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いま大学で何が起きているのか

編集部　きょうは劇作家・演出家として活躍され、『対話
のレッスン』（講談社学術文庫）や『わかりあえないことか
ら―コミュニケーション能力とは何か』（講談社現代新書）
などで対話や教養について考察されている平田オリザ先生
をお招きし、さまざまな課題が噴出する日本の現状とその
解決策などについて村上先生とお話し合いいただきたいと
思います。
　お二人は古くからのお知り合いだとか。
平田　国際基督教大学（ICU）の学生だったとき、村上先
生の授業を潜って受けたんです。その後も幾度となくお目
にかかっていますね。
村上　なにしろ平田さんはあちこちの大学で教えていらっ
しゃって、いろいろなところに出没するんですよ。その中
でも一番の接点となったのは、東大で私の学生であった小
林傳司さんが大阪大学でコミュニケーションデザイン・セ
ンター（現COデザインセンター）を構想し、平田さんが
そこで教授として活躍されていたことです。あれは一種の

大学院内大学院のようなものですね。
平田　そうです。高度教養教育と呼んでいますが、大学院
で教養・想像力・異文化との交流能力を養うことを理念と
しています。そしていま、コミュニケーションが最大の課
題になっているのが科学・技術の世界ですね。
村上　われわれが科学と呼んでいる領域は19世紀半ばぐ
らいに成立しましたが、その時点の科学は社会との接点な
ど必要ないという考えを持つ、極端に閉鎖的なものでした。
研究者は自分の好奇心に基づいて、もう少し格好よく言え
ば、己の好奇心を解き明かすために自然の真理を探究して
いたのです。その謎意識をみんなが共有していることはあ
り得ないわけですから、非常に個人的あるいは独特なもの
になっていくわけですね。
　その自己閉鎖性が破れるきっかけとなったのが、核兵器
開発によって広島・長崎で悲劇が起こったことへの自省か
ら核兵器と戦争廃絶を訴えた「パグウォッシュ会議」、そ
して分子生物学が発展し始めた1975年に遺伝子工学の安
全管理と危険性について議論した「アシロマ会議」でした。
しかし、科学者たちは自分の研究に対してある程度責任を
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とるという姿勢を示したけれど、謎解きの研究そのものは
悪ではないし誰にも止められない、むしろその成果を利用
する人たちのほうが問題であるという意識は根強く残り続
け、いまでも研究者の大部分は、社会で何が起ころうが、
自己中心的と言われようが、ノーベル賞を取るためにひた
すら研究に励んでいるのです。
平田　1995年にオウム真理教による地下鉄サリン事件が
起こり、その直後に科学・宗教・芸術をテーマにしたシン
ポジウムが開かれ、村上先生とともに私も招かれました。
そこでも話しましたが、井上ひさしさんは、「宗教だけで
は熱すぎる、科学だけでは冷たすぎる、宮沢賢治はその間
に芸術を置いた」とおっしゃっている。例えばCOデザイ
ンセンターには医療人類学の専門家がいますが、加持祈禱
など芸術と宗教が一体となって人間の病を治してきたのが
医療であったように、もともと宗教と芸術と科学は非常に
近いところにあったのに、19世紀に科学という分野が独立
して生まれたことでそれぞれが細分化していくわけですね。
それをこの21世紀にどのように融合していけばいいのか。
文理融合という掛け声はありますが、実際には財界からの
圧力もあって大学では効率が優先され、短期的な成果をあ
げるために、学問がより細分化されているのが現状です。
　その一方で、大学のあり方をめぐって潮目が変わってき
たなと思うのは、インターネットによってどこにいても情
報が得られるようになったことで大学の役割が変わらざる
を得なくなっているんですね。世界の最先端の大学では、
議論をする場であること、異なる文化・価値観・専門領域
の人が出会う場であることが大学の唯一の役割だという認
識に変わってきています。しかし日本の大学がそのような
姿に変われるかというと、また別の問題がありまして……。
村上　教える側の問題ですね。
平田　そうなんです。教員は変わりたくないし、学長の任
期も短いから、長期的な改革はできないんです。
村上　先ほど高度教養教育とおっしゃいましたが、それが
本当に必要なのは大学の先生なんですね（笑）。そもそも
大学院はそれぞれの細い専門を穿っていくことを目標とし
ていました。しかし現代社会でもそのやり方でいいのかと
いう反省を大学の先生が自身の問題として考えない限り、
大学は変わらないだろうし、わずかな人が実行しようとし
ても組織としてブレーキがかかってしまうんですね。
平田　大阪大学では演劇やワークショップなど、本当に自
由な授業を行うことができたんです。それはとてもよかっ
たし評価していただいたのですが、一方で、「ただ遊んで
いるだけじゃないか」と言う先生もいたり―そもそも遊

ぶことが大事なんですが―、「大学院は教養を身につけ
る場ではない」と公言する先生もいましたからね。
村上　教養教育という点では、東京工業大学はだいぶ変わ
りましたね。
平田　すばらしいですよ。池上彰さんが主任になって、私
も毎年呼ばれていますが、水俣病患者の代表団やLGBT
の方などいろいろな人たちを招いて講演会や読書会を開い
たりしています。それから和歌山大学は「教養の森」と名
づけ、一年から四年までいつでも教養の授業が受けられる
など、教養教育をめぐっては少しずつ変わってきているん
です。ただ、それは小さな大学だからこそできるのであっ
て、東大や阪大など所帯が大きな大学はなかなか変われま
せんね。
村上　平田さんのようにアカデミズムの外の世界にいた人
が大学の中に入ることは、学生にとっても、そして大学の
先生にとっても非常に刺激になると思いますが、今度は兵
庫県で新たに開学する大学の学長に就任されるそうですね。
平田　国際観光芸術専門職大学（仮称）は2021年に開学
を構想中ですが、文部科学省は学長ではなく学長候補者と
書きなさいと（笑）。この大学は日本の国公立大学では初
めて演劇やダンスが本格的に学べるんです。逆に言えば、
これまでなかったというのが本当に恥ずかしいことで、ど
の先進国でも国公立大学には必ず演劇学部があり、演劇が
教養の核の一つとして形成されています。それだけではな
く、例えば大阪大学は四万人のコミュニティーですが、そ
こには博物館があるだけで、劇場もコンサートホールも美
術館も映画館もないんです。例えばプリンストン大学の立
派な美術館にはゴーギャンの絵が飾ってあるし、アメリカ
の州立大学はすごい田舎にあって大学以外となると遠くま
で行かなければいけないということもあるけれど、どの大
学も映画館や劇場を持っています。つまり、心を慰めたり
落ちつかせたり奮い立たせる場所が、日本の大学には一つ
もないんですね。
　さらに言えば、世界の大学にあって日本の大学にないも
のが教会です。政教分離の国ですからしようがないのかも
しれませんが、でも病気になったらカウンセリングセンタ
ーに行きなさいというのが日本の大学の現状で、本来、プ
ラトンにしろルソーにしろどんな教育論を見ても、心と体
と頭をバランスよく鍛えるのが教育だと書いてあります。
それにもかかわらず、日本は心の部分にまったく手をつけ
てこなかったんですね。この教育環境の歪みをどうにかし
ていかないと、いくら文科省が世界の大学のトップ30をめ
ざすと言っても、トップ30にはこれらの施設がすべて揃っ
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ているわけですから、それを追い越すことは絶対に無理な
んです。
村上　国立大学で「教養学部」と名前をつけたのは東大、
埼玉大だけで、あとはみんな「教養部」なんですね。これ
は愚痴になってしまいますが、教養部というのは教員が自
主的につくり上げた内部組織でしかないから、当然のこと
ながら予算もわずかですし、学生たちは学生たちで、教養
では表層的な物理学しか学べず、物理学の本格的知識を身
につけるためには物理学科へ行くしかないとなれば、教養
を軽視するだけになってしまいます。そしてそれはいまに
限ったことではなく、すでに私が教養学部の学生だったと
きも、その世界の第一人者が教養教育を講義していたわけ
ではないんですね。駒場の三大無能教授なんてレッテルを
学生に貼られた先生が教養教育の立派な看板を掲げていた
ほどで、だから私はその先生の講義は一度しか出たことが
なかった（笑）。
平田　私がICUで印象に残っている授業の一つは絹川正
吉先生の数学です。一学期の間ひたすらユークリッド幾何
学の五つの公理と五つの定理をめぐって、どの公理とどの
定理が使われて次の定理が証明されているかをすべて解く
という授業でしたが、数学とは何か、幾何学とは何かとい
う学問の本質を知った、感動的な授業でした。
村上　それが本来の教養の役割ですね。ところが、専門の
基礎さえ教えておけば教養教育は果たせるだろうという下
衆な根性から「基礎専門」という言葉が流行ったことがあ
りましたが、いま平田さんがおっしゃった学問の入り口と
いうのは、単なる基礎ではないんですね。古から受け継が
れた全学問と全知識を人間の頭脳と魂で磨き、その学問が
全体の中でどのような位置づけにあり、なぜこれを知らな
ければならないのかというところまで踏み込んだもの、あ
るいはそれを直感させてくれるようなものでないと、本当
の入り口にはならないのです。

