
2020年 春

No.36

2222222222

222222222

2



◆表紙／秋山絵里菜（長野・野尻湖）
　裏表紙／伊東健（北海道・知床、富良野、美瑛）

写真／秋山絵里菜

Aspen Fellow No.36

◆目次

◆アスペン対話

人間の幸福を考える　中村桂子／堂目卓生 3

◆第18回アスペン・フェローズ懇話会

文明の交流と衝突──中世、十字軍から現代を見る　高山　博 8

◆第19回アスペン・フェローズ懇話会

「格差」の見方と考え方　猪木武徳 12

◆〈シリーズ〉活字からの贈り物⑪

書物から手稿へ　瀧　一郞 16

◆〈短期連載〉フランスで欧州の近未来を考える①

リーダーたちの思想力　押村　高 18

◆Aspen community

ゆるやかな時の流れに豊かさを感じる　柴田稔久 19

2
2
2
2
22
2
22
2

22
2
22
2
22
2

2

3

弱いは強い

中村　私はこれまで長い間、経済学者を避けてきました。
経済成長や効率性を求めてのお金の話は苦手で（笑）。そ
れがアスペン・セミナーの懇話会で堂目先生のアダム・ス
ミス（1723─1790）についてのお話を伺って、本当の経済
学を教えられました。アダム・スミスが追い求めたものは
人間の幸福であり、富によって人と人とをつなぐことが経
済の基本だというのですから。私の場合、生きものとして
の人間ですけれども、社会のありようをお金や力でなく、
人間の側から考えたいと思っています。そうすると、経済
学の祖と言われたアダム・スミスから始まり、多くの経済
学者が探究してきた結果が、なぜこのように格差のある生
きづらさにつながることになってしまったのだろうという
素朴な疑問がわいてくるのです。
堂目　まさに経済学が辿ってきた道のりへの問いかけです
ね。実はアダム・スミスが『国富論』を書いた18世紀のヨ
ーロッパは、すでに人間の幸せをお金やモノで測る時代と
なりつつありました。カソリックとプロテスタント、十字

軍とイスラーム教徒という宗教的対立が絶えることなく、
宗教が人間を縛り、息苦しい抑圧の時代が何百年と続いて
きた中で、科学知識が広まり、自然界を聖書ではなく観察
を通じて経験的かつ論理的に人間の理性で考えようという
啓蒙主義の出現は、当時の人々にとって救いであり解放で
した。現世での苦しみは来世で報われると言われても、貧
困の中に生きている人たちに実感を与えることはできない
でしょう。科学の進歩、産業革命、経済の発展によって、
人々が飢えることが少なくなり、さまざまな仕事が創出さ
れ、商人が活躍し、貴族であれ労働者であれ誰もがお金さ
え払えば平等にモノやサービスを売り買いできるようにな
ったことは自然な流れであり、新しい時代の始まりだった
わけです。
　実際にスミスも、個人が利己心に基づいて利益を追求す
ることは許される、そして市場の規制を撤廃して競争を促
進すれば高い成長率が実現できると説いています。しかし、
スミスはけっして自由放任主義者ではありませんでした。
お腹いっぱい食べたい、生活を楽にしたい、社会の中でも
っと活躍したいという人間の欲求が高まれば高まるほど、

人間の幸福を考える
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人間の幸せをモノで測りお金で解決しようとする社会にな
ることをスミスは心配しました。だから、社会秩序の基盤
になる道徳が必要であり、他人の感情を自分のものとして
感じる「共感」こそが、新しい時代が持つ危険性の歯止め
になるだろうと考えたのです。
中村　デカルトやベーコンから始まった科学は、人間を解
放し、自由にする役割を果たしました。それは、人間が人
間に関わり、人間の幸せを深く考えようという学問の始ま
りでもあったわけです。ところが実際には複雑な存在とし
ての人間は脇に置き、数値化できるものに答えを求めてし
まいました。結局、科学も経済学も、そこに関わる人間を
置き去りにしたわけです。スミスは最初の段階でそうなる
ことを予測し、それで人間が幸せになれますか、本当の自
由とは何ですか、と問うたのですね。
　実は最近になって、生きものの中での人間の特徴は「共
感」できることとわかってきました。だから、人間が人間
らしく生きる社会にするには、まさにスミスの共感に注目
しなければなりません。
堂目　現代では、特に理工学や医歯薬学などの自然科学が
社会のさまざまな場面に応用され、どこまでも利便性を求
めることが当たり前であるかのように社会が変容していま
す。しかし、私たちはそのような社会を本当に望んでいる
のでしょうか。人間はどうあるべきかという、プラトン以
来３千年以上かかっても出ていない答えをいまこそ徹底的
に問い詰めなければならないと思います。AIなど新しい
テクノロジーの出現や地球環境の崩壊など世界がめまぐる
しく変化している中、私たちの足元にある貧困や格差、少
子高齢化、ジェンダー差別や働き方、子育てなどさまざま
な課題に対して、これまで人間が培ってきた知識と技術を
用いて、ときにはそれを見直しながら解決の道を探らなけ
ればなりません。
　そこで２年前に、いま行動しなければ人間の未来はない
という使命感のもと、大阪大学に社会ソリューションイニ
シアティブ（SSI）という組織を立ち上げました。2050年
を見据えて持続可能な共生社会を構想するために、人文学、
社会科学、自然科学など文理の壁を越え、さらにはNPO、
地方自治体、企業、市民などさまざまな人を招いて、総が
かりでこの大きな課題に立ち向かおうとしています。諸課
題の解決は完全にはできないかもしれません。そもそも解
決とは何かという大きな問題が横たわっていて、寿命が延
びたら解決なのか、認知症にならない薬が開発されたら解

