供するものです。現代が直面する様々な社会的・文化的な

Ⅱ. 対象となる応募者

課題に向き合い、
「よき社会」を築くためのリーダーシップを醸成することを目指します。

産業界、官界、政界、NGO等で活躍中もしくは今後の活躍

開催地：滋賀県大津市

が期待されるヤング・リーダー（主に30歳～50歳）
。

モデレーター：William Powers（MITメディアラボ教授）

プログラムはすべて英語で行われます。
奨学金の原資は、小林氏の長年の盟友である米国アスペン研究所国際委員会名誉会長
のレナード・ローダー氏の個人的な寄付と、小林百代夫人の篤志、そして日本アスペン
研究所のマッチングファンドから成り立っています。
米国の化粧品会社エスティ・ローダー社の名誉会長でもあるローダー氏は、富士ゼロ
ックスの会長でもあった小林氏とアスペンの活動を通じて親交を持ちました。両氏は誕

Ⅲ. 募集人数
〈プログラム１〉年間７～10名
〈プログラム２〉年間24名前後（各回12名前後）

Ⅳ. お問い合わせ、お申し込み

生日が２カ月しか違わず、また学んだ時期は異なるもののペンシルベニア大学ウォート

お申し込みや募集要項のご希望、お問い合わせにつきまして

ンスクールの同窓という縁もあって、意気投合しました。さらに両氏ともに米国アスペ

は、下記までご連絡ください。

ン研究所の理事でもあったため、頻繁に会う機会があり、アスペン研究所が掲げる理念
の実現に向けて、共に汗を流す間柄となりました。
2013年秋には、ローダー氏が音頭をとられて世界各国のアスペン研究所から多くの

2017年10 月12日～15日 KOBAYASHI MEMORIAL SOCRATES
SEMINAR I

講師、トピックなど最新の開催情報はこちらをご覧ください。
https://www.aspeninstitute.org/programs/
なお、本奨学金は当面３年間の運用となります。３年経過後については運
用実績を踏まえた上で検討する予定です。

日本アスペン研究所「小林陽太郎奨学金」事務局
TEL：03-6438-9208
E–mail : scholarship@aspeninstitute.jp
（担当：坂本、千葉）

理事が来日し、当研究所の創立15周年を盛大に祝うことができました。
しかし小林氏はその翌年に体調がすぐれず理事長を退任、2015年９月に他界されま
した。
畏友を失ったローダー氏は、小林氏のアスペンに対する情熱とリーダーシップ、国際
メキシコでのソクラテス・プログラムのアクティビティの一つと
して聴講したシンポジウム「人工知能 vs 人間」

人としての類なき品格を称え、そして氏の遺志を次の世代に受け継いでもらいたいとい
う願いから、故人の名を冠した奨学金制度の設立を提案され、百代夫人の賛同と篤志も
頂戴して、小林陽太郎奨学金を設立しました。
ローダー氏は近年の日本が内向きになっていることを懸念されておられました。本奨
学金が、小林氏のようにグローバルに活躍するリーダーになるための一助となることを
心から願っております。受給者は選考の上、決定いたしますが、会員企業・団体はもと
より各界のヤング・リーダーの積極的な応募を期待いたします。

2016年11月、メキシコのプエブラ市で開かれたソクラテス・プログラム。アメリカ大陸最古の公共図書館、
パラフォクシアナ図書館にて（写真提供：メキシコアスペン研究所）
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2016年７月、米国アスペンで開催されたソクラテス･プログラム
のレセプションの様子（写真提供：米国アスペン研究所）
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Aspen community
■小林陽太郎奨学金設立

