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本物の自由主義者

編集部　いま、政治への不信感が大きいのかもしれません
が、近代の日本の政治家、特に石橋湛山を再評価する動き
が出てきています。ジャーナリストであり経営者であり政
治家であり、そして優れた思想家でもあった湛山ですが、
きょうは『石橋湛山──自由主義政治家の軌跡』（中央公論
社）を書かれた筒井先生と、この６月に湛山をテーマにウ
ィークエンド・セミナーを開かれた猪木先生に、石橋湛山
をめぐって多面的な角度からお話し合いいただきたいと思
います。
猪木　ここ十数年ぐらいの湛山論が、彼のアイデアリスト
（理想主義者）としての側面や、いわゆる金解禁論争など
における経済政策家としての側面、例えば緩やかで安定的
なインフレ率を持続させることによって完全なデフレから
の脱却と経済の安定成長を図ろうとするリフレ論者として
の湛山の先見性などが強調されることが多いのですが、そ
れは少し一面的な見方にすぎるのではないかと思うんです。
　しかし筒井さんの『石橋湛山』は、1951年の公職追放

から57年の首相辞任までを、『石橋湛山日記』（みすず書房）
だけでなく当時の新聞や雑誌を丹念にあたられ、湛山の実
像とその社会背景にまでせまった名著ですね。あのご本を
書かれたのは1980年代半ばでしたか。
筒井　1986年です。猪木さんにそこまで褒めていただい
て恐縮です。しかし私も、最近の湛山論は実像を歪めて執
筆者の主張に都合がいい部分だけを集め肥大化させたもの
が多いと思っていましたので、それを少しでも正すことが
できる機会になればと馳せ参じました。
猪木　短命に終わった総理大臣職の潔い辞職に関して、賞
賛と批判、プラスとマイナス、さまざまに言われています
ね。それから肺炎と軽い脳梗塞に倒れて総理大臣を退いた
後にもっとも力を注いだ日中国交政策についても、晩年の
湛山は理想主義に傾きすぎたのではないかという指摘もあ
ります。
　そしてこれは、言論の世界で理想論を書き連ねてきた人
が実際の政治の場に出たときに、同じように理想主義に基
づく政策論を展開できるのかどうかというひとつのモデル
ケースでもあり、非常に難しい問題を提起していると思う
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のです。筒井さんは政治家としての湛山について、どのよ
うな位置づけをされておられますか。
筒井　近代の日本で民主主義を唱えた人は多いのですが、
私は、共通ルールのもとでの万人の自由を説いたジョン・
スチュアート・ミル的な真の自由主義者は少なくて、いわ
ゆるマルクス・レーニン主義からスターリン主義につなが
りかねない民主主義だったり、自由の抑圧に対する配慮の
ない平等主義だったりしている場合が多いと思っているん
です。おそらくそれが日本の言論・思想界のひとつの特色
なのでしょうね。
　だから多元的な自由主義こそが自由主義の神髄だと思う
のですが、大正から戦後までの日本には、そのような自由
主義を標榜する人はあまりいなかった。本来の自由主義は
個々人がそれぞれの幸福を追求するものであり、そのため
に人々が対等に議論してものごとを決めていくものになり
ます。それが必然的に多様な意見の存在を認め議論して決
めていく議会政治を生み、議会政治は政党政治になってい
くわけですね。しかし私が見たところ、そういう自由主義
的観点から政治に関わった人は少なく、一貫して議会制民
主主義を唱え実践した石橋湛山は、日本の近代史の中でも
稀有な存在だと言えると思います。
　例えば、明治中期に起こった普通選挙運動は第一次世界
大戦後の1919年から広く国民も巻き込んで激化し、1925
年に実現しますね。そのころすでに言論人として活躍して
いた石橋湛山も活発に活動しますが、彼が書いた「なぜ普
通選挙をやらなければいけないか」という文章を読むと、
普選運動を一所懸命やって皆さんに選挙権が与えられるよ
うになれば、ロシアの革命のような極端なことを起こさず
に済むということを強調しています。つまり極端な平等至
上のデモクラシーの行きすぎが生むものへの危険性に対す
る「安全弁」に普選がなるのだと言っているわけです。学
生ら運動家たちはどんどん先鋭化して行き着く先は革命し
かないという危うい機運の中で、そんなことを言ったのは
湛山ぐらいでしょう。日本ではデモクラシーがややもする
と極端な平等主義に行きがちで、ルールのもとでの平等を
唱える自由主義路線が薄れかねなかったので、彼は早い段
階からその点を強調していたんですね。
　その後、1928年に第１回普通選挙が実施され、初めて
無産政党が生まれます。当時の普選は、男子で25歳以上の
みという限定されたものでしたけどね。でもいちおう民主
主義が実行され、二大政党制にもなったわけだから、言論
人であれば日本でも本格的な議会政治が始まったことを歓
迎すべきだったのに、当時の新聞や雑誌を見ると、既成政

党はいままでの既存の腐敗した社会体制を維持するものに
すぎないから駄目だと言って、無産政党に期待するという
論調がすごく多いんです。新聞は大正時代からずっと、既
成政党ではなく、新しい勢力、新しい政党によって日本を
変革すべきだということを書いています。いまに至るまで
ね（笑）。
　もちろん湛山も既成政党批判をしていますが、当時の無
産政党は三つに党派が分かれて喧嘩ばかりしていて、本当
は議会で多数派を占めなければいけないのにそういう努力
は乏しかった。だから湛山は、議会は皆の意見を調整する
ところなのだから互いに妥協しなければいけないと、無産
政党をたしなめているんです。
　このように、日本の民主主義の成立にとって一番大事な
時期に、湛山ほど自由主義や議会政治の根本を説き、単な
る平等主義的デモクラシーではない方向を示唆し続けた人
はいないということで、私はその点を重視したいと思って
いるんです。
猪木　なるほど。『湛山回想』（岩波文庫）に、当時、憲政
の神様と言われていた東京市長の尾崎行雄のところに駆け
出しのジャーナリスト湛山が出向いて普選促進論をぶった
ところ、日本のような礼儀の少しもない国でいま普通選挙
なんか導入したらとんでもないことになりますよ、という
ことを言われてびっくりしたという話が出てきますね。憲
政の神様としてもっぱらデモクラシーを唱えていた人が心
の底ではそんなことを思っていたのかと、湛山は失望する
と同時に発奮するんです。尾崎行雄などによるデモクラシ
ー論は、やはり机上の議論にすぎなかった。その点、湛山
は筋金入りでしたから、ずっと運動の先頭に立っていまし
たね。
　だから、彼の普通選挙促進論では、先ほどおっしゃった
ロシア革命のような事態を避けるということと同時に、デ
モクラシーの実現をめざすこと自体に教育効果があると強
調しています。労働者階級にも議会に参加してもらわなけ
れば意味がないと。その点でやはり湛山は本物だなと感じ
ました。
筒井　私もまったく同じことを考えていました（笑）。

リアリスト湛山

猪木　もうひとつ、当時の政府が持っていた「大日本主義
の幻想」とでも言うべきものを湛山は批判して、「小日本
主義」という、要するに帝国主義に反対し、満州、朝鮮、
台湾から手を引けという植民地放棄論を唱えました。この
ことをめぐって、湛山は侵略主義者ではなかったという短
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絡的な持ち上げ方がされていますが、植民地を維持管理す
るためのコストや無用にナショナリズムを刺激することの
危険性など、長期的に見れば中国などを植民地化しても日
本にとって何の得にもならないという、いかにも経済ジャ
ーナリストらしい湛山ならではの、合理的な経済計算に基
づくリアリズムの結果から導き出された結論なのです。そ
の点があまり強調されずに、侵略主義者ではなかった、平
和主義者だったという面ばかり言われることについてはど
う感じられますか。
筒井　そこをきょうはできるだけお話ししたいと思ってい
たんです。冒頭でも言いましたが、どうも石橋湛山の言っ
たことの一部やある時期に言っていたことを肥大化させて、
それが湛山のすべてのように言う論調が多くて、きっとい
まごろ、本人も迷惑しているのではないかと思うんですよ。
「これ、俺のことかい？」みたいなね（笑）。
　帝国主義的な拡張主義に異を唱え、平和的な加工貿易立
国論や植民地放棄を主張した「小日本主義」を大正時代に
提言したことは立派だと思います。しかし、湛山が晩年に
なって語ったあまり引用されないものを読むと、「自分は
大正時代ごろはいろいろ我ながら面白いことを言っている
が、あれは要するに自分自身が実際の政治にタッチしてい
なかったから言えたんだ」というようなことを言っている
んです。
猪木　『湛山座談』（岩波書店）にも同じような話が出てき
ますね。湛山は第二次世界大戦が終戦した翌年に総選挙に
出馬して落選していますが、そのとき、なぜあなたはジャ
ーナリスト、言論人としての自由な立場を捨てて政界に入
ったのですかと聞かれて、自分は確かに戦前いろいろなこ
とを言い、論陣を張ったけれども、どうも青臭い、甘っち
ょろいことを言ったと反省している、と。それを読んで、
なるほど、そういうことかと。しかしながら、確かに青臭
いかもしれないけれど、いま改めて読み直しても非常に合
理的な議論をしていますね。
筒井　合理性という点では確かに変わりませんね。湛山は
大正時代に「小日本主義」を唱えますが、その後、時代が
進み、満州事変が起きたりして日本と諸外国との関係もど
んどん悪くなっていきます。それにつれ、最初は反対して
いた満州国が昭和７年（1932）に誕生すると、いまさら
できあがってしまったものを反対してもしようがない、こ
れを認めた上でどのように日本の国際的地位の下降を食い
止めるかを考えよう、という論調になっていきます。同様
に、国際連盟の脱退や日独伊三国同盟、大東亜共栄圏構想
などにもことごとく最初は反対していますが、結局それが