決したと言えるのかわかりません。私がめざしているのは、
諸課題のすべてが解決された状態の社会ではなく、どのよ
うな課題が現れてきても、諦めずにみんなで解決しようと
する社会です。すべての人が当事者意識を持って考え行動
する社会です。
中村　人文学・社会学としてのアプローチですね。いま人
間はどうあるべきかとおっしゃいましたが、私はそこにぜ
ひ「生きもの」という視点を入れていただきたいのです。
300年続いた科学によって、ゲノムを持つ細胞という共通
の切り口が見つかり、生きものとしての人間を全体として、
しかも歴史との関係の中で理解できるところにきました。
そこから見えてきたのは、人間という生きものは宗教や哲
学が求めてきたほど立派ではなく発展途上の存在というこ
とです（笑）。でも、そこにおもしろい可能性があり、21
世紀の人間観はそこから生み出したいと思うのです。
　パスツール研究所の分子生物学者フランソワ・ジャコブ
（1920─2013）が、『可能世界と現実世界─進化論をめ
ぐって』（みすず書房）の中で生きものの特徴を三つ挙げて
います。第一は「予見不可能性」です。経済では統計と確
率による予測をなさいますが、生きものは本質的に不確実
で予測不能です。二つ目が「ブリコラージュ」、ジャコブ
はあり合わせのもので鍋を修繕する鋳掛屋さんと言ってい
ます。例えば生きものの目にあるレンズは、タコもウサギ
も人間も、みんな違うのです。生きものはレンズ用のタン
パク質をつくったのではなく、それぞれが酵素として使っ
ていたタンパク質の中で結晶化すると透明になるものをレ
ンズとして使ったのでそうなりました。設計図を描いて目
をつくろうとしても、構造が複雑すぎてできそうもありま
せんが、あり合わせでやれば新しいことが意外に簡単にで
きる。それが最良かと言われたら、そんなことはないでし
ょう。でも、それでいいんです（笑）。そして三つ目が「偶
有性」です。例えば人間にとっての肌の色は、日ざしの強
いところは黒い方がいいし、そうでないところは白い方が
いいという程度のことです。だから肌の色で差別するなど
おかしい話なのです。生きものは環境によってたまたまそ
うなったという性質がたくさんあり、そのたまたまに惑わ
されて本質を見ないのは危ない。
　こうして見ると、論理と確率と統計ですべてを分析・評
価する社会は、生きものである人間には生きにくいことが
わかるのです。
堂目　そもそも生きものの命は偶然性で生まれた、そして

▶▶▶アスペン対話
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予測不可能なものなのですね。だとすれば、どの命が優れ
てどの命が劣っているということは言えないはずです。し
かし近代は、やはり科学的世界観とモノを中心とする価値
観から、命そのものではなく命の手段を重視してきました。
つまり、命を維持していく手段をどれだけ効率的につくり
出すかを重視する時代が近代なんですね。そうすると、生
産の場で役に立つ人と役に立たない人、あるいは役に立っ
ていたときと役に立たなくなってしまったときという区別
が出てくるわけです。この視点から個人の能力や性格、年
齢、健康と病気、健常と障がいなどを測り、ヒエラルキー
をつくって生産に貢献する人を「優れた人」や「強い人」
として頂点に置き、貢献しない人は「弱者」として底辺に
置く、そんな社会をつくってしまいました。アダム・スミ
スの議論もそれを前提としています。以来、資本主義や社
会主義、第三の道やリバタリアニズムなど経済社会に関す
るさまざまな考え方が出されてきましたが、そのいずれも
が人間を強者と弱者に区分けし、強者が弱者を助ける仕組
み、あるいは弱者を強者に近づける仕組みを探求したもの
です。学説によって寛容度は違うけれど、常に強者が弱者
に対して何かをしてあげようという視点が根底にはあるん
ですね。
　このような視点で200年以上をかけて進めてきた近代化
の結果が現在の困難な状況を生んでいるのであるならば、
ここでわれわれはいったん立ち止まって考えなければなり
ません。経済社会の形を北欧型がいいのかオランダ型がい
いのか、あるいはもっと競争的なアメリカ型がいいのか、
政府が果たす役割を拡大するべきなのか、それとも小さな
政府にして市場に任せるべきなのかなど、従来のアプロー
チでは延々と議論が続くばかりで一向に出口が見つかりま
せん。私は、そうした議論を繰り返すのではなく、従来の
「強者」と「弱者」の分け方、「強者」が「弱者」を助け
るという考え方を見直すという、思い切った発想の転換が
必要だと思います。
　私が最近考えているのは、「弱者」は本当に弱者か、「強
者」によって助けられるだけの存在か、「強者」は本当に
強者か、「弱者」を助けるだけの存在かということです。
例えば、心や身体に障がいを持たない「強者」と呼ばれる
人は、障がいを持つ人、「弱者」になることを恐れ、「弱者」
を遠ざけ、向き合うことを避けようとする「弱さ」を持っ
ているのではないでしょうか。差別や暴力の根源はこうし
た「強者」の中に秘められた「弱さ」にあるように思いま

す。ですから、「強者」が「弱者」に向き合い、共に生活
することで自身の中にある「弱さ」に気づき、それを受け
入れ乗り越えていくことによって、真の安心社会、真の共
生社会ができるように思います。そうなると、「弱者」には、
こうした社会をつくっていくための存在意義があるという
ことになります。
　めざすべき社会は、「強者」を中心に置いて命の手段を
生産し「弱者」に分配する社会ではなく、「弱者」を中心
に据え、命そのものを中心とした、まさに生きものとして
の人間の生き方を考える社会だと思います。
中村　さまざまな学問が、既存の価値観に捉われず基本か
ら考えなければいけないのは明らかですね。
堂目　この話を講演会などですると、そんな社会でどうや
ってモノをつくるんですかという質問が必ず出てくるので
すが（笑）、まずは意識を変えることから始めるべきだと
思っています。
中村　私は豊橋技術科学大学の岡田美智男先生がつくる
「弱いロボット」が好きなんです。ゴミ箱の格好をしたロ
ボットは、ゴミがあるところへトコトコと寄っていくけれ
ど、ゴミは拾いません。そこでモゾモゾすると、近くにい
る人がゴミを拾うのです（笑）。ネットで公開しているの
で見てください。何でもできるものをつくるというところ
からの発想の転換が可能性を大きく広げているんですね。
岡田先生はあえて人間と同じように不完全なものとするこ
とで、人間の弱さの意味を教えています。この弱さこそ、
人の能力を呼び起こす、非常に重要な意味を持っていると
思うんです。まさにスミスが言う共感です。
堂目　弱さに対する共感をどこまで広げられるかは、社会
を変革する上での一つのキーワードになりそうですね。