それぞれの居場所を求めて

編集部　教育も経済もすべてが行き詰まってしまったから
かもしれませんが、現状を打破する術の一つとして、ずっ
と軽視されてきた教養が見直されるようになってきました。
平田　そこできょうの本論である対話に近づけていくと、
文科省は「主体的・対話的で深い学び」という学習指導要
領を打ち出しましたが、いかにも文科省らしい、よくわか
らない標語ですね（笑）。対話的という日本語はないし、
あったとしても、主体性がなければ対話は成立しない、主
体性が強すぎても対話が成り立たないという、この二つは

ときに相反するものなんです。さらに「深い学び」という
言葉も曖昧すぎますね。そこで私は半ば冗談で、フランス
革命の「自由・平等・博愛」という理念は、自由と平等は
ときに相反するから、矛盾する概念の中間に博愛を置いた
フランス人の面白さに倣って「主体的・対話的で愛のある
学び」、それでは情緒的すぎるのであれば「主体的・対話
的で寛容な学び」と言い換えたほうがいいだろうと。そし
てこの「寛容」こそが、これからの日本社会でもっとも重
要なキーワードになってくると思うんです。
村上　私も寛容についてはさまざまな場面で繰り返し発言
してきましたが、日本で寛容と言うと、厳しく咎めないと
いう一面ばかりが強調され、われわれ日本人が得意なグズ
グズのイメージで捉えられがちです（笑）。しかし私が提
唱したいのは、遊びやゆとりも含めて、異なる価値の間で
よりよいコミュニケーションをとるための「機能的寛容」
です。そしてこの機能的寛容が主体的にどこまで追求でき
るかということに関わってきますが、アスペン・セミナー
では最初に「正解はない」と宣言してしまうんです。モデ
レーターの側から言えば、正解を言いたくてしようがない
こともあるんですよ。しかしそれをぐっと我慢して、あく
までも正解は求めない。共通のテキストの同じ部分を読ん
でいるにもかかわらず見当違いの読み方をする人も出てき
ますが、対話を重ねることでお互いに考え直していこうと
いうのがアスペン精神です。
　しかし現代社会では、ジョン・ロックが唱えた異なる信
仰に対する宗教的寛容がまさにそうですが、宗教という主
体性を持たない日本人は真の意味での寛容に辿りつくルー
トを確立するのが難しく、特にSNSの世界では非寛容ば
かりが目立ちますね。先日、テレビジョンを見て仰天した
のは、参議院選挙で某候補者が自転車に乗って選挙活動を
しているときに交差点で一時停止を無視して左折したのは
けしからぬ、こんな人間を当選させてはいけないという意
見がSNSに多数寄せられているというニュースでした。
とにかくSNSの世界では瑣末なことばかりを取りあげ、
誰かを一斉攻撃しなければ気が済まないほどみんなが苛立
っていて、ちょっと辛い社会ですね。
平田　その苛立っているのが若い世代ではなく、中高年の
男性に多いというのも日本の特徴ですね。中高年男性は経
済優先の社会で生きてきて、会社から離れれば何もない、
地域社会にも溶け込めないから余計にかつての自分の地位
を誇示しがちになる。そして会社では通じた論理が一般社
会では通じないからさらに苛立ってしまうんでしょうね。
　そこで対話が必要となるのですが、その前提として、ま
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ずは対話の場をつくることから始めなければなりません。
欧米では日常生活の中に教会、劇場、コンサートホールが
あり、音楽が好きな人、演劇が好きな人、芸術が好きな人
と、それぞれ経済原理とは別のところで自分のコミュニテ
ィーを持っていますが、日本はその部分が弱いんですね。
村上　それはどんな機会をつくればいいのでしょうか。
平田　人間社会には国家・企業・組合などの「利益型共同
体」と家族や地域などの「地縁・血縁型共同体」がありま
すが、いまや日本は両方とも危うくなっています。そこで
私は「関心共同体」と呼んでいますが、利益と地縁・血縁
の真ん中に位置する、出入り自由で繫がりが緩い小さなコ
ミュニティーをたくさんつくるしかないと考えています。
村上　トクヴィルは『デモクラシー・イン・アメリカ』で、
アメリカ社会はそのような共同体をつくるのが上手だ、そ
れが救いになっていると観察していますね。
平田　いま、地方は人口減少が非常に激しく、私は地方自
治体からどうしたらいいかという相談をよく受けるんです
が、実は若い子育て世帯の三、四割が地方移住を考えてい
るという統計が出ているんです。しかし現実は地方に人が
来ない。その理由は、地方のほうが人手不足だから雇用で
はなく、教育や医療など文化的な側面と、そして一番大き
な要因が、田舎は地縁・血縁が濃すぎて面倒くさいと思わ
れているから。だから、最初にお話しした井上ひさしさん
の言葉を借りるならば、都会は冷たすぎて田舎が熱すぎる
なら、その中間に関心共同体、つまり対話型・ネットワー
ク型の社会を築けるかどうかが、地方自治体が生き残れる
かどうかのポイントになると考えています。
　私が演劇の仕事で訪れるパリ郊外にあるジュヌビリエは
住民のほとんどが移民という貧困層の町ですが、フランス
政府はそういう町々に国立劇場をつくり、カフェを併設し
ています。カフェと言ってもコーヒーを注文しなくていい
し、そこにあるコンピューターは自由に使っていい。そう
すると近所の子どもたちが自然と集まってくるんですね。
要するに薬物汚染など犯罪に巻き込まれないように、劇場
を子どもたちの居場所にしているんです。これを日本の学
生たちに話すと、それで何かよくなるのかと聞かれますが、
よくはならない。でもそれをやらなければ社会が壊れてし
まうので、あくまでも防衛戦なんですね。
村上　この間、たまたまヤフー本社を訪ねる機会があった
のですが、コンピューターがずらっと並んでいる傍らに一
段高くなった場所があり、動画も撮れる簡単な舞台となっ
ていて、若い人たちがそこに集い、こんな物語をつくろう、
こんなことをやったら面白いだろうということが自然発生

的に生まれてくるそうです。若者は、関心さえあれば道具
を上手に使いこなして何かをつくることができる人たちだ
ということをつくづく感じましたが、では私を含めて高齢
者があの場で何かできるかといえば、これは無理だろうと
いうことも思い知らされました。だから、情報格差も含め
て、中高年や高齢者が、これからの社会でどのように自分
の居場所を見つけ、自分の命をさらにつくり上げていくこ
とができるのかということは、本当に難しいですね。
平田　これからの社会では、中高年・高齢男性の引きこも
りや孤立の問題が相当なリスクとコストになっていくでし
ょうね。そして子どもたちも、少子化、核家族化、情報化
によって他者との出会いが本当に少なくなっています。私
が今度移り住む兵庫県豊岡市の裏教育方針の一つは、きち
んと男女交際ができる子どもをつくろうです（笑）。さらに、
キモいと呼ばれない男の子をつくること、すぐにキモいと
言わない女の子をつくろうと。いまは勉強やスポーツがで
きるかできないかということよりも、彼女がいるかいない
かで格差が生まれてしまうんですね。

この国は変われるのか

村上　そこまで仕組みづくりをしなければいけないことに
ちょっと違和感がありますが（笑）、もう一つ気になって
いるのは、いまセクハラが社会問題となり、企業もその対
策を打ち出していますが、この言葉はダメ、この行動はダ
メと、すべてがマニュアル的になっているように感じるこ
とです。
平田　そこでまた教養の話に戻りますが、フランスの企業
では、管理職になるためにはテストで週末に何をしていた
かが必ず問われるんです。コンサートや芝居に行ったとか、
部下から尊敬されるような日々を送り、教養を持ちあわせ
ていないと、管理職になれない。そしてこれはマニュアル
では対応できない部分なんですね。企業人間ではリスクヘ
ッジができなくなると、先端的な企業はその部分を重視す
るようになっています。
　あるいは、面白い統計があって、小中学校の学力テスト
で一番上のＡ群と一番下のＤ群を比べ、いろいろなアンケ
ート調査をとるんです。例えば朝ご飯を毎日食べているか
どうかは10ポイントぐらい差がある。もっとも差が大きか
ったのは、家に本がたくさんあるかどうかで18ポイント、
そしてこの一年間に親と美術館や博物館に数回行ったかと
いう項目は15ポイントと相当な差があるんです。もちろん、
それは富裕層や親の学歴と相関するのですが、同じ所得層
で調査しても差がつくようです。さらに、もう一つ興味深