ある程度実現してしまうと、その中でどうやって多角的な
貿易を発展させていくかに論調が変わっています。だから
「小日本主義」も、満州国を肯定した時点でもう成立しな
い議論になっているのに、大正時代に言ったことを昭和ま
で当てはめて評価の対象にするのは正しいやり方なのかな
と疑問に思うんですよ。
　ただ、ここがまた私が石橋湛山を尊敬するところでもあ
りますが、論調を軌道修正していくことで、言論人として
の湛山は、普通の日本人と同じ地平に立とうとしていたと
思うんです。普通の人々と同じ輪の中に入って「いまの政
府は帝国主義でけしからん」などと言っていたら、勇気あ
る立派な発言かもしれないけれど、国の言う聖戦という主
張を信じ込み、軍部の拡張主義に熱狂している国民には寄
り添えられない。ジャーナリストとしては普通の国民の感
覚から離れないようにしなければいけないという思いもあ
って、言論が時々刻々と変化したのだろうと私は考えてい
るんです。その結果、戦中に多くの雑誌が廃刊の憂き目を
見た中で、湛山が経営する東洋経済新報社は、驚くべきこ
とにほぼ終戦のころまで雑誌を出し続けることができたん
ですね。
　いま改めて湛山を研究する若い人たちが出てきていて、
中にはいろいろありますが（笑）、若き研究者の一人であ
る上田美和さんが書いた『石橋湛山論──言論と行動』（吉
川弘文館）は大変優れた研究です。その本で知ったのですが、
「東洋経済新報」の発行部数は、昭和の初期は5000部と
いう小さなメディアだったのに、日本が国際的な立場が悪
くなり、国内的にも自由な言論が抑圧されるようになるに
つれて発行部数は増えていき、昭和18年（1943）ごろに
は３万5000部ぐらいになったそうです。
猪木　湛山自身はしばしば3000から5000部と言っていま
しが、そんなに増えましたか。
筒井　まあ、それでも一般の新聞やメジャーな雑誌から見
ればかなりマイナーな存在ですけどね。しかし、あのころ
に弾圧され匿名でしかものを書けなかった清沢洌をはじめ
いろいろな人が言っていることですが、当時はもう「東洋
経済新報」しか自由にものが書けるところはなかったと。
そういう原稿を掲載していた雑誌が何とか終戦まで発行を
続けられたのは、あの時代の言論統制を鑑みれば本当に大
変なことだったと思います。また、だからこそ戦争中から
ひそかに戦後の復興問題の研究会を始めることもできたわ
けですね。
猪木　まさに湛山の立派さを裏づけるエピソードですが、
戦後に公職追放になったのは、そのあたりを揚げ足取りさ
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れたのでしょうね。
筒井　それは、戦後すぐの第一次吉田内閣時代に大蔵大臣
として進駐軍経費削減などを要求してＧＨＱから睨まれた
ことが大きいのでしょう。それ以外のことで湛山が公職追
放になったとしたらおかしい。この問題では吉田茂の影も
ちらついているんですけどね。「東洋経済新報」の出版が
続けられたと言っても、何かと嫌がらせを受けていてギリ
ギリのところで発行できていたわけで、公職追放には該当
しないと思います。例えば内務官僚の町村金五のような人
間と個人的な関係をうまく築いていて、そう簡単に潰され
ないような工夫もいろいろしていたから何とかなっていた
んです。
猪木　湛山は、国家がこのようなことを決めたのだから、
事実を受け入れつつセカンド・ベストの政策を探ることの
方が大事だ、牢屋の中で一人で反対を唱え続けるようなこ
とは、たとえ後日それで褒められたとしても嬉しくない、
そんなことをしても政策的な実際の効果はないんだ、と考
えていますね。満州事変以降も心中は煮えくり返るような
想いを持っていたと思いますが、その場合に知識人がとり
得る態度には二つあって、あくまで抵抗して牢屋に入るか、
弾圧をうまくかわして自分や仲間のいる場を守るか。そし
て湛山は後者を選んだわけです。
筒井　そうですね。戦中に牢屋に入っていた方というのも
一つの立派な生き方ですが、それだけが正しかったかと言
うと、違った生き方をした人の評価もあって然るべきだと
思います。
猪木　現場にいる人間は、とにかくあらゆる手を尽くして
戦わなければならないですからね。
筒井　日本の戦前・戦中の知識人研究は、抵抗にはどんな
形態があったかといったことに集中しすぎですね。でも、
普通の庶民は戦争協力云々という前に、とにかく有無を言
わさず戦争に直面させられていたわけだから、言論人も男
性の場合は二等兵で応召され家族と別れて戦場に向かう人
たちの立場に立ってものごとを見ていなかったら、世情と
どんどんズレていきますよね。
　この時期の知識人は、昭和の初期はマルクス主義者で、
昭和10年代ごろになるとだんだん右傾化して聖戦礼賛を
唱え、戦後になるとハッと気づいてまた左翼になる（笑）。
このパターンが多すぎます。そういう時代背景の中で、や
はり湛山は際立つ存在だったと思います。

石橋湛山のもうひとつの顔

猪木　行政に関して言えば、中央集権、画一主義、官僚主

義との訣別を主張していた湛山が重視していたのが、地方
分権の問題ですね。彼は、日本の地方自治が非常に貧弱で
あることを折にふれ嘆いていました。湛山は福澤諭吉と二
宮尊徳を非常に尊敬しており、その福澤が言った「地方分
権は外国交際の調練なり」という言葉に影響を受けていた
はずです。福澤は、地方自治を実行するには個人がしっか
りと自分の身の回りに関して的確な判断力を持っていない
と駄目だ、そして地方自治がきちんと機能していない国は
まともな外交などできるはずがないと『分権論』で言って
います。
　福澤諭吉が亡くなってから100年以上が経ちますが、日
本の地方自治はいまだに未成熟な部分が多いですね。
筒井　地方自治体の職員の方に聞いたことがあるのですが、
いまでも中央政府に大きくコントロールされているという
のには驚きました。
猪木　地方自治が成熟していなければ日本のデモクラシー
も本物にならないという福澤と湛山の見方は、現代にも通
じる非常に重要な指摘ではないかと思うんです。
筒井　それから従来の石橋湛山研究で首を傾げてしまうの
は、公職追放が解けた後の1951年から56年まで、湛山は
ものすごい政治抗争のまっただ中にいたんですが、驚くこ
とに私が湛山の本を書くまで、この時期についての政治史
の本はまったくなかったということです。要するにそれ以
前の研究者は社会主義政党などについては一所懸命に調べ
て本当に詳しいんですが、自民党など保守政党の研究とな
るとゼロなんですよ。
猪木　だいたい日本人は、歴史でも社会科学でも、異端の
研究が好きですから（笑）。まずはオーソドックスを研究し、
そこのところをきちんと理解しないと次に進めないはずな
んですけどね。それをしないで、戦後も最近の社会科学も
マイノリティーの研究が多いですね。この傾向は外国の日
本研究にも見られます。
筒井　マイノリティーを研究していればマイノリティーの
側に立っていることになるというほど事態は単純ではない
と思うんですけどね。
　湛山を偶像崇拝的な持ち上げ方をしている人たちからす
ると、湛山が保守政党の中で権力闘争をし、いろいろと生
臭くやり合っている姿は見たくないのかもしれません。例
えば、鳩山内閣のときに湛山は、本人も当然就任すると思
っていた大蔵大臣になれずに通産大臣になった。それをあ
る本では、湛山自身が権力抗争に淡泊だったからなどと書
いていて、権力抗争にはまったく触れないんです。これは
間違いなんですが。