便利さの陰に潜む息苦しさ

中村　アダム・スミスは幸福とは何かについて、富が全然
なければ幸福にはなれない、人間の幸福にはある程度の富
が必要だが、富が多ければ多いほど幸福だとして富を求め
続けるのは弱い人であり、あるところでよしと考えるのが
賢い人だと言っていますね。ここでの弱い人は、それを隠
すために権力や金力を使う。これが現代の問題ですね。経
済学で「賢さ」という言葉が出てきたのは印象的でした。
宮沢賢治も生涯にわたって「本当の賢さ」とは何かを作品
の中で追求していますが、本当の賢さは、決して強いとか
優れているということではなくて、弱さまで含めて深く考
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えて、いま一番大事なことは何かを判断する力があること
だと思うのです。
堂目　そのためには自分の心の中にある公平な観察者、つ
まり良心に従わなければならないとスミスは言っています。
非常に厳しい状況に陥っても自己を規制することが自然に
できるようになれば「心の平静」を得られる、そして心の
底を常に凪のように静かにしておくことができれば、本当
の愉しみが見つけられる。反対に、心が大きく波打ってい
る状態では、愉しもうと思っても、常に不安がつきまとい、
本当に愉しむことができない、と。考えてみると、近代社
会は、みんなが凪のような心になってモノを欲しなくなる
と経済成長が止まってしまうから、人々の心を波立たせ、
モノの力で波をおさえることができると信じ込ませてきた
のかもしれません。
中村　私はその経済成長という言葉の意味がよくわからな
いのです。
堂目　そもそも「成長」は生物学の言葉ですよね。
中村　生きものはあるところまでいったら必ず止まります。
バクテリアも分裂し増殖しますが、あるところで定常状態
になります。
堂目　経済学でも同じですよ。スミスもあるところまでい
ったら定常状態、必ずゼロ成長になると言っています。
中村　定常は止まってはいません。ダイナミズムはあり、
質の変化はあるのです。進化は進歩と違って展開するので、
新しい生き方を生みます。一方、成長の中には死も含まれ
ており、それを次の成長につなげます。
堂目　スミスは『国富論』でも書いていますが、イギリス
はいつか成長が止まるけれど、フランスやドイツ、そして
インドやアジアの国々も経済成長して、やがてキャッチア
ップされる。結局は、どこの国でも一人当たりの生活水準
は同じようなものになると述べています。
中村　でも現実には、地球の資源は有限なので、進歩とは
違うダイナミズムが必要です。先進国も途上国も、いまだ
に数値を大きくしようという発想で経済を考えているのが
不思議なんです。
堂目　先進国が自分たちのライフスタイルを改めずに途上
国にはこれ以上の開発はするな、環境を破壊するなと言っ
ても説得力はないですね。自国の一人あたりGDPを下げ
てでも貧しい国を引き上げることや地球資源を分かち合う
という発想をしないと。
中村　20世紀後半以来、機械に囲まれた便利な暮らしがよ

い生活という価値観が蔓延してきました。でもこのごろ、
そうでない考え方も出てきていると感じます。テレビ番組
の「ポツンと一軒家」のように山奥での自給自足はさすが
に大変そうですが（笑）、でもそこに登場する人たちの生
き生きとした暮らしに視聴者は惹かれるわけです。生命誌
研究館を卒業して熊本でアスパラガスをつくっている夫婦
がいますが、便利な都会より地方で新しい生き方を求める
若い人も増えています。外出先からスマートフォンで自宅
の空調や電気をつけるより、創意工夫で乗り越える生活の
方が実感のある人間らしい暮らしだと考える人たちが出始
めているんですね。
　それは、生きものとしていまの社会に息苦しさを感じる
からです。便利さを求めお金の動きを大きくすることでよ
りよい生活が得られると考え続けるのは、生きものである
人間としては滅びの道につながると見えるのです。

格差をめぐって

編集部　「経世済民」とは民を苦しみから救うことですが、
いまは救われない人が圧倒的に多いように感じます。
中村　いまの日本で一番気になるのは格差です。特に子ど
もが気になります。私は太平洋戦争の戦中・戦後に子ども
でしたから、豊かさを求める社会を過してきました。まさ
に経済の大切さを日常の中で感じてきた世代です。けれど
も、いま、これが私が求めた豊かな社会だろうかと問うと
違います。細かなことを申し上げる余裕はありませんが、
象徴的なのは「子ども食堂」です。ふつうの家庭でふつう
に暮らすことの大切さを思うとき、家で心を込めて用意さ
れた食事をすることはその基本です。経済成長という言葉
がこのような生活の保証を意味していないとしたら、そこ
に疑問を持たざるを得ません。私の世代は、子どもが家族
と一緒にご飯を食べられないこんな社会をつくったのかと
思うと情けないのです。格差が差別意識につながり、本当
にイヤなのです。
堂目　スミスは相対的貧困の問題を指摘しています。貧困
であることの一番の苦しみは、人目に触れてはいけないと
思ってしまうことである、と。きっと子どもにとっては、
みんながふつうに食べているものが食べられない、着るも
のが年中同じ、お風呂に入っていない、こういう状態で人
前に出ることは苦痛に違いありません。さらにスミスは、
見る人も不快に思うだろうと言っています。きれいな劇場
に物乞いが来たらせっかくの気分が台なしになって、観客