▶▶▶アスペン対話

現代社会の闇を照らす道しるべ

7

301772181 2019.09.11　22:58:42 スミ2019.09.11　22:58:42 スミ

かったのは、毎日「勉強しろ」と親に言われているかで、
これはＤ群のほうが高い。要するに子どもに勉強しろと言
いながら、教養の部分を軽視する家庭は成績が悪いという
ことがわかってきたんです。
村上　美術館や博物館だけでなく、映画でもいいですね。
平田　だから大学にも映画館が必要なんです。そのときに
誰かと共に見ることがとても大事で、インターネットで一
人で見ていては駄目なんですね。
村上　アスペン・セミナーも、一人でテキストと向き合う
ときと、対話の中で向き合うのではかなり違ってきますか
らね。
平田　ただ、日本人は相手の主張を組み入れて自分の意見
を通すことがなかなかできませんね。特に日本の学校は同
調圧力が非常に強いから、単に対話をしなさいと言っても、
頭のいい子どもほど、教員が求めている落としどころを先
に見つけようとするんです。
村上　大人もそうですよ（笑）。セミナーが終わった後に
参加者が率直に話してくれることがあって、最初はモデレ
ーターがどんな顔で自分の話を聞いているか、頷いている
か嫌な顔をしているかということばかり気にして話してい
たと。特に日本の企業の方はそういう訓練を受けてこられ
たのでしょう。しかし先ほど平田さんがおっしゃったよう
に、確かに日本には対話をする場が足りないけれど、たっ
た三日間でも対話を経験することで、最初は自分のことし
か言わなかった人が、その姿勢がガラッと変わり、他者の
言葉に耳を傾け、その言葉を咀嚼しながら自分の意見を言
うようになるんですね。
編集部　教育制度や寛容さなど、日本人あるいは日本社会
に足りない部分ばかりが際立ちますが……。
村上　ある場合には、ぶつかり合う前に落としどころへ向
かって穏やかに進んでいくこと自体がいい結果を生む可能
性はゼロではありません。そして日本はそれで成功してき
たのかもしれません。しかし、グローバリズムの中でそれ
では前に進めないことは企業の方はもちろん気がついてい
るし、そこでどのようなオルタナティブがあるかを考える
機会をアスペンは提供しているわけです。ただ、平田さん
がいくつかの例をあげられたようにフランスという国は他
の国々と比べればずいぶん中央集権的な政策を打ち出すこ
とによって、例えば大問題となっていた少子化が回復しま
したが、日本は少子化一つとっても希望的な観測をする余
地がないほどに、何か大きなものが欠けているように感じ
ます。
平田　日本は近代国家をつくる過程で強い軍隊、強い国家

をつくらなければならなかった。そのために国民全員が一
律に教育水準を上げるために、どの地方にいてもどの先生
が教えても同じように教えられる制度をつくり上げました。
人口が一億人もいながらあれほど緻密な学習指導要領を持
っている国は他にはないでしょう。でも発展途上国から中
進国に至るまではそれでよかったのですが、社会が成熟す
れば今度は多様性がないと持続可能な社会にならないので、
そのやり方はもう限界に来ています。日本語と日本文化で
この国はこれまで幸せにやってきたし、ゆっくり衰退して
いくかもしれないけれど、このままでいいのだという保守
派と、それではもうもたないから異文化を取り入れて多様
性のある社会をつくりあげようというリベラル派の二大政
党による政権交代があれば、健全にはなるでしょう。
　ただ、私はすべてをいますぐ改革すればいいとは思わな
いし、芸術側の人間としてどうしても守りたい美的な感覚
もあるので、そこを揺れながら少しずつ国の形を変えてい
くしかないはずなのに、その議論はなされていないし、そ
もそもいまの政治のリーダーたちがその課題を把握してい
ないからきちんとしたメッセージを発せられないことに一
番の問題があると思います。
村上　特に日本のような中央集権的な国だと、政治を動か
すための下部構造―と言うとマルクス主義の言葉と誤解
されるかもしれませんが、わかりやすく言えば行政の官僚
構造と社会との関係が変革に対しては弱すぎるんですね。
かつての民主党政権では自らの理念どおりに動けなかった
「失敗」がある、その反動がいまの政治状況に如実に表れ
てしまいました。けれども、自分たちの理念を実現するた
めにそれを支える行政構造をうまく利用できなかった、あ
るいはどう動かせばいいのかという経験が少なすぎたとい
う残念な思いがあるんです。
平田　おっしゃるとおりです。もう一つつけ加えるとすれ
ば、官僚の無謬性への信仰です。日本人は制度設計がとて
も上手で計画性がある民族ですが、その分、立てた計画を
変えられないんですね。要するに「対話」と「対論」の違
いで、ＡとＢが議論をして、Ａが勝ったらＢは意見を変え
なければいけないけれどＡは変わらないというのが対論、
ＡとＢが話し合い、Ｃという新しい結論を生み出すのが対
話です。日本人は、勝ち負けならしようがないとどこかで
諦めるけれど、最初から変わるという前提があることは極
端に嫌がるんです。まずはその価値観を変えていく必要が
ありますね。
編集部　それではきょうはこの辺で。ありがとうございま
した。
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アサヒグループホールディングス株式会社

ＥＹ新日本有限責任監査法人

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

清水建設株式会社

新東工業株式会社

私たちは日本アスペン 研究所を応援します。
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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

　　　　　　　　　　　    　　　　　　　　（五十音順）

大日本印刷株式会社

株式会社野村総合研究所

パーソルラーニング株式会社

ビーウィズ株式会社 ※ 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。

私たちは日本アスペン 研究所を応援します。
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内村鑑三における闇と光

　闇と光という切り口からの内村論を、というのが編集部
からのご要望である。内村の生涯を通覧しながら、しかも
余り宗教臭くなく、アスペンらしい哲学的な方向に収

しゅう

斂
れん

する形で、この思考をそそられるご要望に応えてみたい。
罪と赦し

　我々の多くは、殺人や姦淫を犯さない平穏無事の人生を
送っている。しかしイエスは、兄弟に腹を立て、女性に淫
らな思いを抱いたら、それは殺人であり姦淫であると、心
情倫理的に突き詰めてしまう（『マタイ福音書』５章21－
30節）。こう言われて、成人男子たる者の半数は、いささ
か立つ瀬がないと思うに違いない。残り半分はどうかと言
えば、全く立つ瀬がないと思うかも知れない。しかしイエ
スは何もアクロバティックな挑発をしているのではない。
怒りが殺人に、色情が姦淫に至らないのは、その人の育っ
た環境やそこで育まれた倫理、また性癖や打算や様々な事
情によるのであって、誰でも殺人や姦淫の罪の萌芽を心の
一隅に秘め隠している。その事実をイエスは、さりげなく
暴き出しているだけではないか。
　この事実を直視し、あらゆる遁辞を排して、己

おの

が罪にも
がき苦しんだ男がいた。若き日の内村鑑三である（『求安
録』）。彼はこの罪の根が、己

おのれ

のプライドと欲望で他人が見
えなくなるエゴイズムにあると思い知って―なぜなら、
プライドを傷つけられた怒りに目が暗んで他人の生命の重
みが見えなくなって殺人に至るのであり、欲望に突き進ん
で夫婦の人格が等閑に付された結果が姦淫なのだから―、
アメリカにまで渡り知的障害児に唾をかけられながら下の
世話をする奉仕生活の中、己がエゴイズムを根絶しようと
苦しんだ。しかしどう努力しても、エゴイズムは残った。
　己が心の闇に絶望してアマスト大学を訪れた内村に然し
ながら、自分の中の罪を根絶して立派な人となろうとする、
そうした努力自体が１つの宗教的エゴイズムではないかと、
シーリー総長は諭

さと

した。そして自分にばかり向けていた眼
差しを、十字架の贖罪の死によって我々の罪を贖ってくだ
さったイエスの方に向け換えることを、総長自身の人とな
りをもって示した。こうしたシーリーの人格と教えに接し
た先に、ついに信仰の光が内村に突如として射した。十字
架に自分の罪を放

ほう

擲
てき

し、神の愛をそのままに受け入れるこ
と。これが彼の罪からの赦しの回心の体験だった（『余は
いかにしてキリスト信徒となりしか』）。心中の闇である罪
にもがき苦しんだ若き日の経験と、それを一気に光の中に

包み込んだイエスによる赦しの経験。内村の闇と光を語る
時、まずこの出発点を逸することはできない。

不敬事件
　帰国して、そのキリストの福音の光を世に灯そうと掲げ
た時（『マタイ福音書』５章14－16節）、しかし世はこれ
に従おうとするどころか潰

つぶ

しにかかった。その象徴的出来
事が、有名な一高不敬事件である。一高での教育勅語の捧
読式に際して、嘱託教員だった内村が、明治天皇の署名に
最敬礼しなかったために国賊とされ、一高生たちは家まで
談判に来て、聞かれないと見ると玄関の土間に小便を放ち、
投石や恫喝は相次ぎ、爾後内村は、職を失ったばかりか、
宿屋からも宿泊を拒否され、国中枕するところなく、各地
に流