▶▶▶アスペン対話

多元的自由主義を唱えた石橋湛山をめぐって
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猪木　それは事実かもしれませんが、その人はそれをポジ
ティブに評価しているわけですね。ところが、岸信介がイ
ンタビューを受けて石橋湛山について語ったものがあるん
ですが、そこで岸は、湛山は立派な言論人だとは思うけれ
ども、権力に対しての執着性がないと言っている。それは、
政治家としてはやはりネガティブ評価だと思うんです。つ
まり、権力というとみんな嫌がるけれど、国家の中で自分
の理想を実現するためには権力を持たないと何もできませ
ん。権力だけを目的にして人を押しのけ、引きずり下ろし、
陰謀をめぐらす、これはもう悪に決まっていますが、その
一方で、権力を持たないと何もできないのも事実なのです。
だから、権力への執着心がないというのは、政治家として
はマイナスだというのはよくわかります。
筒井　なるほどね。この大臣問題も、実はその裏にかつて
反吉田茂で結束していた鳩山一郎と湛山とが、結果的に三
木武吉と河野一郎を裏切ったようになってしまい、両者の
間にわだかまりができたために起きたことなんですね。し
かし日本の政治史では、そういう権力抗争的なことはなる
べく扱わないで、なんでも政策的な対立と見たいという願
望があるようです。
猪木　それは面白い論点ですね。確かに政策に関して人と
人とが対立することは多い。でも例えば、公職追放のとき
に吉田茂と石橋湛山が対立した背景には、吉田に対する湛
山のある種の不信感のようなものがあったと思うんです。
まず吉田は英語が話せるからマッカーサーと直接に意見交
換ができる。ということは、吉田は占領下の日本ではかな
り強い立場にあるわけですね。そんな吉田に湛山はわだか
まりを持った。彼は吉田を明治時代の伊藤博文にたとえて、
「伊藤候は袞

こん

竜
りょう

の袖に隠れて勝手なことをしたと非難され
たが、吉田氏は司令部を袞竜の袖にしたといえますね」と
言っています。
　やはり政策的な対立というより、ちょっとした感情的な
齟齬が人間関係に深い溝をつくってしまうというのは、意
外に政治の世界でも多いのではないかと思うんです。そし
て、こういう感情的な対立が歴史さえも動かすことがある
ほどに影響力が大きいことを洞察できるかどうか。これは
学者としても興味深いテーマです。
　先ほど岸信介が湛山は権力に執着心がないというマイナ
スの評価をしたと言いましたが、私は、湛山は知識人や思
想家特有の諦観思想のようなものが強かった気がするんで
す。ものごとはなるようにしかならない、というね。彼が
２カ月で首相の座を下りたのも、かつて暴漢に襲われて負
傷し、長く議会に出られなかった濱口雄幸を湛山が批判し

た。そして自分が同じような立場になったときに、言行不
一致ではまずいので辞めたと言われていますが、何か放り
出したような感じがするんです。
筒井　絶対にそうですよ（笑）。それから、湛山は軍隊経
験からその生涯が反戦論者になったという人がいますが、
それもあまりに短絡的な見方です。
猪木　湛山はむしろ軍隊を優れた教育機関として高く評価
していましたからね。もちろん彼は戦争を賛美することは
なかったし、日本が侵略戦争に走ることに反対していまし
たが、彼の軍隊観は反戦とは関係ない。「実は軍隊ほど真
剣に個人の価値を認めたところはない。そして強力なる団
体はそれを構成する個人の個性を最大限生かして初めて組
織される」という一文を『湛山回想』で読んだときは驚き
ました。
筒井　確かに一般に知られている湛山のイメージからする
と、ちょっと異質ということになりますね。
猪木　でも、これを読んで、湛山は自分がよく考えた上で
実感したことを正直にきちんと書く、非常に信頼できる人
物だと思いました。つまり、何かの理想主義ですべてくる
んでしまって現実を見ない、あるいは隠すということはし
ない人だったと。まあ、入隊したのが明治時代ですし、そ
のとき出会った上官が立派な人だったということでしょう。
その後、昭和になり戦争も激しくなっていく中で、軍隊も
変わっていったでしょうしね。そのころの軍隊を湛山がど
う見ていたのかはわかりませんが。
　それはともかく、湛山は非常なリアリストであり、経営
者としても力量のある人物だったと思います。石橋湛山の
立派なところは、単なる言論人ではなくて経営感覚も持っ
ていたことですね。やはり経済的なベースをつくらないと
自由な言論も維持できないという、そのあたりをきちんと
見据えていた。
　そういう意味では、何事も専門化してしまって、一人が
自分の知識や教養をもって政界、財界、言論界で活躍する
ことが難しくなっている現代では、こういう傑物はもう出
ないと思いますね。
筒井　まったく同感です。同時にジャーナリストとしての
湛山になぞらえれば、持ち上げるときは持ち上げて、何か
落ち度が見つかるといっせいに叩くマスメディアの責任も
大きいと思います。ある問題について一方の意見ばかりを
取り上げるのではなく、賛成意見もあれば反対意見もあり、
それを同時に聞くことができる多様で多元的な社会になっ
てほしいですね。
編集部　本日はありがとうございました。
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フランスにおける政教分離──「ライシテ」をめぐって
塩川　徹也
●日本アスペン研究所諮問委員
　東京大学名誉教授

萎縮するヨーロッパ

　今から30年近く前の1989年に、フランスでいわゆる「イ
スラム・スカーフ事件」の発端となる出来事が発生しまし
た。秋の新学期、パリ郊外のコレージュ（公立中学校）に
ムスリムの女子生徒３名がスカーフ（ヒジャブ）を被って
登校し、停学処分を受けたのです。問題は、国の基本的理
念として「ライシテ　laïcité」（非宗教性ないし宗教的中立
性）を掲げるフランス共和国の公教育機関で宗教的帰属を
誇示する衣装や徽章を着用することができるどうかであり、
国論を二分する議論を呼び起こしましたが、国のレベルで
は、当初は原則容認の方向が示されました。しかし21世紀
に入ると、9・11事件の影響もあってイスラムへの警戒感
が高まる中、2004年には公立学校で「宗教的標章」のこ
れ見よがしの着用を禁じる法律が制定されます。また2010
年には、公共空間で顔を覆う装束（ブルカやニカブ）の着
用を禁じる法律が制定され、ベルギーもそれに追随して、
翌年同様の法律を制定します。これに対しては、フランス
やベルギーのムスリム女性が宗教心の侵害であるとして欧
州人権裁判所に法律廃止を求める訴えを起こしましたが、
裁判所はそれを退け、これらの立法措置を支持する判断を
示しました。
　公の場とりわけ教育施設で、信仰の「これ見よがしの」
表現を禁ずる法律を現代西欧の民主主義国家が制定するこ
とに驚かれる方もおられるのではないでしょうか。これは
政治的リベラリズムや多文化主義の否定ではないのでしょ
うか。文明の衝突とイスラムの世界的伸長、それに起因す
るように見えるイスラム過激派のテロを前にして、フラン
スそしてヨーロッパは委縮して自らの殻に閉じこもろうと
しているのではないでしょうか。このような疑問はもっと
もであり、一概に否定することはできません。法律の目指
す対象が、名目はともあれ、実態は、イスラムの宗教的標
章であることを思えば、なおさらです。これらの法律は、
信教の自由と礼拝の自由に抵触するのではないでしょうか。
　ところが、注目すべきことに、公立学校での宗教的標章
の着用の禁止を命ずる法律（通称「ヴェール禁止法」）は、
「ライシテの原理の適用」として制定されたのです。しか
もその標的は、実際はイスラムのヴェールだとしても、理
論的にはすべての宗教のしるし、たとえばキリスト教の大