▶▶▶アスペン対話
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はなぜここに入ってくるんだという目で見るから、貧者は
視界からスッと消えるというんですね。人から共感しても
らえない中で生きていくことを当たり前だと思いこんでし
まっている、誰かに直接言われなくとも自分でそう思って
人前に出ないようにしてしまうという生き方が、貧困のも
っとも大きな罪だと書いています。すごい洞察力です。絶
対的貧困と比べればましだろうとか、昔なんかもっと粗末
なものを食べていたとか、貧困家庭がなぜ携帯電話を持っ
ているんだというように、確かに数値だけを見ればかつて
と比べて貧困が改善されたと言えるのかもしれませんが、
貧しい人々の気持ちは、周りが豊かになればなるほど苦し
くなっていくはずです。
　エコノミーの語源はギリシア語の「オイコス・ノモス」
です。オイコスは家や生活圏、ノモスは法ですから、一つ
の家に住んでいる人たちが幸せに生きていくためにそれぞ
れがどのような役割を担い、資源をどのように分配するか
を家の中で決める、いわば家政の術ですが、実際にはポリ
ス（都市国家）全体が共存していくために限られた資源を
どう分配していけばいいのかという意味合いで使われてい
たと言われています。貧しい人をなくすためにはたくさん
持っている人から移転すればいいのですが、この分け方が
とても難しいのです。人間が一番苦手とするのは、一定の
もの、あるいは減っていくものをみんなで分けることなん
ですね。例えば10あったものが12になったときは、増え
た２の分け方は容易に決着をつけられるかもしれません。
しかしゼロ成長で10のままだった場合は、貧しい人の取り
分を多くするためには誰かの分を削らなくてはならず、自
ら進んで損を被ろうとする人はなかなかいませんね。さら
に、マイナス成長のときには自分の将来の生活のことで頭
がいっぱいになります。こうして、平和的に分かち合うた
めにはモノは常に増えていかなければならない、分配の前
に成長をという考え方が根づいたのだと思います。
　私は、消費税を20％ぐらいに引き上げて─もちろん軽
減税率は必須です─増えた税収を使って格差を縮めるこ
とは理論的に可能だと思いますが、２％上げるだけでも大
騒ぎになるいまの日本で、その数字を言ったら政権は倒れ
ますね（笑）。こうして理論的に可能なアイデアも、社会
の風潮を変えられないという理由から、結局フリーズして
しまうんです。そうすると、いつまでたっても苦しんでい
る人々の状態は放置されたままになってしまいます。日本
では、真の民主主義、みんなが集まり、みんなで問題を洗

い出し、みんなで解決へ向けて議論をする場が全体として
できていないと思います。
中村　民主主義は、一人ひとりが日常の暮らしから、自分
がもっとも大切にすることは何かを自分の頭で考える社会
でないと成り立ちませんね。おそらく便利すぎる社会をつ
くったことが一つの原因なのでしょうが、人々がものを考
えることを面倒がっている。考えないでも動いてくれるん
だからそれでいいじゃないかと思う社会になりつつあるよ
うな気がします。人間の人間らしさは考えるところにあり、
中でもよくわからない人間について考えることが一番おも
しろいのですが（笑）、いまは誰もがすぐに答えを求めます。
それも○か×か。難しいことを悩んで考えることを楽しむ
社会であってほしいと思います。自分が本当に生きている
んだという感覚が持てるのはそういうときだし、それが幸
せでしょう。私はわからないことがあるのが好きなのです。
学問はそういうもので、そこから新しいものが生まれてく
るのですから。
堂目　近年、科学の「進歩」に人間が追いつけなくなり、
人間という存在が軽んじられているように思います。他方、
人間の生存を脅かす状況は今後ますます深刻化することが
予想されます。特に世界の人口は、現在の70億人が2100
年には100億を超えると言われています。これに関連して、
環境破壊、水不足、食糧問題、エネルギーの枯渇が懸念さ
れています。逆に日本では人口減少と高齢化がさらに進み
ます。経済成長が期待できない中、収入格差、教育格差、
世代間格差など、それぞれが自分を犠牲にして分かち合う
ことを真剣に考えなくてはなりません。個人が社会のレー
ルから一度でも落ちてしまうと戻れない社会では持続は不
可能です。
　この200年の間に世界も日本も大きく変わりました。今
後、AIや再生医療などの技術が私たちの生活に入り込み、
変化のスピードはますます速くなっていくと思われます。
その中で私たちがしなければならないことは、「人間とは
何か」「社会はどうあるべきか」という原点に立ち返って
自分の頭で考え、行動を起こすことです。中村先生が考え
る人間が生きものらしく生きられる、ゆっくりと生きるこ
とが可能な社会を、私たちは急いでつくらなければならな
いときにあると思います。
中村　こういうときこそ、急がなければなりませんね。
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。

2
2
2
2
22
2
22
2

22
2
22
2
22
2

2



8

文明の交流と衝突─中世、十字軍から現代を見る

　世界の歴史をひもとくと、「十字軍」という言葉は、異
教徒や異端に対するキリスト教徒の聖なる戦いという意味
で、中世以降もさまざまな軍事遠征に対して広く用いられ
ています。しかし一義的には、聖地イェルサレムをイスラ
ーム教徒の手から取り返し、保持するために、1096年か
ら1270年（あるいは1291年）にかけて行われたキリスト
教徒による一連の東方軍事遠征を指しています。
　11世紀末からほぼ200年にわたって続いた十字軍は、そ
の始まりのときから今日に至るまで、キリスト教徒による
異教徒討伐の聖戦として、人々の記憶に長くとどめられて
きました。2001年にアメリカのジョージ・W・ブッシュ
大統領が「テロに対する十字軍」という表現を用いて批判
をあびましたが、十字軍は人々が自覚しているか否かにか
かわらず、いまでも私たちの歴史観や世界観に影響を与え
続けているということができます。
　きょうは、この十字軍の歴史の中で、戦いをせずに交渉
によって聖地イェルサレムを取り返したフリードリヒ２世
の十字軍に焦点をあて、文明の交流と衝突について考えて
みたいと思います。

十字軍の始まり

　十字軍が始まる直前の11世紀、西ヨーロッパはバイキン
グの侵入などによる混乱状態から秩序が回復し始めていま
した。人々の活動が活発になり、また鉄製の農具が普及し
て耕地を増やすための開墾が盛んに行われるようになりま
した。社会の安定化と農業の発展は商業の発展をうながし
ます。人々が集まる教会や修道院、交通の要衝では生産物
を交換するための定期市が開かれ、このような場所や司教
所在地、王侯の宮廷があった地は、商人や手工業者が住む
都市として発展していきました。寂れていた古代ローマ時
代の都市が復活したのです。そして沈滞していた遠隔地交
易も活発化し、地中海沿岸ではイタリアのヴェネツィアや
ジェノバ、ピサなどの海港都市が早くから地中海交易に従
事し、東方から香辛料や絹などを西ヨーロッパにもたらし
て富を蓄積していきました。
　この時期にはローマ・カトリックのキリスト教が西ヨー
ロッパに広く普及しており、その影響は農村部にまで及ん
でいました。人々の間に宗教熱が高まり、かつての使徒と
同じような質素な生活を送る人々が増え、聖地イェルサレ