る

竄
ざん

することとなった。時代の国粋主義の闇、粗野な不
道徳と独善的な暴力の闇に、内村の掲げる光は没しかけた。

妻の死
　そして没しかけたのは、福音の光だけではなかった。内
村自身がこの闇に没しかけたのだった。流感に罹

かか

った鑑三
を、ひとり世間からの迫害に耐えつつ献身的な看病で支え
た新妻・加寿子が、自身罹

り

患
かん

し、事件の３箇月後に死去す
るのである。「哲理的の冷眼を以て死を学び思考を転ぜん
とするも得ず、牧師の慰

い

言
げん

も親友の勧
すすめ

告も今は怨
うらみ

恨を起
おこ

す
のみにして、余は荒

あれ

熊
くま

の如
ごと

くになり『愛するものを余に帰
せよ』と云

い

ふより外
ほか

はなきに至れり」と、後年述懐すると
おりである（『基督信徒の慰

なぐさめ

』）。そればかりではない。生
前この妻にしてやれなかったことが後悔として押し寄せ、
「彼〔加寿子〕は渾

すべ

て柔和に渾て忠実なるに我は幾度か厳
げん

酷
こく

にして不実なりしや、之を思へば余は地に耻
は

ぢ天に耻ぢ、
報ゆべきの彼は失せ、免

ゆるし

を乞
こ

ふの人はなく、余は悔ひ能は
ざるの後悔に困

くるし

められ、無限地獄の火の中に我
わが

身
み

で我身を
責め立てたり」（同書）という嘆きとなる。こうして内村
は神を見失い、祈ることすら放棄した。荒熊のごとく吠え
る以外、為す術を知らぬ闇―内村の言う「無限地獄」に
落ちたのである。
　しかしその闇のどん底で、彼はもう一度、光が射すのを
見た。それは亡き妻からの光か、神からの光か、それを知
らぬと言うが、彼を過去の悔恨から未来の希望へと向き直
し、蘇生させる力をもった光だった。その光は、妻の墓前
で、こう語り掛けてきた。「汝

なんじ

何
なに

故
ゆえ

に、汝の愛するものゝ
為
た

めに泣くや、汝尚
な

ほ彼に報
むく

ゆるの時をも機
おり

をも有せり、
…汝若

も

し我に報ひんとならば此
この

国
くに

此
この

民
たみ

に事
つか

へよ、…渠
か

の貧

関根　清三
●日本アスペン研究所理事
　東京大学名誉教授
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内村鑑三における闇と光

に迫められて身を耻
ちじよく

辱の中
うち

に沈
しず

むる可
か

憐
れん

の少女は我なり、
我に報ひんとならば彼女を救へ、…汝の悲歎後悔は無益な
り、早く汝の家に皈

かえ

り、心
しん

思
し

を磨き信仰に進み、愛と善と
の業
わざ

を為
な

し、霊の王国に来
きた

る時は夥
あまた

多の勝利の分
ぶん

捕
どり

物
もの

を以
もつ

て我
わが

主
しゆ

と我
われ

とを悦
よろこ

ばせよ」（同書）、と。
義戦論・非戦論の先に

　その後の彼は強くなった。もともと剛
つよ

かったが、何かし
なやかな勁

つよ

さが加わった。日清戦争時、義戦論を唱えた時
も、「彼等は日清戦争を義戦なりと唱へり、而して余輩の
如き馬鹿者ありて彼等の宣言を真面目に受け、余輩の廻ら
ぬ欧文を綴

つづ

り『日清戦争の義』を世界に訴ふるあれば、日
本の政治家と新聞記者とは心

こころ

密
ひそ

かに笑て曰
い

ふ『善
よい

哉
かな

彼
か

れ
正直者よ』」（「時勢の観察」）と、自分を笑う余裕を持つよ
うになっていた。さらには「我空

むなし

ふして人は充つ／我衰へ
て国栄

さか

ふ／貞
てい

を冥
めい

土
ど

の夫
つま

に尽
つく

し／節を戦後の国に全
まつと

ふす／
月清し、星白し、／霜深し、夜寒し、／家貧し、友尠

すくな

し、
／歳
とし

尽
つき

て人帰らず。」と歌う、反戦詩「寡婦の除夜」にあ
るような、戦争が惹き起こす悲惨な犠牲の闇を見知るに至
って後は、己の義戦論に固執することなく、日露戦争から
は非戦論に転じる柔軟性も備えていた。丸山眞男は、内村
が義戦論の反省を踏まえて非戦論に転じたことを多とし、
「内村の非戦論が単にキリスト教的福音の立場からの演繹
的な帰結ではなく、帝国主義の経験から学び取った主張で
あったということは、彼の論理に当時の自称リアリストを
遥かにこえた歴史的現実への洞察力を付与する結果となっ
た」（「内村鑑三と『非戦』の論理」）と評価する。
　しかもその非戦論も内村は、世の光として高々と灯すの
ではない。戦争を好む憎悪と暴力の世の闇に寄り添い、こ
れを根本から赦しと愛の精神へと変革していく息の長い教
育によって、少しずつ闇を光に代えていく道を選ぶに至る

のである。死に至るまで毎月刊行された『聖書之研究』誌
と、日曜ごとの聖書講義を基本とする伝道者としての地歩
は、ここに漸くにして固まった。内村、40歳の時である。
なお丸山と同じく第二次世界大戦後の一時期、内村の非戦
論を画期的だと誉めそやした家永三郎は、然し「『聖書之
研究』に立てこもってしま」って以降の内村については、
「社会主義を罵」り、「社会性・歴史性を喪失した抽象的
個人における信仰を追求して…致命的なあやまり」を犯し
たと断罪する（「日本思想史上の内村鑑三」）。だが歴史家
として「致命的なあやまり」を犯しているのはむしろ家永
の方で、内村は社会主義にも一定の評価を与えていたし
（J・F・ハウズ『近代日本の預言者、内村鑑三』）、40歳
以降も、第一次大戦では再臨信仰の視点からの非戦論を高
唱し、その後再臨運動という未曾有の社会活動を興し、ま
たアメリカの排日法案に対しても批判の論陣を張るなど、
その都度社会的発言の勢いを止めることはなかったのであ
る。まことにJesusと Japanという２つのＪへの思いは、
内村において終生変わることはなかった。

信仰と哲学
　その根底に常に脈打っていたのは、イエスの罪の赦しに
よる救済への信仰と、そして神によって天地万物は創られ
たという創造への信仰だった。戦争が何故いけないかと言
うならば、自分が作り出したのではなく、ただ創造者から
平等に与えられているに過ぎない被造物を、少しでも多く
自分のものに取り込もうとするエゴイズムが、所与性の原
事実を忘れた事実誤認だからである。また、そうした創造
論に基づいて、被造物同士が互いに赦し合い共生すること
を神の義としたイエスの救済論とも、それは抵触するから
である。その創造と救済のリアリティに立ち返ることこそ
が、光である。内村はそう考えていたように見える（「創
世記第１章第１節」「モーセの十誡」等）。
　それでも、果たしてそう言って済むか、現代人としては
ここで敢えて問わねばならないだろう。イエスの十字架に
しか救いがないならば、紀元前後を問わず、イエスの福音
を知らないで死んでいった多くの人々はどうなるのか。イ
エスを知らぬ人々の間に、数多の霊的救済の事実があるこ
とを、現代人は知っている。また旧約聖書が記すように、
紀元前5509年から3761年の間のどこかの１週間で、宇宙
も太陽系も、動植物も人間も、人格神によって一気に創ら
れたという創造神話は、宇宙が138億年前に、太陽系は46
億年前、生物は38億年前から徐々に、そして人間に至って
は6500万年前から次第に進化していったという科学的知
見から、余りに掛け離れている。創造と救済の信仰に全て
を放擲することを光として単純に休心することに対しては、
他方、それは科学的現実と乖離した独善的な自己慰撫に過

内村鑑三（1901年撮影）
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ぎぬと疑う懐疑の闇も、現代人としては無視することがで
きない。

創造
　然し科学者として出発した内村の思考の勁さは、敢えて
こうした問いを陰に陽に踏まえていた点にも見出されよう。
まず創造信仰については、「創世記」を文字通り読む直解
主義を排し、スピノザの汎神論哲学への共感を語る内村だ
った（「神に関する思想」）。「神と宇宙との関係は造物主と
被造物との関係に非ず、霊と肉との関係である、そして霊
肉共存して人が有るが如くに、神は宇宙の別名たるに過ぎ
ない、即ち宇宙に霊と物との両面ありて、我等が普通宇宙
と称するものは、神の物的半面に過ぎない。人は其意味に
於ての神の子である、そして其意味に於ては星も虫も岩も
木も凡て神の子である」という汎神教は、「我等は神の中
に生き、動きまた在る」（『使徒行伝』17章28節）とした、
使徒パウロの思想とも呼応すると言う。「今や理化学の説
に由れば、原

アトム

子は決して死物に非ず、生命其物である。原
子は太陽系と同じく小宇宙であつて、電子の一団より成る
小世界であるとの事である」。そして目に見えない力の電
子が相共に働いて見える原子となり、万物構成の基礎と成
るのだから、「神は電子であると云ひて理論上何の矛盾を
看出す事は出来ない。……スピノザの汎神的哲学が今や理
化学の実験として現はれた」と、徒に創造神概念に固執す
るのではなく、汎神論的解釈の可能性にも開いて語るのが、
後半生の内村だったのである。
　総じて晩年に至るほど、彼は哲学へと傾倒していく。晩
年の日記には、「哲学熱が復興し、殆んど終日哲学書を耽
読し」、「聖書の次ぎに偉らい書はソクラテスの哲学問答で
ある」 と言い、「偉らいプラトーと偉らいカント、自分も