十字架章、ユダヤ男性が被る帽子キッパなどを含んでいま
す。ライシテが非宗教性を意味するとすれば、ある特定の
宗教のしるしだけを排除することはできないのは理の当然
です。しかしある国家が「非宗教的」であるとは、そもそ
もいかなることでしょうか。現行のフランス第５共和国憲
法は、その第１条に「フランスは、不可分の、非宗教的、
民主的かつ社会的な共和国である」という国是を掲げてい
ます。ここで「非宗教的」と訳されている言葉の原語は「ラ
イック　laïque」で、その名詞形が「ライシテ　laïcité」な
のです。また第４共和国憲法（1946年制定）の前文─
これは現行憲法の一部をなしています─では、「無償で
ライックな公教育を全階梯にわたって組織することは、国
家の義務である」と記されています。ライシテはフランス
の社会と教育の根幹を支える理念なのです。
　ライシテというのは他の言語には翻訳しづらい表現で、
英語では secularism（世俗性）あるいは secular education、
さらには state education と意訳されたりします。それだ
けに外国人には理解しづらいフランス独特の思想と制度で
あると思われがちです。しかしその重要な柱が国家と宗教
の分離、いわゆる政教分離であることを知れば、ライシテ
は現代の多数の法治国家が受容している原則であり、国の
違いを問わず認められる普遍的な理念だと考えられます。
日本国憲法第20条は「信教の自由は、何人に対してもこれ
を保障する。いかなる宗教団体も、国から特権を受け、ま
たは政治上の権力を行使してはならない。〔…〕国及びそ
の機関は、宗教教育その他いかなる宗教的活動もしてはな

ルーブル美術館前で開かれたマクロン氏の大統領選挙勝利集会（EPA＝時事提供）
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加えることができることになりました。カトリック教会は
─これは、プロテスタント教会とユダヤ教も同じことで
すが─公認宗派の地位を失い、聖職者が公立校で教える
こともできなくなります。さらには修道会と修道会系の学
校の締め付けも強まり、多くの修道会が外国に本拠を移し
ます。このような施策が、反宗教的色合いをもっているこ
とは否定できません。カトリック陣営はもちろん激しく反
発します。ローマ教皇庁は政教分離法を断罪し、フランス
司教団は分離法の受け入れを拒否します。
　驚くべきは、それから半世紀後、第４共和国憲法におい
て「ライシテ」が国是に取り入れられたとき、カトリック
陣営はもはやそれに反対しなかったことです。さらにそれ
から半世紀、政教分離法から１世紀を経過した現在、それ
は大多数のカトリック信徒に受容されています。私の知り
合いのある大学教授は敬虔なカトリックですが、「自分は
フランス国民として、司祭が国立大学の教授になれないこ
とにも、教会が大学の施設内で宗教活動を行うことができ
ないことにも同意する」と述べて、こう付け加えました。
「自分が小さい頃は共産党の勢力が強く、小中学校にも多
くの党員教師がいて、自分も彼らの教育を受けた。しかし
彼らは教室で自分の信念を宣伝することはなかったし、学
校で党員としての活動をすることもなかった。これには今
でも感謝している」。
　ライシテの原則に支えられるフランスの公共空間では、
カトリックとコミュニストが各々の信念を保持しながら共
生することができることに、我が友人はフランス人として
誇りを抱いているのです。もっともこの感想の背後には、
政教一致を旗印に掲げてライシテを拒絶するイスラム原理
主義に対するいら立ちが見え隠れしています。
　しかしイスラムは一枚岩ではないし、いわんやフランス
に生きるムスリムのあり方は多様です。イスラムをキリス
ト教的ヨーロッパとは本質的に相容れない文明と決めつけ
て排除するのではなく、ライシテの原理をてこにしてムス
リムをフランスの市民社会に統合すること、それがどれほ
ど困難であり、またそれを実現するための方策については
意見の相違があるにせよ、そこにしかフランスの将来はな
いと多くのフランス人が感じているのではないでしょうか。
先頃の大統領選挙でのマクロンの勝利は、そのような願望
の勝利だと思われてなりません。

らない」と定めていますが、これはそのままフランスのラ
イシテにも当てはまります。
　ライシテの独自性は、フランス革命を経て近代的な国民
国家として出発したフランスが、政教分離の原則をなかな
か認めようとしない有力な宗教勢力、具体的にはカトリッ
ク教会と対峙しながら、いかにして市民的・社会的統合を
実現するかを模索する過程で次第に練り上げられた考え方
だというところにあります。その点から見れば、イスラ
ム・スカーフ事件は、かつてのライシテ陣営とカトリック
教会の対立と衝突の延長線上に位置づけられると言えるか
もしれません。

ムスリムをフランス市民社会に統合する

　「フランスは教会の長女」という言回しがあるように、
フランスでは伝統的にキリスト教それもローマ・カトリッ
クが支配的であり、革命以前には国教の位置を占めていま
した。しかし革命後のフランスは、1789年の人権宣言に
立脚して、出自、人種あるいは宗教の別を問わず、法の前
で平等な個人からなる国家共同体を創出することを目指し
ました。こうしてプロテスタント諸教会もユダヤ教もカト
リックと並んで公認され、いずれの信徒もフランス国民と
しての権利を行使して生きることが認められます。このよ
うな変革に対する最大の抵抗勢力が、「フランス人の大部
分の宗教」であるカトリック教会だったのです。
　そして政教分離をめぐって、その推進派と反対派のあい
だに厳しい闘争が展開されますが、その主戦場は教育でし
た。教会は革命前は教育の独占的な担い手であり、革命後
も大きな影響を維持し続けていましたが、国家は「自由・
平等・博愛」の精神に養われた国民を育成するために、教
会の影響を脱した公教育の実現に邁進します。教育の現場
では、一方では公教育の理念を推進する小学校教師、他方
では地区の教会で教理問答書の教育を通じて子供たちに宗
教心を植え付けようとする司祭が対立します。
　このような状況を打開するために、国はさまざまの施策
を講じますが、その総仕上げともいうべきものが、1905
年の「諸教会と国家の分離法」です。これによって国は、
信教の自由と礼拝の自由の確保は前提とした上で、いかな
る宗派も公認せず、原則としてその活動に支援も助成も行
わず、さらに公共の場においては宗教活動に一定の制限を
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アサヒグループホールディングス株式会社

エーザイ株式会社

鹿島建設株式会社

亀田製菓株式会社

キッコーマン株式会社

医療法人　健育会

株式会社　資生堂

清水建設株式会社

私たちは日本アスペン
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ヒゲタ醤油株式会社

富士ゼロックス株式会社

富士ゼロックスシステムサービス株式会社

株式会社富士ゼロックス総合教育研究所
　　　　　　　　　　　    　　　　　　　　（五十音順）

新東工業株式会社

新日本有限責任監査法人

大日本印刷株式会社

株式会社野村総合研究所

※�この他、ご寄附いただいた企業を�
19ページにご紹介しています。

研究所を応援します。
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トランプとアスペン──理想主義と偽善
行天　豊雄
●日本アスペン研究所名誉理事
　公益財団法人国際通貨研究所名誉顧問

アメリカの光と闇

　トランプ大統領が誕生して６カ月経った。相変わらず新
しい話題に事欠かないし、それに対する評判は概ね良くな
い。とくに国際的な事柄について、折角多年の努力で築か
れた国際協調を軽視する態度や、公私の行動における「軽
率さ」がメディアの批判の的になっている。他方、景気は
順調に回復し、株価も史上最高の水準を維持している。産
業界もおしなべて「お手並み拝見」という姿勢であろう。
大統領の支持率は上昇してはいないが、下落もせず、40％
前後の固定票は依然健在なようだ。
　トランプの政策に対する賛否の声は今後も喧しく続くだ
ろう。しかし、同時に重要なことは、トランプを選んだア
メリカの「民意」とは何であったのか、そしてそれは今後
のアメリカと世界の将来にどういう意味合いを持つのかを
考えることだろう。
　1945年に第二次世界大戦に勝利して以降、半世紀に亙
ってアメリカは名実共に世界の指導者であった。アメリカ
は民主主義と自由という歴史的な価値観の体現者であった。
アメリカはブレトン・ウッズ体制という世界経済・通貨制
度を作って戦後の世界を復興し発展させた。そしてアメリ
カは保安官として世界の平和を守った。アメリカは誇りと
自信に満ちていた。
　20世紀が終わりに近づくと、アメリカにも世界にもさま
ざまな変化が起こった。1989年にベルリンの壁が崩れ冷
戦が終わった。天安門の学生デモとその弾圧のあとに開放
改革を標榜する鄧小平時代が到来した。グローバリゼーシ
ョンの波が世界を覆い、その中でアメリカのシリコンバレ
ーとウォールストリートから情報通信技術革命と金融革命
が経済と社会に歴史的な変容をもたらした。他方、サダ
ム・フセインに対する過剰な介入はアメリカをイスラム原
理主義者達との泥沼の戦いに引き入れることになった。
2001年9・11のテロは21世紀の世界史の深刻な混乱を予兆
する象徴的な出来事だった。世界経済はカジノ化した金融
に支えられて繁栄したが、2007年にバブルが潰れた。信
用収縮と需要崩壊で世界経済は危機に瀕し、アングロサク
ソン型の市場経済万能論に冷水を浴びせることになった。
10年経っても傷は完全には癒えていない。
　今からふり返って非常に重要だと思われるのは、この世