現代の課題から人間的価値を見つめる「ソクラテス・プログラム」
小林陽太郎奨学金による派遣対象の一つである「ソクラ

府による検閲が当然のこととして実施されていた母国につ

テス・プログラム」は、米国アスペン研究所が国内外で展

いて語りました。どの発言に対しても、全員が真剣に耳を

開し、すでに20年の歴史を持つセミナープログラムです。

傾け、受け止め、対話が続きました。筆者自身、日本を離

各界の若手リーダーとモデレーターが輪になり、共通のテ

れ、国籍も背景も多様なメンバーとの対話に参加して、民

クストを読み込んで対話するという形式は、日本のアスペ

主主義というものを切実に捉える機会になったとともに、

ン・セミナーと同じ。大きな違いは、使用言語が英語であ

日本では筆者を含めかなり多くの人が身近な満足や幸せを

ること、様々な国の参加者がいること、そして何より、対

求め、民主主義といった大きく大事な問題をどこか他人事

話の題材でしょう。
「ソクラテス」では、サイバー・セキ

あるいは政治任せにしてしまっているのではないかと反省

ュリティ、人工知能（AI）
、デモクラシー、教育といった

しました。

現代の課題について対話し、思索を深めます。テクストも

米国での「ソクラテス」は５つのセミナーが同時開催さ

数カ月から数年以内に発行された文献が中心で、各テーマ

れており、昼食、夕食は総勢120名を超える参加者や講師

に通じたモデレーター自らがセミナーごとにセレクトしま

が一堂に会しての交流の場となりました。また５分間で

す。基本のスケジュールは、初日夜のレセプションから始

次々に異なる人と自己紹介する「スピード・ネットワーキ

まる３泊４日。３つの対話セッションと、講演や美術館訪

ング」というユニークな自由参加プログラムも用意され、

問などのアクティビティで主に構成されています。

多くの参加者と交流を図ることができました。

日本アスペン研究所のスタッフも、2016年の７月と11月、

かわって、メキシコでのセミナーは、米国大統領選の衝

それぞれ米国アスペン、メキシコはプエブラでの「ソクラ

撃冷めやらぬ2016年11月半ばに行われました。テーマは

テス」に参加しました。その模様を紹介いたします。

「デジタル・エコノミーにおける仕事の未来」
。モデレー

＊

ターは、ジョージタウン大学で社会的インパクトとイノベ

米国コロラド州アスペンで開催された「ソクラテス」で

ーションを教えるソナル・シャー氏が務めました。デジタ

は、
「デジタル時代のデモクラシー」のセミナーに参加。

ル技術の発達とともに、経済や雇用はどう変わるのか、そ

モデレーターを務めたのは、
「ソクラテス・プログラム」

れに備えるために教育はどうあるべきか。トランプ新政権

が始まった20年前からセミナーを担当し、米国アスペンの

への切実な不安と懸念が入り混じり、白熱した議論となり

プログラムの一つ「コミュニケーション・アンド・ソサエ

ました。20名強の参加者の大半がメキシコ出身で、若い社

ティ・プログラム」のエグゼクティブ・ディレクターでも

会人から、母国を飛び出し活躍する起業家、政府職員、人

あるチャーリー・ファイアストン氏。情報通信技術（ICT）

事専門家まで、立場は様々。新鮮だったのは、意見が対立

が民主主義の本質をどのように変容させるのか、そして、

し始めると、どこからともなく拍手が沸く、温かな対話の

よりよい世界の構築のために私達はどのようにICTを活用

雰囲気。参加者の大半にとって英語は第二言語ですが、知

していくべきかについて、様々な側面から考察し、対話を

らない言葉も自然と助け合います。現実の課題に対する各

重ねました。セミナーには、米国に加え、メキシコ、日本、

自の問題意識を持ち寄り、進歩とは、効率とは、幸福とは

そして米国在住のモロッコ・中国・英国出身者も参加し、

……、そんな価値をめぐる議論へと深まっていく瞬間には、

職業、年齢も多様な25名のメンバーが集まりました。

アスペンらしい醍醐味とともに、多様性と一体感が感じら

セッションでは、
「アラブの春」でICTが民主化運動拡
大に果たした役割、その一方でインターネット発達がもた
らした「忘れられる権利」の問題など、いくつもの事例を
踏まえた活発な対話が行われました。

●日本アスペン・ソサイエティ・オブ・フェローズ
浅野
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浅辺