哲学者に成りたくなつた」とまで記すのであった。
救済

　また、救済信仰についても、これを哲学的に非神話化し
て語ることを敢えてしている。その１つの到達点として
「愛」について述べた一文を、最後に掲げておきたい。
　「余の人生観と宇宙観とは一字にて足る『愛

5

』是なり、
星の輝くも愛なり、風の吹くも愛なり、海の鳴るも愛なり、
生
うまれ

しも愛なり、死なざるを得ざるも愛なり、愛は宇宙を造
り、且

かつ

之を支持す、此愛の宇宙に棲息して余は歓喜極りな
きなり。／余は生を愛す、此の世に在

あり

て愛の事業に従事し
得ればなり、余は死を懼

おそ

れず、無限の愛の余を繞
じようい

圍するを
知ればなり、愛より出

いで

て愛に帰る、生死の別、余に於て何
かあらん。／哲学は世を厭

いと

はしめ、政治は生を忌ましむ、
惟
ひと

り愛の福音のみ吾人に新生命を供す、諸
しよ

人
じん

何ぞ速
すみやか

に来
きたつ

て生命の水を此愛の泉源に於て汲
くみ

取
と

らざる」（「余の人生
観」）。
　ここには十字架の贖罪という教義も、より大なる超越的
な愛を指し示す１つの宗教的象徴に過ぎないという哲学的
洞察による冷めた非神話化がある。しかしそれだけでなく、
単なる哲学的抽象性に堕さず、宗教的人格的な具体性をも
眼差して、これを熱く再活性化させようという智慧も、「愛
の福音」という言い方にそれとなく込められている。合理
的だが抽象に堕する恐れのある哲学と、具体的だが非合理
性に停滞する傾きなしとしない宗教とが、互いの欠落を補
い合う相補的可能性を見据え、内村後半生の思考の勁さを
集約した一文として、これは、名文ぞろいの内村の文章の
中でも一頭地を抜くものであろう。

闇と光
　光と闇の関係には様々な形があるに違いない。漆黒の闇
夜に稲光が光って、全てが清

さや

かに見えるといった関係。闇
深い海路を走る船が、灯台の灯す煌々とした光に導かれる
といった関係。あるいは闇夜が明け染めていく朝の情景の
ように、そしてまた日が暮れて夕闇が迫る一時のように、
闇と光が混淆する関係もあるだろう。
　もし内村に、我々の時代の闇を照らす光を求めるならば、
若き日の宗教的回心や、戦争をめぐる預言者的咆

ほう

哮
こう

の強烈
な光彩も魅力的だが、それ以上に、世からの迫害と肉親の
死、それと複雑に絡み合った自他の罪、そうした闇の経験
を経て晩年、普遍性に開いた哲学の知との相補的緊張関係
の中で、ともすれば個別的閉鎖性に陥りがちな宗教の信を
捉え直そうとした姿勢にこそ、最も成熟した形での陸離を
見出すことができるのではないか。それは、黄昏時の落ち
着いた微光とはいえ、我々自身にもその薄明の中を共に歩
むことを促してやまないような、勁い力を秘めているよう
に思えてならない。

内村鑑三における闇と光

内村鑑三が生前に書き遺した墓碑銘（図版２点とも国際基督教大学図書館所蔵）
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文学は何の役に立つのか
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

　リベラルアーツや哲学はリーダーシップの養成に大切な
役割を果たすと言えば、本誌を愛読するアスペンの諸兄姉
は喜んで賛同してくださるに違いありません。しかし文学
もそうだと言うと、違和感を持たれる向きも出てくるかも
しれません。とはいえ、文学とは何であり、何のためにあ
るのかをよく考えてみると、それが単なる暇つぶしや気晴
らしにとどまらず、社会生活においても職業生活において
も、さらには市民生活においても必要不可欠な働きをして
いることが次第に見えてきます。その理由を、文学が養い
育てる二つの主要な能力、一つは「リテラシー」、もう一
つは「物語（虚構・フィクション）」を通じて呼び覚まさ
れる、他者の気持ちを想像し、それに共感する力に注目し
て考えてみたいと思います。話の手順としては、まず「文
学」ということば、そしてそれに対応すると考えられる英
語のliteratureあるいはフランス語のlittératureという語
が、長い歴史の中で、いかなる意味の変遷を遂げ、いかな
る事柄（精神活動、文化活動）として理解され、それが教
育においていかなる役割を果たしてきたかといった問題を
手がかりにして説明を進めて行きます。

リテラシーとしての文学

　まず、ことばの意味の詮索から始めます。今日、日本語
で「文学」といえば、「想像の力を借り、言語によって外
界および内界を表現する芸術作品。すなわち詩歌・小説・
物語・戯曲・随筆など」と理解されています。ところで今
の定義は『広辞苑』からの引用ですが、そこでは定義の前
に、literatureという語がカッコつきで添えられています。
実は文学という語は古典中国語に由来しますが、それは元
来、学芸・学問一般を指していて、とくに芸術作品を意味
してはいませんでした。日本でも事情は同様で、明治以前
にも「文学」ということばはありましたが、それが、芸術
作品としての文学を意味することはありませんでした。現
代の私たちに親しい「文学」の今日的意味は、英語の
literatureの訳語として、文明開化の時代に日本に導入さ
れたのです。
　それならヨーロッパの伝統において、英語のliterature
あるいはフランス語のlittératureは、昔から「言語表現
による芸術作品」の意味で用いられていたのでしょうか。
そうではありません。英語でもフランス語でもliterature
が芸術作品としての文学という意味を獲得するのは、大ま

かに言って18世紀の後半以降、せいぜい明治維新の百年前
に過ぎません。それ以前のliteratureは、学問一般につい
ての深い知識、学識を意味していました。要するに、古典
中国語の「文学」と同じ意味で用いられていたのです。
　literatureという語は、ラテン語のlitteraturaに由来し
ますが、それは「文字」（ラテン語でlittera、英語のletter）
の読み書きの能力を出発点として、文章とそれが表現して
いる事柄を読み解く能力、そしてそれによって獲得される
知識と技能を意味していました。伝統的な社会にあっては、
洋の東西を問わず、文字の連なりである文章で表現された
もの、英語なら複数形のlettersが学問の全体を指してい
ました。したがって「文字の学」すなわち「文学」はすべ
ての学問のプラットフォームになる普遍的な学問でした。
　もう少しだけ、ことばの話を続けます。伝統的な意味で
のliteratureは、学問という意味での「文 letters」を学
ぶことだと申しましたが、英語にはもう一つ同義語があり
ます。それがliteracyです。文字面からもご想像がつくよ
うに、これまた「文字」に由来する語ですが、本来は、文
字を読み書きする能力、それを通じて獲得される知識、と
りわけ教養を備えていることを意味します。それが今日、
意味を拡大して、さまざまな分野で比喩的に用いられてい
るのは、皆さまご存知の通りです。
　それはとにかく、これまで見てきたことから、伝統的な
意味での「文学」で問題になっている事柄を英語で表現す
るのに、letters、literature、literacyの三つのタームが
あることがお分かりいただけると思います。lettersは文
章で表現された学問の成果であり、学びの対象となります。
literatureはそのような対象を学ぶ行為であり、またそれ
によって習得される学識、教養でもあります。literacyは、
前者と重なる部分がありますが、その力点は文字と文章の
学習によって獲得された資質ないし状態に置かれています。

＊
　以上の意味での文学は、教育の中で、いかなる位置を占
め、いかなる役割を果たしていたのでしょうか。それは、
少なくともかつてのフランスにおいては、humanités（英
語のhumanities）あるいはlettres（＝letters）の学級（ク
ラス）と呼ばれて、中等教育の根幹をなしていました。文
字の読み書きと文法の学習から始まってレトリック（弁論
術）、つまり公共の場において聴衆・読者を説得するため
の弁論を準備して実践する技術の習得に至る教育課程でし
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た。ただし哲学はヒューマニティーズに含まれません。哲
学は一般教育の総仕上げとして、中等教育の最終学年ある
いは大学の専門学部の予備課程で学ばれることになってい
ました。ここで言う哲学は、もちろん今日の文学部等で教
えられる専門科目としての哲学ではありません。法律や医
学や神学といった職業に結びつく専門的学問を学ぶことに
なるエリートたちが、専門に分化する前に身につけるべき
一般教養のことだったのです。
　哲学が専門教育の手前にあって一般教育・教養教育の中
核をなすとすれば、ヒューマニティーズないし文学はさら
にその手前にあって、ことばの教育に関わります。それは
文字の読み書きとテクストの読解力を養成することを通じ
て、あらゆる分野の学問を学ぶことを可能にします。洋の
東西を問わず、読み書きの能力としてのリテラシーはすべ
ての学問のプラットフォームなのです。しかしヒューマニ
ティーズにおけることばの教育はそれだけにとどまりませ
ん。ヒューマニティーズは、狭い身内の輪を超えて、職場、
一般社会、さらには公共の場において、利害関心を必ずし
も共有しない他者とコミュニケーションをとるためのこと
ばの使い方、いわば言語の公共的使用を教えます。ヨーロ
ッパの伝統的な中等教育の根幹であったレトリックの目標
はここにあります。