紀をはさんだ波乱万丈の出来事の連鎖が、アメリカ人の心
理（サイケ）に相反する二つの流れを生んだことである。
一方でアメリカは勝者だった。冷戦終結の結果、ロシアや
中国を含む世界はアメリカが主導する民主主義と市場経済
という一つのパラダイムを受け容れることになった。フラ
ンシス・フクヤマが「歴史の終わり」と錯覚したのも無理
からぬことだったのである。アメリカは名実共に世界の盟
主になったと云える。情報・通信技術革命と金融革命はあ
らためてアメリカ企業と技術の優位を証明した。この革命
はアメリカ経済に多くの所得と雇用をもたらした。才能と
努力と運を兼ね備えた新しい資本主義の若いヒーロー達が
時代の寵児となって富と名声を謳歌するのである。
　しかし、アメリカが栄光に輝く一方で暗い世界が拡がっ
ていた。共産主義に対する勝利はアメリカをイスラム原理
主義との不用意な戦いに駆り立ててしまった。正義の戦い
だと自らを説得してサダム・フセインに挑んだ湾岸戦争は
忽ち泥沼化してしまった。一向に成果が上がらないのに人
的・物的コストが増幅することへの焦立ち、煮え切らない
同盟国への不満は、お人好しに世界の保安官の役を演じ続
けるアメリカへの疑惑と反発に転じた。9・11のテロが起
こった時、多くのアメリカ人は何故アメリカがこんなに迄
激しい憎しみの的になったのか判らず、そのことにショッ
クを受けたのである。
　国内で進む二つの革命は伝統的なアナログ産業を衰退さ
せた。新しい市場経済は才能と運と努力に欠ける大多数の
庶民に冷たかった。経済全体がデジタル化し、昔のような
アメリカン・ドリームを育む舞台がなくなってしまった。
安定して保守的な中間層が細くなり、富裕でインテリのエ
リート支配層と、そういう支配層から忘れ去られていると
感じて不満を嵩じさせる一般庶民層とにアメリカ社会は鋭
く切断されて行ったのである。
　ブッシュ・クリントン・オバマ政権を担ったエリート達
は確かに理想主義的目標を掲げていた。世界に民主主義と
自由と人権を、核廃絶、環境保全、人種差別撤廃。しかし、
実際に一般庶民が身の回りで見ていたのは、伝統的雇用の
喪失、実質所得の低下、社会的インフラの劣化、人種差別
だった。庶民にとってエリートは偽善者に他ならなかった
のである。「偽善はもううんざりだ。本音が聞きたい」と
思った有権者の前に現れたのがトランプだったというわけ
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ことが判っているので、非常に生産的な話とは云えない。
アメリカ・アスペンでも時と共に、単に古典を読むだけで
はなく、技術、環境、平和、格差、経済発展というような
人類社会全体の将来に関わるテーマでの議論が増えている
ようだ。
　「エリートの偽善」への挑戦で誕生したトランプ現象の
雰囲気にアスペン・セミナーが馴染まないのは止むを得な
いだろう。そもそもアメリカという国は建国以来、何時も
理想主義を掲げてきたが、同時にそこには何時もそれに反
する汚点が隠されていた。それが偽善であることは間違い
ないのだが、そもそも100％の聖人君子がいないのと同じ
で、偽善の染みのない理想主義も存在しないだろう。むし
ろ、トランプのアメリカで一番心配なのは、偽善を糾弾す
る余り理想主義までが否定されてしまうことである。理想
主義を持つことができるのは人間だけである。理想主義の
輝きを持たない民主主義はあからさまなポピュリズムとナ
ショナリズムに堕ちてしまうことは今日の世界を見ても明
らかだろう。
　アスペン・セミナーが持つ今日的意義は、古典を読むこ
とによって、何世紀も何十世紀も人類が追い求めて来た理
想を実感し、事の大小を問わずその実現に向かって努力を
始めるということであろう。今迄欧米でも日本でも、アス
ペン・セミナーを含めて、企業や政府の組織がガバナンス

である。
　アメリカの有権者が何処迄トランプを支持するか判らな
い。2018年の中間選挙迄にトランプの実績がどうなるのか、
その結果共和党の連勝になるかどうかで2020年のトラン
プの再選が決まるだろう。アメリカを変えた大統領になる
か、一期限りの泡沫大統領になるかである。

不易の理想を追い求める

　資本主義が一番進化しているアメリカでアスペン・セミ
ナーのようなアイディアが実ったのは何故だったのだろう。
それは進化に伴って生じた弊害に対する懸念がアメリカの
経営者の中で一番早く生まれたからである。投資家の要求
に応えて短期的に利益を極大化することを経営の目標にす
る、そして経営者はそのような実績を達成する能力で評価
されるというのがアメリカ経済界の圧倒的な主流となった。
それに対して、そういう実用主義、短期主義だけで経営や
政治が行われてよいのだろうかという不安が生まれる。時
代の変遷を超えて生きてきた人類の知的資産である古典を
読むことで永続性のある価値とは何かを見出そうというの
がアスペン・セミナーの出発点だったわけである。勿論、
永続性のある価値と云ってもそう簡単ではない。「資本主
義における利潤追求と人間倫理の相克」というような生々
しいテーマは誰でも興味はあるが、最初から答えが出ない

2013年に開催された日本アスペン研究所創立15周年記念パーティーでは、研究所の活動に尽力された行天氏
に小林陽太郎氏から記念品が贈呈された

を改善する努力が行われてきた。残念なこ
とに結果は決して満足すべきものではない。
浜の真砂のように企業の不祥事は後を絶た
ない。組織の中に学ぶことと実行すること
のリンクがないという、それこそガバナン
スの問題があるのである。理想主義と云う
以上実現への努力の存在が必須であり、そ
れがなければ幻想に等しい理想に過ぎない。
　アスペン・セミナーは教養講座に止まっ
てはいけないのである。不世出の経営者で
あった畏兄小林陽太郎君がアスペン・セミ
ナーに夢を託したのは、参加者達が古典を
学ぶことから不易の理想を見出し、試行錯
誤の中でそれを実際の経営、政治、行政に
実現する努力を始めるという姿であったに
違いないと私は思っている。
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前号でご紹介した「小林陽太郎奨学金」により、米国アスペン研究所
が国内外で展開している「ソクラテス・プログラム」にこれまで 9名
の奨学生が参加しました。その感想の一部をご紹介いたします。

　「ソクラテス・プログラム」は事前に三つのテーマから
一つのセッションを選ぶのだが、小職は「The Influence 
of the Corporation」を選択した。他と較べてよりビジネ
スに近いテーマであり、近年、Ｍ＆Ａによりグローバル化
が進んでいる当社＊が世界のグループ会社間で共通価値観
を醸成するためにはこのテーマが参考になるだろうという
期待があったからである。
　参加者22名のほとんどが米国人で、海外からは日本人の
小職と、シンガポール軍人で現在はＭＩＴでＭＢＡを取得
中の２名のみであった。ただ、企業派遣は少なく、起業家、
ＮＧＯ、政府関係機関、軍、学生などが多かったのは、日
本のアスペン・セミナーとの大きな違いだろう。
　セッションは、自然人としての法人の萌芽から、法人が
公的目的を果たすために変遷し、その後、法人格として制
限から解き放たれるまでを、その経緯について事例を挙げ
ながら議論が進んだ。法人の Ownership の変遷により、
投資ファンドが法人に大きな影響を与える時代になった今、
短期的利益至上主義の弊害や長期的視点からの戦略との整
合性、社会貢献とのせめぎあいなどについて積極的な論議
が交わされた。倫理と利益の相反など、日本人の環境と視
点から見れば当たり前の判断であるべきものが、投資家か
らの過大なプレッシャーから倫理に反する事態にも賛成は
しないが理解できる、という空気がセッションの場に流れ

ていることが新鮮であった。
　小職からは適宜日本の事例を紹介し、米国の標準が決し
てグローバルベースでは標準ではないことなどを説明した。
特に日本には200年以上続く会社が3000社以上あり、近江
商人の「三方よし」の考え方を紹介した際には大いに感嘆
の声があがった。また、東日本大震災時における当社の対
応や Good Company の考え方などは、今回の対話で参加
者の共通認識となった、法人の行動目的は社会に貢献し良
いサービスを提供し続けるということを、当社だけでなく
日本の多くの企業が実践していると印象づけたであろう。
　米国アスペンのプログラムに小職のように海外から参加
することにより、論議の場に全く別の視点が混じり、多様
性が高まりより質の高い論議ができるものと感じた。小職
としても米国人のものの考え方や本音と建前のギャップを
目のあたりにすることは、今後、当社グループの多様性を
進めていくうえで大変参考になるものであった。
　プログラムに参加していた若い起業家たちは常に決断と
説明責任を求められ、日々プレッシャーにさらされる中で、
投資家やマーケット、従業員に対して説得力のある言葉を
発し続けなければならず、そのための自己投資にきている
のだと感じた。大企業に属し、経営者の視点に触れる機会
が普段少ない中で、経営者がどのような決断を強いられ続
けているかを感じられたのは大いに参考となった。