ムへの巡礼が流行します。ブルゴーニュの修道士ラウー
ル・グラベールによると、下層の人々も中流の人々も王侯
や高位聖職者も、そしてそれまで見ることがなかった女性、
高貴な婦人から下層の女性までもが巡礼に加わり、この巡
礼者の多くが、故郷に戻ることは考えず、聖地で生を終え
ることを願っていたというのです。
　他方、11世紀半ばにフランス中東部のクリュニー修道院
を中心に生まれた教会改革運動の波が、神聖ローマ皇帝に
よるローマ教皇庁の改革を引き起こしました。それまでの
ローマ教皇はローマの貴族たちによって選出される力のな
いローマ司教にすぎなかったのですが、この改革運動の中
で西ヨーロッパ教会の首長としての地位をかためていくこ
とになります。ローマ教皇を頂点に、大司教、司教、司祭
という教会組織の階層性が確立されたのもこの時期のこと
です。
　1073年にローマ教皇に即位したグレゴリウス７世は、聖
職売買や俗人による聖職者の任命を厳しく禁じようとしま
した。しかし、司教や修道院長を統治の重要な手段として
いた神聖ローマ皇帝ハインリヒ４世はこれを受け入れず、
グレゴリウス７世と激しく衝突します。この叙任権闘争の
中で、グレゴリウス７世はハインリヒ４世を破門に処しま
した。ザクセン公などドイツの大諸侯の離反を招いて存亡
の危機に立たされたハインリヒ４世は1077年にイタリア
のカノッサに教皇を訪ねて謝罪することになります。これ
が有名な「カノッサの屈辱」です。
　このように、社会の大きな変化、巡礼熱の高まり、教皇
庁の改革を背景に十字軍が始まったわけですが、十字軍召
集の直接のきっかけとなったのは、トルコ系民族セルジュ
ーク朝の勢力拡大でした。
　11世紀末にイェルサレムを支配していたセルジューク
朝はアナトリアへと勢力を拡大し、ビザンツ帝国を脅かし
始めます。脅威を感じたビザンツ皇帝はローマ教皇ウルバ
ヌス２世に書簡を送り、西ヨーロッパの王や諸侯の救援を
求めました。これに応えて教皇は、1095年のクレルモン
の教会会議で聖地回復のための十字軍遠征を呼びかけたの
です。このとき、教皇ウルバヌス２世は次のように話した
と言われています。キリスト教徒であるあなた方には、世
界の中心にして天の栄光の王国であるイェルサレムへ行き、
異教徒と戦って、キリストの聖地を汚辱から救い出す義務

高山　博
●東京大学大学院人文社会系研究科教授

▪第18回アスペン・フェローズ懇話会

2
2
2
2
22
2
22
2

22
2
22
2
22
2

2

9

文明の交流と衝突─中世、十字軍から現代を見る
増大させ、イスラーム諸国に住むキリスト教徒やユダヤ教
徒への弾圧が頻発したこと、そして三つ目は、ビザンツ帝
国を蹂躙した1204年の第４回十字軍に典型的に示されま
すが、東と西のキリスト教徒たちの間の亀裂と不信を決定
的なものとしたことです。つまり十字軍は、国際政治関係
と人々の意識の中に、ローマ・カトリック西欧世界、ギリ
シア正教ビザンツ世界、イスラーム・アラブ世界という三
つの世界の存在と対立の構図をはっきりと浮かび上がらせ
ることになったのです。
　しかし、自分たちの集団外の人々を異質のものとする認
識は、十字軍に限ったものではありません。今日に至るま
で、古今東西、勢力を拡大するどの集団にも見られました。
十字軍に固有なのは、キリスト教という宗教がその原動力
となり続けたこと、教皇が主導的な役割を果たし続けたこ
とです。十字軍はキリスト教徒とイスラーム教徒が対峙し
て戦う宗教戦争ではなく、十字軍士による一方的な征服戦
争でした。他者集団への無知、そして教皇による正当化の
ために、異教徒への攻撃は凄惨をきわめたのです。

フリードリヒ２世の十字軍

　血で血を洗う十字軍の歴史の中で、唯一、一度も戦闘を
交えることなく、イスラーム君主であるエジプトのスルタ
ンとの交渉だけでイェルサレム回復に成功した十字軍があ
ります。それが神聖ローマ皇帝フリードリヒ２世による第
５回十字軍です。
　この十字軍は一般にはあまり知られていません。これま
で十字軍研究者たちが注目することもなく、いまでも「フ
リードリヒの十字軍」と呼ばれたり、第５回十字軍の一部
と見なされています。十字軍研究者が重視しなかったのは、
フリードリヒ２世が十字軍遠征を行ったときに教皇から破
門された状態であり、そして一度も異教徒と戦わなかった
からです。しかし、交渉によってイェルサレムを回復した
ことこそが、まさに現代に生きる私たちの関心を引く最大
の理由なのです。
　フリードリヒ２世は神聖ローマ皇帝とシチリア王の娘の
子として、1194年にこの世に生を受けました。３代目の
シチリア王に息子がいなかったため、シチリアの王座は彼
の父の手に移り、父の死後は３歳のフリードリヒ２世に与
えられることになりました。彼は母の胸に抱かれたまま、
1198年にシチリア王として戴冠したのです。しかし、同
じ年に母を失い、孤児となってしまいます。７歳以降の彼
の情報は途絶えてしまいますが、12歳のときにはすでに武
術、馬術に優れ、知的探究心が旺盛になっていたことが知
られています。そして1208年に14歳で成人の式を迎え、
教皇が選んだ24歳のアラゴン王女と結婚しました。
　彼が継承したノルマン・シチリア王国は、異文化の共存
によって繁栄してきました。12世紀のノルマン王の時代、
イスラーム教徒たちはシチリア島北西部に位置するパレル