＊
　ところでヒューマニティーズの学級で教えられることば
は、何語なのでしょうか。ヒューマニティーズには、古代
ギリシャ・ローマの言語・文学の研究という意味もありま
すから、古典語、とりわけラテン語が頭に浮かびます。ラ
テン語は中世ヨーロッパの共通語だったのですから、それ
は間違いではありません。しかし近代になってヨーロッパ
の先進地域で国民国家の形成が進むにつれて、重点は自国
の公用語に置かれることになります。要するにイギリスな
ら英語、フランスならフランス語ということです。ヒュー
マニティーズの教室で、生徒たちは自国のことばの読解力
と運用能力を磨いたのです。しかしどうして生徒たちは、
自国のことば、つまり母語ないし母国語を学校で時間をか
けて学ばなければならなかったのでしょうか。
　母語（英語のmother tongue）という言い回しには注
意が必要です。母語というと、私たちは自分の国のことば、
日本人にとっての日本語、アメリカ人にとっての英語を思
い浮かべ、母語の反対語といえば、外国語のことを考えが
ちです。しかしこのような理解の仕方はミスリーディング
です。母語は、母親に代表される家族や近隣によって口移
しで教えられることば、基本的には話しことばで狭い地域
にしか通用しない言語と考えなければなりません。そうだ
とすれば、子供が成長して大人になり、身内ではない他者

と関係を取り結び、社会生活、職業生活、公共生活をきち
んと営んで行くためには、文字に基づくより高度な言語を
習得しなければなりません。それを教えたのが、かつての
ヨーロッパではヒューマニティーズであり、現代の公教育
では、日本なら国語、英語圏であれば英語（English)、フ
ランス語圏であればフランス語（Français）という教科な
のです。
　それでは、それらの教科で教えられる国語、英語、フラ
ンス語―念のために言えば、それらの教科は原則とし
てnative speakerを対象としています―は、生徒にと
っていかなる言語なのでしょうか。それが母語と言えない
ことは、もうお分かりいただけると思います。実は、学校
で教授される自分の国ないし地域のことばを適切に指し示
すタームはありません。それをいいことにして、勝手なこ
とば遣いをお許しいただければ、それは「父語」つまり父
親のことばです。母語が幼少期に耳と口を通じて自然に習
得する言語だとすれば、父語は眼と手を使って文字を読み
書きする訓練を通じて身につけていく言語であり、教育と
いう人為に属する事柄です。言い換えれば、父語は自然に
習得できるものではないのです。私たちは、外国語の学習
が問題になると、母国語のほうはすでに自然に習得してい
て学ぶ必要がないと思いがちですが、それは錯覚です。今
日の世界では、日本の子供もアメリカの子供もフランスの
子供も、それぞれ父のことばとしての日本語、英語、フラ
ンス語を義務教育の課程で習得します。それによってはじ
めて社会生活と職業生活を円滑に送ることができるように
なるのです。そのような教育課程がかつてヒューマニティ
ーズないし文学（letters）と呼ばれていたとしたら、そし
て文学の使命の一つがリテラシーの養成にあるとすれば、
文学が他者とともに社会の中で生きる一人一人の人間にと
って役に立つのは明らかではないでしょうか。

芸術作品としての文学

　それでは第二の話題、芸術ないし芸術作品としての文学
に移ります。この意味での文学に慣れ親しみ、さらには学
ぶことには、いかなる意味、いかなる効用があるのでしょ
うか。これは、文学の必要性を感じている人にはすぐに分
かってもらえるけれど、そうでない人に対しては、いくら
理屈を述べ立てても、それは証明すべき事柄を前提とする
議論のように思われて、なかなか効果を発揮しない、厄介
な問題です。しかし現実問題として、文学は教育、それも
幼児教育から学校教育を経て生涯学習に至る教育のあらゆ
る段階で学びの対象となり、文化の中で無視できない役割
を果たしてきました。この事実は、今日文学教育に対する
風当たりが強いとは言え、そして文学無用論は歴史の中で
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何度も繰り返されてきたのですが、社会が文学を学ぶこと
の意義と効用を直感的に感じ取り、認めてきたことの証左
です。それを踏まえて、社会と文化が文学に認める意義と
効用が何であるか、二つの点に絞って手短にお話しします。

＊
　第一は、文学あるいは文学のことばが、言語の可能性を
拡大することを通じて、個人と社会の言語能力を高めるカ
ギとなるということです。リテラシー教育やレトリック教
育は、何も言語の芸術的使用を教えることを目標としてい
るわけではありません。それは社会生活や職業生活におい
て必要なコミュニケーションと説得という実用的な言語能
力を養成することを目指しています。しかしそれなら、一
般の言語教育においては、言語の知的・論理的側面だけに
注目して、それを発展させるだけで十分なのでしょうか。
理屈の上で正しい言論を作り上げて、それを相手に差し出
せば、相手はそれを素直に受け入れて納得するのでしょう
か。そうは行かないことを、誰でも本能的に知っています。
それは、コミュニケーションや説得の行為が曲がりなりに
も成立するためには、話し手と聞き手の間に理屈以前の人
間的共感が不可欠だからです。
　公共の弁論の場で、弁論家は聴衆から耳を傾けるだけの
価値をもった人柄だと認知される必要があります。逆に弁
論家には、自分が説得しようとする聴衆がいかなる性格の
持ち主であり、その心の琴線がどこにあるかを観察し、感
じ取る能力が要求されます。つまりレトリックは、たんに
理屈の上で説得力のある議論を組み立てるばかりでなく、
それが向けられる聴衆（あるいは読者）との間に共感を呼
び覚ますことを心掛け、それを可能にするテクニックを学
習するディシプリンだったのです。
　そのためにレトリックは文学作品を読解の教材の中心に
据えました。また作文の練習では文学作品を出発点として、
ある状況に置かれた登場人物の心情を想像し、彼らがどの
ように考え行動したかを、物語として語ることを課題とし
て奨励しました。芸術としての文学は、レトリック教育の
柱の一つとなっていたのです。それはもちろん芸術として
の文学が、読者の想像力をかきたてることを通じて、他者
への共感を可能にする最良の手段であることが広く認めら
れていたからです。そしてこれが、今日のお話の最後の論
点になります。

＊
　音楽や絵画のような芸術と比べて、言語芸術である文学
がもつ最大の特徴は、それが虚構の物語（フィクション）
を紡ぎだすところにあります。音楽や絵画はもちろん人に
大きな感動を与え、豊かな情操を養うのに貢献しますが、
それはフィクションではなく、現実の印象として感受され

ます。そしてそこで引き起こされる感動は、そのままでは
直接的で個人的なレヴェルにとどまります。それに対して、
文学作品の虚構は、少なくともそれが優れた作品であるか
ぎり、私たちが他者の立場に自分を置き、それを通じて私
たちのものとは異なる世界を眺め、異なる社会を観察する
ことを可能にしてくれます。
　要するに、文学作品を読むことで、私たちはさまざまな
差異と多様性、出自やジェンダーや階級、地域性や国民性
や宗教といったダイバーシティを生きる人々に出会い、彼
らを通じて、そのような差異をもった他者の感情、思考、
世界の見方に触れることができます。そしてあらゆる差異
を超えて、他者が自分と同じように心を備えていることに
気づくとき、人間としての共感が生まれるのです。これが、
芸術としての文学の効用です。

＊
　しかし文学の力と効用を心底納得するためには、実際に
それを実感し、文学を生きるための指針とした人々の証言
に触れるのが何よりです。もはや紙幅が尽きましたので名
前を挙げるだけにとどめますが、今日の日本に生きる私た
ちにとって、きわめて美しくまた説得的な証言があります。
それは、上皇后美智子さまが自らお書きになった文章で、
もともとは「子供の本を通しての平和」というテーマを掲
げて、1998年に開催された国際児童図書評議会（IBBY）
の大会の基調講演として準備されたものです。宮内庁のホ
ームページで公開されているばかりでなく、『橋をかける』
というタイトルで公刊されています。
　この文章を読んで強く感じさせられるのは、文学が、美
智子さまにとって教養ある女性の単なるたしなみでもお飾
りでもないということです。それは、ご自身に生きる意義

国際児童図書評議会での美智子さまの基調講
演が収録された『橋をかける―子供時代の
読書の思い出』（文藝春秋）

と力を与えるもの、それ
も日本国の象徴である天
皇陛下の伴侶として、国
民の統合に心を砕くとと
もに、世界の「恒久の平
和を念願する」ことを自
らの使命とする人生を生
きるために不可欠の糧な
のです。美智子さまのお
ことばは、文学の意義と
効用について書かれた最
良の弁明だと思わずには
いられません。ご一読を
お勧めして、このお話を
終わりにいたします。