公彦

奥田

環

楠下

敬之

佐々木恵美子

島内

恭子

高橋

秀雄

築地勢津子

波戸岡光太

原口

貴彰

堀内

勉

丸橋

祐次

宮嶋勇太郎

村田

幹夫

脇田

一郎

渡部るり子 （五十音順・敬称略）

二牟禮弘樹

「Aspen雪組」同期会
宮本

透

●富士ゼロックス株式会社執行役員

われわれは2014年２月のアスペン・

ご紹介で小児がん患者のご家族のため

セミナーからほぼ４年が経過して世

エグゼクティブ・セミナーに参加しま

のペアレンツハウスを見学と、普段は

界の情勢が大きく変化していく中、メ

した。ところが研修が始まった翌日か

アクセスができない施設の見学など貴

ンバーの皆さんが所属していた企業や

ら関東一帯に大雪が降り、ホテルに閉

重な経験をさせて頂きながら交流を続

団体を取り巻く環境も大きく変化して

じ込められたような状態で約１週間を

けています。

います。個人としても、セミナー後に

第６回は富士ゼロックスの横浜みな

渡米されて帰国された方や、リタイア

とみらい事業所においでいただき、

された方もいらっしゃいますが、この

それ以来、年に約２回のペースで幹

「共創ラボ」というお客様に対する価

同窓会はお連れ合いも含めた「個人」

事を持ち回りしながら同窓会を開き、

値提供の弊社の取り組みをご紹介する

のつながりであることを、われわれは

第７回を昨年12月に迎えることができ

機会もいただきました。

会の中で再確認しております。１週間

過ごしたため、同期会は「アスペン雪
組」と名づけました。

そんな中で、女性初の民間人校長先

のOff the Jobでリベラルアーツのエ

それまで、メンバーの皆さんの素晴

生をされている横浜市立中川西中学の

ッセンスを学びながら、同じ時を雪の

らしいアレンジで、寺田修さん（清水

平川理恵さんの発案による中学生の職

中で過ごしたこの「繫がり」は、セミ

ました。

建設）のご紹介で日本工業倶楽部を見

場体験ということで、メンバーの数社

ナーで学んだ内容と同様に、われわれ

学、北森信明さん（三井物産）のご紹

で生徒さんを受け入れて仕事の体験を

個人個人のLife timeでの財産となっ

介で綱町三井倶楽部を見学、西田直人

してもらうというような、ネットワー

ていくことを実感しています。

さん（東芝）のご案内で川崎の東芝ス

クの広がりも出てきています。

マートコミュニティセンターと東芝未
来科学館を見学、小川洋さん（キリ
ン）のご案内で山梨のメルシャンワイ
ナリーの見学（もちろんテイスティン
グも！）
、尾花秀章さん（東京ガス）
のご案内で銀座の「食」情報センター
での料理教室見学と体験を、そして昨
年末は久保理子さん（アフラック）の

同期会に参加された皆さん（筆者提供）

（順不同）
2016年度に次の書物をご寄贈いただきました。

れました。
＊
2017年10月には「小林メモリアル・ソクラテス・プロ
グラム」として、日本で初めてのセミナーを開催いたしま

加えて、民主主義に関する参加者の経験も共有されまし

す。モデレーターは、MITメディアラボ教授で、デジタ

た。例えば、言論の自由については、ヘイトスピーチに関

ル時代における生き方を真摯に見つめた『つながらない生

する発言により対話が展開。米国の参加者は、公には人種

活』の著者ウィリアム・パワーズ氏。ご興味ご関心のある

を含め個々人の尊重を掲げる米国の一流大学でさえ、実際

方は、事務局までぜひお問い合わせください。

には異なる状況があった経験を話し、また他の参加者は政

新たに会員になられた方々

（日本アスペン研究所事務局 坂本・千葉）

柿原泰・加藤茂生・川田
勝編／村上陽一郎他著
『村上陽一郎の科学論―
批判と応答』（新曜社）

猪木武徳著『自由の思想
史―市場とデモクラシー
は擁護できるか』（新潮
選書）

松山幸雄著『頑張れ！日
本―国際社会へ羽ばたく
世代に』（創英社／三省
堂書店）

荻野弘之・新島龍美訳
『アリストテレス全集
16』（岩波書店）

中村桂子著『小さき生き
ものたちの国で』
（青土
社）

【編集者のひとりごと】 「弥生も末の七日」ではなく、弥生の末までに第31号を発行できることを夢見ながら、
「ひとりごと」を書いている。
いにしえ

「弥生」は、もとは「いやおい」と発音していたのが変化して「やよい」となったらしい。
「弥」には「いよいよ」という意味があり、古

びとはあちこちで芽吹くのを見て、
「いよいよ草木が生い茂る」気候になった、とウキウキしたに違いない。旧暦やら新暦やらと固いこと
4 4 4 4

はさておき、兎にも角にも三月末に発行し、四月前半にはお届けできるよう骨身を惜しんで頑張ります。夢で終わりませんように。（Ｒ）

18

アスペン・フェロー
2017年  月発行
発行人：橋本美博

No.31

発

行：一般社団法人 日本アスペン研究所
〒106-002 東京都港区六本木6-15-21 ハークス六本木ビル₂階
TEL.0-648-9208 FAX.0-405-1668
http://www.aspeninstitute.jp/

制作協力：㈲ル・マルス

印刷：富士ゼロックスシステムサービス㈱