がある。乳と蜜が流れる国は、神があなた方に与えた土地
なのです、と。
　そして教皇の代理として総司令官に就任したフランスの
司教アデマールの指揮のもと、四つの軍団からなる第１回
十字軍が結成されたのです。
　この遠征隊はシリアの重要都市アンティオキアとともに
聖地イェルサレムの征服に成功し、その地に新しい十字軍
国家が建てられました。当時の史料は、イェルサレムを陥
落させたときの様子を次のように伝えています。
　「都に入城した巡礼たちは、ソロモン神殿内にまでサラ
セン人を追いつめ、皆殺しにした…。そこでは、わが兵士
たちがくるぶしまで血の池につかって進むほどの大虐殺が
おこなわれた。やがて十字軍士は町じゅうを走りまわり、
金銀や馬・ろばなどを略奪し、富にあふれた家々を荒らし
まわった」（モリソン『十字軍の研究』文庫クセジュ）
　第１回十字軍はイェルサレムを含む地中海東岸の広大な
土地を征服していますが、周囲をイスラーム諸国に囲まれ
た中で十字軍国家を維持することは困難をきわめ、聖地や
主要都市がイスラーム教徒に奪回されるたびに、新たな十
字軍が派遣されることになります。200年の間に７回の大
きな十字軍が召集されましたが、しかしそのほとんどが聖
地奪回に失敗しています。
　十字軍は史料の中でしばしば「イェルサレム巡礼」「聖
墓詣で」あるいは「道行き」と書かれていますが、初期の
十字軍に参加した多くの農民や都市民の大部分は、ただの
巡礼の徒にすぎませんでした。武装もしていない彼らは兵
士たちの足手まといとなり、そして戦いの犠牲者となりま
した。それでも彼らは聖地をめざしたのです。彼らにとっ
ては聖地解放よりも巡礼の苦難を経て聖地に辿りつくこと、
あるいはそこで死ぬことのほうがはるかに重要だったわけ
です。しかし、人々の信仰心と宗教的熱情により引き起こ
された十字軍は、教皇の政治的野心、諸侯・騎士の領地獲
得欲、商人の利権拡大などがからみあい、次第に巡礼的な
性格は薄まり、13世紀には軍事的な遠征へと変わっていき
ました。
　かつて言われてきたように、十字軍は西ヨーロッパの経
済発展に大きく寄与したわけではなく、騎士階級の没落や
王権の強化を引き起こしたわけでもありません。東方文化
の輸入という役割も、スペインや南イタリアに較べればそ
れほど大きなものではありません。しかし十字軍は、次の
三つの点でその後の歴史に大きな影響を与えました。一つ
目は、異教徒をキリスト教徒の敵と認識することによって
キリスト教徒共同体の存在が多くの人々に初めて共有され
たということです。聖なる戦いの最高指揮官である教皇は
権威と影響力を強め、第１回十字軍による大規模なユダヤ
人虐殺に見られるように、人々の異教徒、異端に対する不
寛容を増大させました。二つ目は、一連の軍事遠征は、攻
撃されたイスラーム教徒の側にも異教徒に対する不寛容を

▪第18回アスペン・フェローズ懇話会
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モ郊外に自分たちの居住区を持ち、自分たちの裁判官を持
ち、自分たちの法と慣習に従って生活していました。ノル
マン王のもとで自治を認められていたのです。そしてフリ
ードリヒ２世のシチリア王国は、ノルマン王国の特徴を受
け継いでいました。
　フリードリヒ２世はかつてのノルマン王たちと同じく、
イスラーム教徒の役人や軍人を抱え、その宮廷はイスラー
ム教徒を含む優れた学者たちの活躍の場となっていました。
日常的にイスラーム教徒と接していたフリードリヒ２世は
イスラーム世界の政情にも通じ、イスラーム教徒を異教徒
として敵視することはありませんでした。当時の西ヨーロ
ッパの王侯たちがキリスト教世界しか知らなかったのとは
まったく異なり、キリスト教徒、教皇を中心とした世界観
と価値観から自由だったのです。むしろ、彼の意識の中で
自身と対立・衝突していたのは異教徒ではなくキリスト教
徒の諸侯であり、神聖ローマ皇帝となってからはとりわけ
ローマ教皇だったのです。
　フリードリヒ２世は、1215年にドイツ王として戴冠し
たとき、さらに1220年に神聖ローマ皇帝の冠を授かった
ときに、ローマ教皇から十字軍を率いて聖地イェルサレム
を奪還する命令を受け、その準備を始めます。しかし1221
年にバイエルン公指揮下のドイツ軍が南イタリアのターラ
ントを出航したときも、1224年にすべての準備が整った
ときも出発しませんでした。翌1225年には新たにローマ
教皇となったホノリウス３世に、２年後の1227年８月15
日に十字軍に出かけることを誓約します。
　再び十字軍遠征の準備を始めていた1226年、フリード
リヒ２世のもとへエジプトのスルタン、カーミルの使節が
やってきます。カーミルはシリアを支配していた弟がトル
コ系イスラム王朝ホラズムと同盟したことに脅威を抱き、
フリードリヒ２世に助けを求めてきたのです。アッカへ来
て弟を攻撃してくれるならば、イスラーム教徒の支配下に
あるパレスチナ諸都市を譲りわたそうという申し出でした。
　1227年の夏、教皇との約束を果たすべく南イタリアの
ブリンディジに十字軍士が集結します。しかし疫病が発生
してフリードリヒ２世も罹患したため、またもや十字軍遠
征は中止となります。新たにローマ教皇となったグレゴリ
ウス９世は繰り返される十字軍の延期に怒り、約束不履行
を理由にフリードリヒ２世を破門に処しました。
　翌年の1228年６月、フリードリヒ２世は破門を受けた
まま十字軍を率いてイタリアを出航します。９月７日にシ
リアのアッカに上陸したフリードリヒ２世は、すでに当地
に赴いていた十字軍士たちに歓呼の声で迎えられましたが、
その期待に反し、イスラーム教徒への攻撃を開始すること
なく、イェルサレム奪還のため、カーミルとの粘り強い交