※本稿は定次社員総会・理事会での講話を短縮したものです。



16

当日、そのテキストを使った対話を通して、自分では想像
もつかなかったような視点が得られたり、時には間違いに
気づかされたりと、古典の奥深さ、幅広さを感じました。
　もう一つは、感じ方、考え方の多様性を学んだことです。
私は幼稚園から高校まで同じ学院に通っていました。長期
間同じコミュニティーに属していると、また同じような境
遇の人が集まるコミュニティーでは特に、気づかぬうちに、
考え方、思考の枠組みが一部似たものになってきます。そ
して厄介なことに、そのコミュニティーにいるとその事実
に気づきにくくなります。ジュニア・セミナーに参加する
と、各学生が個性を持っていて、自分のいる高校の狭い世
界とは違う広い世界に触れたように感じました。例えば、
一人で世界を旅している同期がいたことに衝撃を受けたこ
とを覚えています。
　今回の卒業生の読書会で、高校生の時に受けた感覚を思
い出しました。そして２点目に関しては、より強い実感を
得ることができました。ジュニアの時よりも経験を重ね、
さらにその経験内容も経験年数も異なるさまざまな人が集
まることで、より広い視点での対話が可能になったと感じ
ました。また、私自身は現在、古典を学ぶこととは縁遠い
学部である医学部に在籍しているため、身近でないものに
触れる感覚を抱くとともに、私のように古典から離れたと
ころにいる人にこそ、このような機会が重要なのだろうと
思いました。扱ったテキストの分野に関する研究をされて
いる方がいたことも新鮮で、その方達によってさらに広い
視点がもたらされたようにも感じました。
　このような違ったバックグラウンドの方達と対話するこ
とで視野を広げる機会を持ちたいと思ったことは、高校生
の時にセミナーに申し込んだ理由の一つであり、今回の卒
業生読書会を企画した理由の一つでもあります。同じ世界
に留まり続けることは、居心地がよく、楽ではあります。
しかし、新しい発見をして、新しい自分を常に目指したい
ならば、自分の“comfort zone”の外に出て、自分と異
なる世界の人と出会い、触れ合うことが必要であると思い
ます。そのため、なるべく意図的に自分をそのような場に
置こうと考えています。
　さらにもう一つ、セミナーで学んだことの重要性を、今

　７月７日に、２度目となるジュニア・セミナー卒業生の
読書会が東京大学医学部校舎にて開催され、ヒポクラテス
『古い医術について』とアウグスティヌス『告白』を用い
て対話が行われました。１度目の読書会は、３月24日に鎌
倉の寸心荘にて開催され、西田幾多郎『善の研究』を用い
て対話が展開されました。どちらも10名以上の卒業生の参
加があり、先生方にもリソース・パーソンとしてアドバイ
スいただき、素晴らしい時間を過ごせたこと、感謝してお
ります。
　モデレーターは、この会を継続できる方向で進めるため、
参加者の中から毎回違う卒業生が担当する形を取り、私も
２度目の読書会でモデレーターを務めさせていただきまし
た。その際、既に次回のモデレーターに立候補してくださ
った卒業生もいらっしゃり、嬉しい限りです。また、読書
会の計画を形にするための道を開き、ずっと支えてくださ
っている山田政幸先生に心より感謝申し上げます。
　卒業生有志での読書会を開催することになったのは、ア
スペンの懇話会にお手伝いとして参加した卒業生数名で、
「せっかく『アスペン・ジュニア・セミナー卒業生』とい
う一つの繫がりが存在するにもかかわらず、卒業後にその
繫がりが途絶えてしまっている現状はもったいない」と話
したことがきっかけでした。同学年内での交流はちらほら
見られるようでしたが、その輪をもっと広げ、卒業生全体
で交流する機会を作りたいと思い、企画に至りました。そ
の会話の中で、西田幾多郎を読みたいとの提案があり、加
川紀代子先生が学習院の管理する西田ゆかりの寸心荘を紹
介してくださり……と嬉しい偶然が重なり、あっという間
に第１回を開催することができました。
　高校生でジュニア・セミナーに参加した際には、大きく
分けて二つの学び、変化がありました。まず、同じ文章を
反復して深く読むことで、その文章に対する感じ方が変わ
るのを知ったことです。学校の授業でも精読は行われます
が、どちらかというと理解を深めることに重点が置かれま
す。セミナーに参加するにあたり、何度も同じ文章を読み
返すことで、それまで一度も気にならなかった表現や箇所
が気になったり、ある時突然異なる解釈が浮かんだりと、
新鮮な発見を度々することができました。さらにセミナー

自身の価値観を見つめ、未来を展望する
柏原　朋佳
●東京医科歯科大学医学部医学科３年
〈第９回ジュニア・セミナー参加〉

去る７月７日、ジュニア・セミナー卒業生有志が企画した読書会が開催されました。この読

書会は、参加年の垣根を越え、これまでジュニア・セミナーに参加したすべての人たちを対

象としており、今年３月に開かれた第１回に続いて、活発な対話が行われました。
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になってより強く実感することがあります。それは、「デ
ィスカッション」ではなく「対話」であることの重要性で
す。高校生の私には、少ないながらにディスカッションや
ディベートの経験はありましたが、それまで対話をした経
験はありませんでした。しかし、日々の生活において重要
で、人間関係を円滑にするために必須なのは対話です。そ
れを分かったつもりではいたものの、正しい意見ならば押
し通すべきだ、と思っていた高校生の私は、対話の本当の
重要性に気づいていませんでした。高校生の時より少しは
社会に近づいた今、目の前に見えていることが全てではな
いこと、今正しいと思っていることが常に正しいとは限ら
ないこと、白黒つけられないことがこの世には溢れている
ことなどを得心し、再び対話をしてみると、「相手の意見
を否定せず、質問にとどまらない各自の意見からさらに対
話を膨らませる」というその意義の重要性を身に染みて感
じることができました。
　モデレーターを務めた２回目の読書会での「ヒポクラテ
スの誓い」では、想像もしていなかった視点から、医学部
に通う私が今の学業に対する意識や姿勢について考えさせ
られる場面がありました。それは、「ヒポクラテスの考え
る『患者の福祉』では患者の希望が考えられていないので
はないか」という問いかけから始まった対話です。「ヒポ
クラテスの誓い」には、実際には倫理観は含まれていない
のではないか、という意見や、福祉とは、本当は命を救う
ことよりも患者の希望を叶えることなのではないか、とい
うヒポクラテスの意図と異なる意見も挙がりました。安楽
死などの論点から同じような議論が生まれることはありま
すが、ヒポクラテスの文章から医師の倫理性や社会的義務、
免責について思考をめぐらすことで、これから医師に求め
られる課題について考え直す契機になりました。
　私はこれから先、うまくいけば３年後には臨床の現場で
働くことになります。その後、できれば医療政策や医療に
関連するビジネス等にも関わって、日本社会全体の幸福度

を少しでもアップさせたいという夢を描いています。その
夢を実現するために、今できることをしたいという思いか
ら、「山本雄士ゼミ」に参加し、今年度４月よりゼミ長を
務めています。山本ゼミでは、ハーバードビジネススクー
ルで用いられている実際の事例を用いたケースディスカッ
ションを行うことで、広い視座を身につけること、課題解
決にあたりリーダーに求められるマネジメント方法を学ぶ
こと、自分の価値観を見つめ正解のない課題に対峙する思
考を訓練することを目指しています。
　現出する課題を考えることで、イメージとしては“外側
から”自分の内面と対峙する山本ゼミの方法は、アスペン
のセミナーを彷彿とさせますが、正確には両者はアプロー
チの方向が異なるように感じます。アスペンでは、古典を
通して、先人からのメッセージを読み解きながら対話する
ことで、“内側から”自分の内面と対峙するようなイメー
ジです。フェイクニュースの流布、AIという新しい判断
媒体の存在など、世界がさまざまな新しい問題を抱える今、
人が人として真価を発揮するために必要なのは、揺るぎな
い自己の判断軸と、他者と協働できるセンスだと思います。
そのために、現代の個別事例から思考するゼミでの学びと、
古典、つまり先人の素晴らしい遺産を通して思索するアス
ペンでの学びの両方を通して、自分の理念や価値観と向き
合い、未来を展望することこそ、社会に出る上で最も肝要
なことなのではないかと考えています。
　繰り返しになりますが、古典を読むことは、自分への問
いかけを続け、自分の価値観を見つめ直す行為なのではな
いでしょうか。そして、その問いかけは、医療者を目指す
私にとって不可欠であり、患者さんの“福祉”のためにも
持ち続けなければならないことであると思います。それだ
けではなく、どのような場面でもリーダーが持っていなけ
ればいけない資質のようにも感じます。
　最後に、このような意義深い学びの場を与えてくださっ
たことに、心より感謝申し上げます。私も、この卒業生の
輪が、緩く、広く、そして長く繫がっていくように、でき
る限りのことをしていく所存です。読書会は新たな試みで
あり、手探りではありますが、お力添えを宜しくお願い申
し上げます。