参加トピック：The Influence of the Corporation（2017年 2 月　米国・アスペン）

多様性が高まれば対話の質も高くなる
田中 照章　●Finance Director, PT Asuransi Tokio Marine Indonesia

参加トピック：Order Amid Chaos : Major Trends Shaping the Future of Technology, Business, Culture and 
Society（2017年 5 月　ウクライナ・キエフ）

未知の国の文化を知る
鎌田 理佐　●エーザイ株式会社知創部アソシエートディレクター

　最初のセッションは「The Great Restructuring」、サ
ブタイトルに「Artificial Intelligence and the Future of 
Work」とあったので、人工知能が人間の仕事をどのよう
に代替していくのかという近未来の話題に終始するかと思
っていたが、対話は「私たちはなぜ働くのか？」という、

根本的でとても深い問いかけから始まった。
　生活のため、自己実現のため、社会貢献のため、存在意
義確認のため、人生を楽しむためなどの発言が挙がったが、
興味深かったのは「旧ソ連時代は働かないと訴えられたか
ら働くのが当たり前で、なぜ働くのかは考えたことがなか

＊プログラム参加時の所属・役職は、東京海上日動火災保険株式会社人事企画部部長兼企画組織グループリーダー
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った」というウクライナ人２名の意見。人工知能が将来、
人間の仕事の大部分を代替した場合、働く必要がなくなる
かもしれない。そうなったとしても働きたいという願望が
湧き起こったとき、人間は何を求めて働くようになるのだ
ろうか。単なる趣味に留まるのか、自己実現や社会貢献を
目的とした仕事は残るのか、そしてどのような産業分野や
企業が今後消滅することなく残っていくのか。自分と人工
知能が深く交わることはないだろうとほとんど関心をよせ
ることはなかったが、所属する企業や業務の将来を深く考
えることができた。
　また、人工知能やロボット、さらには核兵器などの技術
が発達し、人間の生活を豊かにするが危険にさらす可能性
もある中で、「人間性」は人間の潜在的価値観を表し、テ
クノロジーと人類をうまく共存させる重要なキーワードで
あり、そして人類の健全な発展には人々が「Ｔ型人間にな
る必要がある」という意見が出た。Ｔ型人間とは、縦棒が
専門性を、横棒が人間性を指し、人と人は人間性でつなが
り、お互いの専門性を活かし共存していく人間という意味
だそうである。この考え方に私はとても共感した。

　各セッションのテーマ設定がホットで重要なトピックで
あり、とても興味深かったこともさりながら、事前課題の
記事がとても示唆に富む面白い内容であったこと、様々な
バックグラウンドと高い見識をもつ参加者の方々から多く
の刺激を得られたこと、そしてウクライナで開催されたこ
とから参加者22名のうち17名がウクライナ人であったの
で、今まで未知の国だったウクライナの歴史と文化を知り
とても興味がわくようになったことなど、実に多くの収穫
を得る機会となった。「ソクラテス・プログラム」に参加
したことで、視野を一気に押し広げることができた。今回
の気づきは、今後、自組織で共有するとともに、プライベ
ートの部分でも機会あるごとに様々な要素に取り入れてい
きたい。
　帰国後は再び忙しい日常に戻ったが、プログラム参加前
よりも充実した気持ちで毎日を送ることができている。今
後も奨学金制度によってソクラテス・プログラムへの日本
人の参加が継続し、多くのグローバル・リーダーが啓発さ
れ、社会がより良く発展していくことを願っている。

　７月のソクラテス・プログラム参加者全体では予想に反
して米国人（移民二世や三世を含む）が多かったものの、
新興企業や公的機関、高等教育機関といった大企業以外か
らの参加者が目立ち、米国内外の新興企業やNPOの創立
者も存在感を放っていた。
　参加したセッションのテーマは安全保障と外交の領域で
あり、国務省という外交のど真ん中におられたモデレータ
ーならではの迫力かつ具体性のあるリソース提供や問題提
起に参加者一同が引き込まれ、活発な意見交換となった。
セッション中は「私たち米国人は」という表現が頻出し、
米国人としてのアイデンティティへの誇りや、他国から米
国への好感度が低下している事実に対する屈辱感が率直に
語られた。だが、現状を打開するために既に社会的な活動
を始めているといった参加者も一人ではなく、感傷で終わ
らずに行動に移す米国民の底力を垣間見た。
　翻って、日本では「国家はいかにあるべきか」を題材に、
政治を含めて堂々と議論するような場が限られているよう
に思う。グローバルな舞台での日本人のプレゼンスの希薄
さは、いざ海外に出る前から醸成されてしまうのではない
かと感じた。そこで、セッションで取り上げた「パブリッ
ク・ディプロマシー」を実践すべく、アクティビティの最
中に、北朝鮮による拉致問題を始めとする日本固有の題材

を取り上げ、私見を語ってみた。日本に対する関心や共感
の掘り起しに多少なりとも寄与できたことを願う。
　グローバル化が、たとえ速度が変化したとしても方向性
としては揺るがないであろう現代において、異なる価値観
の存在をその社会的背景と併せて理解した上で尊重するこ
とは、極めて重要である。
　今回、セッションの最中に立派な発言をするばかりでな
く、実際に何らかの活動に身を投じている優れた人格の持
ち主を何人も知り、その姿に心動かされた。営利を求めず
社会的弱者の救済に奔走しているＮPＯの代表、イラク
で対テロ作戦に従事中の外交官、国際救援委員会の活動で
紛争地帯や貧困国を転々としている人物、等々。民間企業
従事者である自分であっても、志と行動力があれば、仕事
以外にも社会に貢献できることがもっとあるはずだと反省
した。
　多様性に富んだ参加者達との議論はおのずと価値観の開
示に繫がり、自らのコトの捉え方を見直すきっかけを得た
と共に、違いの中に共通価値を見出すことの重要性を体感
した。社会課題に対する洞察力やグローバルな視点の涵養
にも繫がったと感じており、生涯の財産となる貴重な機会
に感謝する。

参加トピック：America’s National Security Toolbox : Tools of Diplomacy in the Digital Age（2017年 7 月　
米国・アスペン）

志と行動力があれば社会に貢献できる
萩原 留美　●富士ゼロックス株式会社教育部部長
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　読書遍歴とはいっても、私には誇るに足るような華麗な
読書歴があるわけではない。その意味では、「遍歴」より
はむしろ「迷走」とでも呼ぶのが、私の場合は実情に近い。
　その迷走ぶりの最たるものは、大学では理学部で物理学
を専攻したにもかかわらず、大学院では科学哲学へと専門
分野を転換したこと、理系から文系へのいわゆる「文転」
である。自己紹介の機会などがあると、必ずと言ってよい
ほどその理由を尋ねられる。そのつど相手に応じて少しず
つ答え方を変えているのだが、ここではその迷走と転向の
理由を告白することで責めを塞ぎたい。
　私が真の意味で「読書」に目覚めたのは、小学校一年生
のときである。むろん、それまでも本を読まなかったわけ
ではない。家の押入れに積んであった『赤穂義士』や『里
見八犬伝』などの講談本（ルビ付きなので読めたが、旧仮
名だったので、小学校入学直前に祖母に取り上げられた）、
江戸川乱歩の少年探偵団シリーズ、それに近所の友達と回
し読み（！）をした『少年』『ぼくら』『冒険王』などのマ
ンガ雑誌は常に身近にあった。
　転機が訪れたのは、小学校に入学して間もなくクラスに
集団疫痢が発生し、仙台市内の伝染病院に隔離された折の
ことである。見舞いに来てくれた遠縁の小母が、病室でも
マンガや講談本に囲まれている私を見て「たまにはこんな
本も読んでみたら」と手渡してくれたのが、子供向けにリ
ライトされたデフォーの『ロビンソン漂流記』であった。
この本は私の読書の視野を一挙に広げてくれたと同時に、
この世には自分の知らない広大な世界があることをも垣間