渉を始めたのです。
　この交渉は容易ではありませんでした。何度も使節が往
来しても進展は見られず、両者はそれぞれの陣営で困難な
状況に立たされることになります。しかし、かつてシチリ
アの宮廷を訪れ、フリードリヒ２世との友好を深めていた
ファフル・アッディーンがカーミルの使節代表としてやっ
てきたとき、交渉が動き始めます。二人は会談を重ね、イ
ェルサレム引き渡しに関するさまざまな議論が行われまし
た。アラブ年代記作家イブン・ワーシルによると、フリー
ドリヒ２世はファフル・アッディーンに次のように言った
そうです。「もし、フランク王国の人たちの間で私の威信
が失墜することを恐れなければ、このような条件をスルタ
ンに押しつけたりはしなかったでしょう。私にはイェルサ
レムあるいはその他の都市を手に入れたいという野望はあ
りません。私は単にキリスト教徒たちの間での私の名声を
守りたいだけなのです」。
　そして５カ月後の1229年２月11日、ついにフリードリ
ヒ２世とカーミルはヤッファ協定を締結し、一滴の血も流
すことなく、イェルサレムがキリスト教徒の手に渡されま
した。
　この協定により、イェルサレムとともにナザレト、ベト
レヘムなどの都市が返還され、フリードリヒ２世の統治下
におかれました。ただし、この聖なる都の内部にあるイス
ラーム教徒の聖なる場、すなわち岩のドームとアクサー・
モスクを含むハラム・アッシャリーフ区はイスラーム教徒
の管理下におかれましたが、イスラーム教徒だけでなくキ
リスト教徒も聖所に自由に出入りすることが認められまし
た。イェルサレムにおけるキリスト教徒とイスラーム教徒
の平和的共存です。
　そして1229年３月17日、フリードリヒ２世はイェルサ
レムに入城します。その翌日、聖墳墓教会に赴き、総大司
教が承認を拒んだイェレサレム王の冠を自らの手で自分の
頭に載せました。
　しかし、平和的解決を実現したヤッファ協定はまったく
評価されず、それどころか激しい非難の渦をまきおこしま
した。現地では聖ヨハネ騎士団とイェルサレム総大司教が
激しく反発し、そして驚くべきことにローマ教皇グレゴリ
ウス９世は、フリードリヒ２世不在のシチリア王国に軍隊
を侵入させたのです。フリードリヒ２世は即座にイタリア
へ帰還し、教皇軍を撃退しました。そのときの和平条約に
よって教皇による破門を解かれることとなりましたが、そ
の後、1250年に他界するまで、再び聖地を踏むことはあ
りませんでした。
　そしてイスラーム教徒の間でも激しい非難の嵐がわきお
こっていました。バグダードやモスル、アレッポ、ダマス
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クスのモスクではカーミルの裏切りを糾弾する集会が開か
れ、カーミルの甥ナーシルとの間に戦端が開かれます。カ
ーミルはこの戦いで甥をくだしましたが、彼が死去した翌
年の1239年11月、休戦協定が失効した３カ月後に、ナー
シルがイェルサレムを占領します。聖なる都がイスラーム
教徒の手に戻ってきたと、イスラーム世界は歓喜に包まれ
たそうです。
　二人の君主による取り決めは10年間という期限つきで
あり、実際にイェルサレムの平和的共存は10年間しか続き
ませんでした。しかし短い期間であっても、それは異教徒
への敵対的感情が渦まき、宗教的熱情が支配的な時代の10
年です。そして二人の君主が生きている間、約束は守られ
続けたのです。

歴史を見る眼の変化

　中世から現代に至るまで、ヨーロッパのキリスト教共同
体にとって十字軍は「聖なる戦い」であり「正義の戦い」
であると同時に、失敗の歴史でもありました。そしてフリ
ードリヒ２世の十字軍は特異な例として扱われ、交渉によ
るイェルサレム回復は否定的に扱われてきました。しかし、
いま私たちは、フリードリヒ２世の十字軍をキリスト教ヨ
ーロッパの視点ではなく、二つの文化圏の接触─これは
衝突と交流を含みますが─という視点から見ています。
ヨーロッパ文化圏とイスラーム文化圏を同時代に存在する
二つの文化圏と見なし、その関係を認識しようとする視点
に立っているのです。これは十字軍に対する見方の大きな
変化を示しています。そしてこの変化は、私たちが生きて
いる現代世界における政治力学の変化の反映であると同時
に、これまで私たちが学んできたヨーロッパを中心とする
世界史認識から複数の文化圏が併存する世界史認識への大
きな転換の反映なのです。
　フリードリヒ２世とカーミルの和平条約締結に至る過程
は、別々に形成されてきた異なる集団の歴史、つまりヨー
ロッパ史とイスラーム史とが交わる部分を克明に映し出し
ています。そしてヨーロッパ史とイスラーム史の枠を越え、
異なる集団を包摂するより大きな枠組みの歴史像の構築が、
いまを生きる私たちに切実に必要とされているのです。異
なる文化的背景を持つ人々が恒常的に接触している現代に
必要とされているのは、ヨーロッパが拡大していく歴史や
ヨーロッパを先頭に人類が進歩していくという単線的な歴
史像ではなく、複数の集団やさまざまな文化圏を包含する
世界史、いわば「人類史」という歴史像です。たとえお互
いに直接的な接触や交流がなくても、地球上に存在してい
た多様な人間集団がどのような社会を築き、どのようにそ
れを変化させ、それらの人間集団の関係がどのように変化