301772181スミ 2019.09.11　23:15:56 スミ



ジュニア有志読書会に参加して

【編集者のひとりごと】　表紙はドイツのケルン大聖堂とライン川をまたぐホーエンツォレルン橋。欄干にきらめくのは、無数にかけられた
「愛の南京錠」だ。恋人たちは鍵を川底に沈め、永遠のきずなを祈る。裏表紙は、ニューヨークの街角で見つけたグラフィティ。女の子
は、ふわりと飛んでいくハートを捕まえようとしているのか、それともたったいま、ハートを解き放ったのだろうか。20年近くものあいだ、
たくさんの意味で日本アスペン事務局の道しるべでいてくれた長谷川ゆかりさん、これまで本当に本当にありがとうございました。 （Ｅ）

先ごろ次の書物をご寄贈いただきました。

関根清三著『内村鑑三―その聖書読解と危機の
時代』（筑摩選書）

小島明著『平成経済徒然草―パラダイム転換
する世界と日本』（日本経済新聞出版社）

2019年度に次の方 が々理事に就任されました。

小和田　恆
元国際司法裁判所所長
1932年生まれ

谷村　圭造
アサヒグループホールデ
ィングス株式会社
取締役兼執行役員
1965年生まれ

東出　公一郎
清水建設株式会社
代表取締役副社長
1952年生まれ

Aspen community

　2019年７月７日（日）に表題の読書会が開催された。私
はリソース・パーソンとして参加し、偶然この取り組みに
関わることになった者として、ジュニア・セミナーをご支
援くださる企業の方や、社会人向けのアスペン・セミナー
を卒業された方の視点から、有志読書会発起人が書かれた
記事を補足する趣旨で書き留めておきたい。
　参加のきっかけは、とあるアスペンの集まりの休憩時間
での短い会話だった。あるジュニア卒業生の『善の研究』
を読んでみたいという一言をきっかけに、その場にいた私
が稲村ヶ崎にある西田幾多郎博士記念館を保有する学習院
の加川紀代子学習院名誉教授に相談し、ほんの数分で読書
会のコンセプトは成立した。その後、発起人の柏原朋佳さ
んが事務局の力を借りて卒業生から参加者を募り、３月24
日（日）に最初の読書会が稲村ヶ崎で実施された。モデレ
ーターは松村莉奈さんと藤村立輝くんと私、アカデミアの
リソース・パーソンとして加川先生と橋本典子青山学院女
子短期大学名誉教授のご協力を仰いだ。第２回のモデレー
ターは柏原さんに加えて笹瀬聖人くん、リソース・パーソ
ンは加川先生と荻野弘之上智大学教授にご協力いただいた。
　ジュニア・セミナー卒業生によるセミナーの構想は自主

的な実施を前提に発足時から構想されていたが、大学受験
後の実施に際しては、参加者が専門領域の学びを深める時
期と重なることも相俟って、特定の個人に依存し、やがて
社会人よりも急速にライフステージが進行するために持続
できず単発にとどまる傾向があるようである。
　これらの背景を踏まえ、参加にあたり留意したのは、卒
業生自身による持続可能な運営方法の試行錯誤の尊重。彼
ら自身が自主性をもって運営していくことができるよう、
助言を急がないようこころがけた。事務局も先生方もこの
点をご理解くださったことが奏功したと考えている。
　今後への期待は、米国アスペンのティーンズ・ソクラテ
スとの連携・卒業生の交流促進（すでに開始して数年が経
過している）と、ジュニア卒業生から近い将来モデレータ
ーやリソース・パーソンを輩出することである。
　読書会には事務局からの連絡が途絶えた卒業生も参加し
てくる。そしてジュニア・セミナーがスタートしてから10
年が経ち、異なる世代が読書会に集うことで、新たな展開
が生まれてくるだろう。そのときに、ついアドバイスした
くなるのをぐっとこらえて、適度な距離で見守り続けてい
きたいと考えている。

山田　政幸
●スリーエムジャパン株式会社APACリードSME　MDM管理プロセス
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2019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●

●日本アスペン研究所　正会員● 

●日本アスペン研究所　賛助会員●

雨宮　　寛
飯田　真作
飯田　裕子
池野　智史
伊東　　健
岩井　睦雄
大原謙一郎
岡野　雄治
椎名　武雄
田川　　智
濱口　敏行
林　　滋樹
林　　葉子
半田　勝男
山口　裕視

青木　秀子
赤塚　　庸
秋間　　修
秋山　靖裕
浅野　慎二
浅辺　公彦
東　　義和
安部　順一
天野　慎吾
池田　　新
石井　伸一
石神　澄子
板垣　靖士
板谷　大介
井手　　博
井手　敬子
居戸　利明
伊藤　武志
今井　章子
今井　圭介
妹川　久人
入江　一光
植田　洋子
鵜養　幸雄
内田　貴和
生方　紀雄
馬本　章弘
梅野晴一郎
遠藤　智久

遠藤　政城
老川　英士
大川　　健
大久保和孝
大西　康昭
大場　　肇
小川　千種
小河　正之
沖　　真也
小串　記代
奧田せつ子
小田　和之
加川紀代子
掛江　敦之
加藤　香織
金森　　健
金澤　祥雄
上條　　勉
亀井善太郎
川口　泰広
川澄　文子
川村　喜久
河村　祥宏
河村　典子
菊地　敦子
菊地　清貴
北島　　純
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
越谷雄一郎
小杉乃里子
小菅　美佳
齊藤　　賢
坂本ゆかり
櫻井　邦男
佐々木恵美子
佐々木信雄
佐藤　義和
佐野　泰昭
佐野　陽子
鮫嶋　茂稔
鮫嶋　千鶴
澤谷由里子
重松　　淳
篠田　邦彦
篠原　　淳

徐　　正剛
庄司　昌彦
杉浦　健二
杉山　　健
杉山　繁和
杉山　寛克
鈴木　英司
清宮　克良
清宮普美代
相馬　陽胤
高岡　本州
高橋　浩一
高橋　友美
高橋　秀雄
髙橋　文郎
高山　千弘
竹本　　潔
田﨑　博道
多田　雅之
田中　陽一
玉井　孝明
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
土屋　隆司
坪松　博之

勅使川原亨
寺下　史郎
鴇田　　滋
徳田　治子
豊嶋直穂子
中井　　毅
永岡　大治
中川真紀子
中嶋　秀隆
永田　亮子
中村　潤子
中村　俊介
西田　治子
西山　　昇
西山　裕子
貫井清一郎
野口　達夫
野﨑　貞夫
野田　和伸
芳賀　　真
長谷川博史
畑中　秀夫
八野　英典
波戸岡光太
林　　恭子
林﨑　　理
林田　直樹
原口　貴彰
坂野　俊哉

東　　知則
東出公一郎
東出　幸美
久野　　哲
久野　正人
廣岡　敬之
福田　　亮
福田　孝晴
藤山　知彦
鮒谷　周史
不破　久温
堀内　正紀
堀江　広美
牧野　洋子
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
三宅　達也
宮阪　元子
宮島　靖郎
宮嶋勇太郎
宮田　芳文
宮原　大典

深山　卓也
宮本　裕司
三輪　茂基
武藤　和博
村田　幹夫
茂木　　修
森　　宏之
森野　鉄治
矢内　大介
八幡　俊洋
薮下　真平
山木　和人
山田　豊久
山田　政幸
山本　健彦
八日市谷隆
吉田　雅也
吉野　次郎
米倉　裕之
米山　俊治
脇田　一郎
和氣　正秀
渡辺　尚生
渡邉真砂世
渡部るり子

五十音順
敬称略

●一般会員●終身会員

アフラック生命保険株式会社 日本たばこ産業株式会社 三菱商事株式会社

花王株式会社 日本みらいキャピタル株式会社

第一生命保険株式会社 株式会社三井住友銀行

アクセンチュア株式会社 株式会社　資生堂 株式会社野村総合研究所

アサヒグループホールディングス株式会社 清水建設株式会社 PHCホールディングス株式会社

アフラック生命保険株式会社 新東工業株式会社 ビーウィズ株式会社

EY新日本有限責任監査法人 ダイキン工業株式会社 富士ゼロックス株式会社

エーザイ株式会社 東京海上日動火災保険株式会社 ベルリッツ・ジャパン株式会社

花王株式会社 東京ガス株式会社 株式会社三井住友銀行

鹿島建設株式会社 株式会社　東芝 三井物産株式会社

キッコーマン株式会社 有限責任監査法人トーマツ 株式会社三越伊勢丹ホールディングス

医療法人社団　健育会 日本たばこ産業株式会社 三菱商事株式会社

株式会社アイ・アール ジャパン オリックス株式会社 ゴージョージャパン株式会社

SMBCコンサルティング株式会社 亀田製菓株式会社 日本みらいキャピタル株式会社

公益財団法人大原美術館 NPO法人ケア・センターやわらぎ ヒゲタ醤油株式会社
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