に付されたのである。
＊

　小中学校を通じて、私は数学や理科が得意な理科少年で
あった。父親の書棚からL・ホグベン『百萬人の数学』（旧
版）や遠山啓『数学入門』（岩波新書）などを引っ張り出し
て微積分を知ろうとしたり、数学パズルや科学マジックに
夢中になったり、東北大で天文学を講じていた叔父に頼み、
天体望遠鏡で土星の環を覗かせてもらったり、といった毎
日であった。そうした傾向に拍車をかけ、私の進路に決定
的な影響を及ぼしたのがジョージ・ガモフ『１,２,３…無
限大』（白揚社）との出会いである。ガモフはビッグバン理
論の提唱や遺伝情報の暗号理論で知られる高名な物理学者
だが、同時に青少年向けの科学解説書の分野でも才筆と画
筆をふるっていた。先の本はそのなかの一冊である。
　中学三年生のときであったが、放課後に図工室に残って
石膏像の制作に励んでいると、友人のＫ君がこの『１,
２, ３…無限大』を自慢げに見せてくれた。タイトルもさ
ることながら、カントルの対角線論法に始まり、アインシ
ュタインの相対性理論を経て現代の宇宙論にいたるその気
宇壮大な内容に私はたちまち魅了され、Ｋ君から無理やり
借り受けると、400頁を超える大冊をたしか二日で読了し
たのである。それからはガモフでなければ夜も日も明けぬ
ようになり、毎月のお小遣いは『不思議の国のトムキン
ス』をはじめとするガモフ全集（白揚社）を揃えるために
消えて行った。そして高校生になり、ガモフ全集全10巻を
読み終える頃には、大学で物理学を専攻しようという決意

見せてくれた。いわば
私の目の前に読書の大
航海時代の幕が開いた
のである。今でも表紙
にカラーで描かれてい
た、ロビンソンが難破
した本船から筏に乗せ
て荷物を運び出そうと
している姿が眼裏に焼
き付いている。だがそ
の大切な本は、衛生管
理の上から病院の外に
持ち出すことを禁じら
れ、あえなく焼却処分 ジョージ・ガモフ著／伏見康治訳『不思議の国のトムキンス』（白揚社）

私の読書遍歴──物理学から哲学へ

野家啓一活字からの贈り物〈シリーズ〉
●　●　●　●　●　●　●

●　●　●　●

⑨
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えることだと言われ、武谷三男の『弁証法の諸問題』（理
論社）を読むように勧めてくれた。私の関心が物理学から
科学哲学の領域へとシフトし始めたきっかけである。
　だが、当然ながら物理学から哲学へ転向する決心はなか
なかつかなかった。進路に迷って悶々としているときに私
の背中を押してくれたのは、東大安田講堂の落城直後に出
会った二つの論文である。一つは広重徹「問い直される科
学の意味」（『自然』1969年２月号、『近代科学再考』ちくま学芸文
庫所収）、もう一つは廣松渉「世界の共同主観的存在構造」
（『思想』1969年２月号、同じタイトルの講談社学術文庫所収）に
ほかならない。広重の論文は「科学の技術化および体制
化」を鋭く剔抉するものであり「科学に絶対的な善をみる
価値観は転換されねばならない」と結ばれていた。また廣
松の論文には、「アインシュタインの相対性理論とマッハ
主義との関係については拙稿『マッハの哲学と相対性理
論』を一覧願いたい」という注がさりげなく付されていた。
私の目はそこに釘付けとなり、これこそ自分が求めていた
ものだと確信したのである。さっそく当の論文が収められ
たマッハ『認識の分析』（創文社）を探して古書店めぐりを
始めたことは言うまでもない。
　運がよかったのは、ちょうどその頃東京大学の大学院理
学系研究科に「科学史・科学基礎論」（通称「科哲」）の専
門課程が新設されたことである。その受験準備のために繰
り返し読んだのが、当時新進気鋭の科学史家として活躍し
ていた村上陽一郎の『西欧近代科学』（新曜社）であった。
幸いにも大学院には合格したが、さらに幸いだったのは、
広重徹、廣松渉、村上陽一郎の三先生が非常勤講師として

を固めたのである。
　だが、高校では理科少年のままでいることはできなかっ
た。井上ひさしの『青葉繁れる』に活写されているこの高
校（仙台一高）は、旧制高校の残り香のする男子校で、読
書においても友人たちから強烈な刺激を受けた。二年生の
初夏であったと記憶するが、国語の時間に隣席のＫ君（先
のＫ君とは別人）が机の下に隠した本を熱心に読んでいる。
こっそり回してもらうと、それは寺山修司の歌集『田園に
死す』（白玉書房、のちハルキ文庫）であった。やがて寺山自
身の手で映画にもなったこの歌集には、これまで国語教科
書で学んできた斎藤茂吉や石川啄木らの短歌とは似ても似
つかない異貌の世界が開かれていた。

　　間引かれしゆゑに一生欠席する学校地獄のおとうとの
　　椅子　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　修司
　　たつた一つの嫁入道具の仏壇を義眼のうつるまで磨く
　　なり
　　家伝あしあとまとめて剥ぎて持ちかへる畳屋地獄より
　　来し男

　これらの歌が含みもつ言葉の毒素に圧倒されて、私は授
業が終わって昼休みに入っているのにも気づかなかった。
私にとっての詩歌開眼の日である。

＊
　さて東北大学の理学部には入ったものの、その頃は「大
学闘争」（と私たち学生は呼んでいた）の真っ最中で、連
日デモ行進やクラス討論に明け暮れる日々であった。そん
な騒然とした雰囲気の中で、私自身もまた物理学を専攻す
ることの意味を自分に問い返さざるをえなかった。もとも
と私が物理学に興味をもったきっかけはガモフの科学解説
書であり、彼はところどころに「空間に果てはあるのだろ
うか」とか「時間の始まりはどこにあるのだろう」といっ
た少々哲学的な問いをはさみながら叙述を進めていた。こ
のような疑問は物理学を勉強すれば氷解すると考えていた
のだが、学部に進学してからの現場の物理学は、徹夜で実
験装置を組み立てたり、日がな一日計器の針とにらめっこ
して記録をとったりという半ば肉体労働であった。デモと
実験の板挟みといった状況の中で、物理学科の一年先輩で
ある小池光さん（歌人、現仙台文学館館長）に自分の問題
意識を打ち明けると、そうした問題は文学部の哲学科で考

そこで授業を担当されて
いたことである。これは
今から振り返っても、奇
跡的な僥倖としか言いよ
うがない。もちろん「科
哲」の大学院では哲学の
大森荘蔵先生から多大な
る薫陶を受け、さらに優
れた友人たちにも恵まれ
たのだが、それはまた別
の話（アナザーストーリ
ー）に属し、稿を改める
ほかはない。

筆者も編集に携わった『大森荘蔵コレクシ
ョン』（平凡社）
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Aspen community

　私たちはヤング・エグゼクティブ・
セミナー50期として2015年７月に湘
南国際村にて２泊３日の学びを共有し
ました。以来、知的好奇心を持つ仲間
が年に１～２回のペースで会合し、お
互いの学びと懇親を深めております。
　同期会１回目は、アスペン・セミナ
ーの興奮も冷めやらない2015年８月
28日。近況を語り合いながら、今後の
同期会企画をいかに進めるかを参加者
の皆さんで議論し、多くのアイデアを
出していただきました。
　そして迎えた第２回目。2015年９月
25日に同期会メンバー、日本橋三越の
上野憲一郎様のご厚意で、閉店後の日
本橋三越催事場にて日本伝統工芸展を
見学しました。美術品に詳しい上野様
のガイドで、貴重な伝統工芸の数々を
じっくりと堪能させていただきました。
美術品そのものの存在感もさることな
がら、作家の背景や作風の特徴など、
普段聞けない貴重な話をお聞きし、作
品にまつわるストーリーを想像しなが
ら、楽しく鑑賞することができました。
　同期会３回目は2016年６月２日。な
んと自らが元宇宙飛行士である同期会
メンバー、東芝の山口慶剛様のご厚意

共に学び合える繫がりを大切に

　山崎様のお話は、人間の宇宙観の変
遷や宇宙飛行士の宗教観に加え、お子
様からの「どうしたら宇宙飛行士にな
れるのか」という質問も飛び交い、時
間いっぱい議論が弾みました。「スー
ペースシャトルは400キロ上空をマッ
ハ25で飛行し、日の出は１日に16回、
１Ｇではない空間で育てた植物は芽が
２つ出る。こういうメカニズムがあら
かじめ生命に埋め込まれていることを
考えると、そもそも生命の期限は宇宙
にあるのではないか？」など、参加者
の皆さんも宇宙飛行という超体験を全
力で想像し、哲学的な問いを共有しま
した。
　この会にお招きした荻野弘之先生か
らは、「蛇と亀と象による古代インド
の世界観の図はとてつもない想像力の
所産で、以前から驚愕しておりました
……」とさらに深い示唆をいただきま
した。また、その後の懇親会ではギュ
ウギュウ詰めのお店でワインを飲みな
がら、荻野先生が語るタルコフスキー
監督の映画「惑星ソラリス」のお話に
耳を傾け、盛り上がりました。
　第４回同期会は2017年６月17日。
NPO水都東京を創る会でリバーガイ

ドをされている同期会メンバーのベル
リッツ・ジャパンの松本猛様のご厚意
で、「日本橋川・隅田川、小名木川と
扇
おうぎ

橋
ばし

閘
こう

門
もん

を巡るリバークルーズ」に
参加しました。徳川家康が行徳の塩を
江戸に運ぶ水路として造った小名木川
を巡り、江東区の地盤沈下により誕生
した「東京のパナマ運河」といわれる
扇橋閘門を船で巡るというツアーです。
「江戸東京を育てた水路・舟運」とい
う視点から、江戸時代から現在に至る
都市の発展に思いを馳せました。
　下船後は三越の上野様のご厚意によ
り、三越で唯一「女将」の肩書きを持
つ近藤様より、重要文化財である三越
本店の見所や、日本橋そのものの成り
立ちを学びました。江戸時代の日本橋
の町並みと現代の町並みを比較し、
400年を経てなお引き継がれる類似性
に驚きました。
　同期会は開催の都度、ありきたりで
はない独創的な学びを目指して、知的
好奇心を揺さぶる企画をしております
が、それゆえ企画実現までの道のりは
長く、幹事飲みを繰り返しながら企画
を練り込んでいます。また、毎回の懇
親会では「そもそも今日は帰れるの

竹中　稔　　●富士ゼロックスシステムサービス株式会社コーポレート戦略本部経営基盤管理部

宇宙飛行士の山崎直子様（下段中央）をゲストに迎えた同期会で（筆者提供）

【編集者のひとりごと】　先日、親から送られてきた夏休み旅行の写真を眺めていたときのこと。その中の１枚、旧市街の石畳の道を数名で
そぞろ歩く姿を後ろから撮った写真を見て、思わず自分の目を疑った。背中を丸め蟹股で歩く私の後ろ姿が写っているではないか。実年齢
より若く見えると思い込んでいたのに、この姿はどう見ても十歳は年上である。改めて、自分のことは自分が一番見えていないのだと思い
知った。後ろ姿然り、立ち居振る舞いや発する言葉も。写真のなかの自身の姿を見つめながら、日頃の言動を反省しました。� （Ｙ）

か？」という根源的な問
いに悩まされることもし
ばしば……（笑）。
　最近の同期会は、メン
バーの会社のAspen仲間、
知的好奇旺盛な仲間を加
えて開催することが多く
なりました。今後も私た
ちは、考え方や感性に共
感し学び合える繫がりを
大切にしていきたいと思
っています。

で、宇宙飛行士仲間の山
崎直子様をご紹介いただ
き、「宇宙と哲学」と題
してご講演いただきまし
た。滅多にない貴重な機
会なので、それぞれの家
族や職場の友人などのゲ
ストをお迎えすることに
しました。お子様２名を
含む24名で山崎様のお話
を独占できるという、と
ても贅沢な時間をいただ
きました。
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2017年度に以下の企業よりご寄附いただきました。

●日本アスペン・ソサイエティ・オブ・フェローズ●

岩井　睦雄 池野　智史 大原謙一郎 椎名　武雄 田川　　智 濱口　敏行 林　　滋樹 林　　葉子
半田　勝男

【終身会員】

【一般会員】

●日本アスペン研究所正会員●

アサヒグループホールディングス株式会社 アフラック エーザイ株式会社

ＭＳＤ株式会社 花王株式会社 鹿島建設株式会社

キッコーマン株式会社 医療法人社団健育会 株式会社資生堂

清水建設株式会社 新東工業株式会社 新日本有限責任監査法人

ダイキン工業株式会社 東京海上日動火災保険株式会社 東京ガス株式会社

株式会社　東芝 日本たばこ産業株式会社 株式会社野村総合研究所

パナソニックヘルスケア株式会社 富士ゼロックス株式会社 ベルリッツ・ジャパン株式会社

株式会社三井住友銀行 三井物産株式会社 株式会社三越伊勢丹ホールディングス

三菱地所株式会社 三菱商事株式会社

●日本アスペン研究所賛助会員●

株式会社アイ・アールジャパン アクセンチュア株式会社 SMBCコンサルティング株式会社

公益財団法人大原美術館 オリックス株式会社 亀田製菓株式会社

NPO法人ケア・センターやわらぎ ゴージョージャパン株式会社 日本みらいキャピタル株式会社

ヒゲタ醤油株式会社

第一生命保険株式会社 日本たばこ産業株式会社 日本みらいキャピタル株式会社

株式会社三井住友銀行 三菱商事株式会社

青木　秀子 秋間　　修 秋山　靖裕 浅野　慎二 浅辺　公彦 浅山　朝美 油谷　好浩 安部　順一
天野　慎吾 雨宮　　寛 飯田　真作 飯田　裕子 石井　伸一 石神　澄子 板垣　靖士 板谷　大介
井手　敬子 井手　　博 出野　　真 居戸　利明 伊藤　武志 伊藤　盛夫 伊藤　隆介 今井　章子
妹川　久人 岩永　智佳 植田　洋子 鵜養　幸雄 内田　貴和 馬本　章弘 梅野晴一郎 遠藤佳代子
遠藤　智久 遠藤　政城 大川　　健 大久保和孝 大塚　孝之 大西　康昭 大場　　肇 大牧　信介
小串　記代 奧田せつ子 奥田　　環 小田　和之 加川紀代子 掛江　敦之 梶原　文子 加藤　香織
金森　　健 金子　貴雄 金澤　祥雄 上條　　勉 亀井善太郎 川澄　文子 川村　喜久 河村　典子
河村　祥宏 菊地　敦子 岸本　治郎 北村　秀夫 木山　啓子 清川　栄一 清原　　大 楠下　敬之
久芳　珠子 久保　理子 熊谷　勝広 栗原　　裕 黒木　理恵 小泉　愼一 古泉　直子 鯉渕健太郎
古上信二郎 小菅　美佳 後藤　光利 小林　淳一 湖山　泰成 佐々木恵美子 佐々木信雄 佐藤　義和
澤谷由里子 重松　　淳 篠原　　淳 島内　恭子 徐　　正剛 杉浦　健二 杉山　　健 杉山　繁和
鈴木　英司 高岡　本州 高戸順一郎 高橋　浩一 高橋　友美 高橋　秀雄 髙橋　文郎 高山　千弘
竹中　正治 武馬　吉則 竹本　　潔 田﨑　博道 多田　雅之 田中　陽一 玉井　孝明 玉谷　圭子
玉村　勝彦 田村伊都子 田村　浩利 田村　史子 築地勢津子 辻田　淑乃 蔦田　哲也 土屋　隆司
坪松　博之 寺下　史郎 鴇田　　滋 豊嶋直穂子 中井　　毅 永岡　大治 中嶋　秀隆 永田　亮子
中村　俊介 西田　直人 西田　治子 西山　　昇 西山　裕子 二牟禮弘樹 貫井清一郎 野口　達夫
野﨑　貞夫 野田　和伸 長谷川博和 長谷川博史 畑中　秀夫 波戸岡光太 林　　恭子 林﨑　　理
林田　直樹 原口　貴彰 坂東　正己 坂野　俊哉 東　　知則 東出公一郎 東出　幸美 久野　　哲
久野　正人 平井　裕之 平嶋　竜一 平山　　寧 廣岡　敬之 福田　　亮 福田　孝晴 藤崎　義久
藤山　知彦 鮒谷　周史 不破　久温 堀内　　勉 堀内　正紀 前川祐賀子 枡井　和也 増田　正昭
松浦　智之 松田　清人 松田　俊介 松元　　崇 丸橋　祐次 密山　根成 三村　尚史 宮川公之介
三宅　達也 宮嶋勇太郎 宮田　芳文 深山　卓也 宮本　裕司 三輪　茂基 武藤　和博 村田　幹夫
室脇　慶彦 茂木　　修 森野　鉄治 矢内　大介 山口　裕視 山口　慶剛 山田　豊久 山田　政幸
山本　健彦 八日市谷隆 芳澤　宏明 米山　俊治 脇田　一郎 和氣　正秀 渡辺　尚生 渡邊　博之
渡邉真砂世 渡部るり子 （五十音順・敬称略）
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