してきたのかを説明できる複線的歴史像です。フリードリ
ヒ２世とカーミルに焦点をあて、ヨーロッパ史とイスラー
ム史の枠を越えた歴史事象を見ようとする行為は、まさに
地球上のさまざまな人間集団の歴史を包摂するグローバ
ル・ヒストリー構築への第一歩なのです。
　ご存じの方も多いと思いますが、政治学者ハンチントン
は『文明の衝突』（1996年）で現代世界を文明で区分けし、
その文明間の対立を国際政治の基調とする考え方を提示し
ました。文明という言葉が歴史の中で固有の文化と価値体
系をつくりあげてきた集団という意味合いで用いられ、異
なる価値体系を持つ巨大な文明集団が衝突すると理解され
ています。このような文明による区分けに対して、おそら
く多くの歴史家が違和感を持っているのではないでしょう
か。歴史家は、他の地域と比較して際立って高度な文化活
動を行う中心的集団が存在し、その文化的影響が広い範囲
に及ぶ場合に、文化活動の総体を「文明」と呼び、文化的
影響が及ぶ範囲を「文明圏」と呼んできたからです。文明
は政治的枠組みでは説明できない集団を指し示すために使
われる、非常にゆるやかな概念だったわけです。そのため
インダス文明やエジプト文明のように文明を過去の世界を
表現するための歴史概念として用いることはできても、現
実の事象を分析するための分析概念として使うことはでき
ませんでした。文明という言葉が持つ曖昧性が、文明集団
の恣意的な選択と極端な単純化をもたらすため、分析概念
としては使えなかったのです。
　しかし、たとえ文明が現代世界を説明する上で不適切な
言葉だとしても、私たちが異文化衝突や摩擦を孕む世界に
生きていることは間違いありません。グローバル化の進展
と国家の規制力の弱まりが犯罪や狂信主義者のテロリズム
を世界規模に拡大させ、世界の安全性を大きく損なってい
ることは確かです。人々の意識も社会構造もまったく異な
る現代と十字軍の時代とを単純に比較することはできませ
んが、宗教的対立が支配的だった十字軍の時代においてさ
え、キリスト教徒対イスラーム教徒という単純な対立の図
式は成立していません。キリスト教徒対イスラーム教徒と
いう理念的、イデオロギー的対立が存在する一方で、宗教
の違いとは関係なく、利害に基づく君主間の政治的対立が
現存していたのです。
　そして多様な価値観が併存し、人々の流動性が増した現
代では、文化や価値体系に基づく単純な対立の構図が成立
しないことは明らかです。現代世界を正しく把握するには、
過去の世界を把握するのと同じように、過度に単純化され
た図式に惑わされることなく、人々の間の対立軸、衝突要
因、利害関係を注意深く、冷静に見較べることが重要では
ないかと思います。
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「格差」の見方と考え方

　われわれ経済学者は政府が行う経済政策について意見を
求められることがありますが、そこではいつも、イギリス
の経済学者アレック・ケアンクロス（1911─1998）の言葉
「Assertion is easy, demonstration difficult」を痛感す
ることとなります。主張することは容易だが、それをどの
ように論証すれば説得の技術として体をなすか。これは社
会を研究する上で重要な姿勢です。そしてデモンストレー
トするためには証拠を地道に積み重ねていかなければなら
ず、経済政策を議論する上でベースとなる証拠の一つが統
計資料です。
　私の専門である労働に関しては、日本は戦後、きわめて
すばらしい統計資料を集め、編集し、統計法に基づいて公
にしてきました。しかし、残念ながら現在、その質は明ら
かに劣化しています。例えば日本には米農家、野菜農家、
果物農家などがあり、明治時代には人口の８割以上が農業
に従事し、戦後も６割ぐらいが農家でした。現在は３、４
％まで落ち込んでいます。しかし、産業の中で農業のウェ
イトが減ったからといって、その重要性が減じない限りは
統計を集めなければいけません。一方で、現代はめまぐる
しく産業構造が変化し、新しい産業が興ればその統計が必
要となり、常に統計官を育成し増やしていかなければなり
ませんが、各省庁の予算は大幅に削減され、それが難しく
なっているのです。質のいいデータをつくることは地味で
難しい仕事ですが、劣化している統計を改善しようという
運動が研究者の中でも起こりつつあり、いい方向に変わっ
ていくことを願っています。
　前置きが長くなってしまいましたが、きょうはその統計
を参考にしながら、近年しばしば議論される「格差」とい
う概念について考えてみたいと思います。

言葉の政治性

　教育格差や地域格差などさまざまな場面で格差という言
葉を見聞きするようになりました。そもそもこの言葉は
1970年代に所得や賃金の差が拡大しているということで
使われ始め、もう少し遡って私が経済学を勉強し始めた60
年代では「較差」という漢字を使っていました。時代によ
って文字が変化するのは、その社会背景に大きな変化があ
ったからだと思います。例えば「賃金」は戦前まで「賃銀」
を使っていました。「路銀」もそうですが、江戸時代に商

人の俸給や職人の報酬が銀貨で支払われていたからです。
　では「格差」と「較差」にはどのような違いがあるので
しょうか。『広辞苑』を引くと、較差は「二つ以上の事物
を比較した場合の、相互の差の程度」とあります。同じ会
社で働き、勤続年数も同じ、年齢もそれまで受けた教育も
変わらない二人であっても賃金が違うというような、単純
に相互の差の程度です。一方、格差は「商品の標準品に対
する品位の差。価格・資格・等級の差」、つまり資格や等
級など非連続のものが、あるところで仕切られ、こちらが
上そちらは下というニュアンスがあるように感じます。日
本は高度経済成長期に急速に所得の平等化が進みました。
しかし1970年代の石油危機以降、経済成長が鈍化し始め
ると、人々は不平等の問題に敏感になります。本来は同じ
でなければならないものに差をつけられ、その差が「格」
を反映し、そこには「差別」が隠されているのではないか
という考えが社会の中に生まれる。不平等感が人間の嫉妬
心を強めるのです。
　偉大な哲学者であり歴史家であったデイヴィッド・ヒュ
ーム（1711─1776）は、経済学の歴史で重要な位置を占め
る優秀な経済学者でもありました。近代経済学の祖アダ
ム・スミス（1723─1790）はヒュームの大親友であり、ヒ
ュームは遺言の執行人をアダム・スミスに託したほど、お
互いに心を許しあっていました。
　ヒュームは人間の感情や心の動きを『人性論』で綿密に
分析し、「人間は事物を判定するさい常に、事物の固有の
値もしくは価値によるよりも比較によって判定するもので
ある」と嫉妬心の由来について言及しています。他人と較
べてしまうことこそ人間が不幸を感じる最大の原因だとい
うのです。「事物は相互に比較によって大きくも小さくも
見える」と続き、他人との優劣から生じる嫉妬心について
次のように説いています。「嫉妬を生むものは、他人との
大きな不均衡ではなく、却って近似なのである。大きな不
均衡は関係を切断して、隔たったものとの比較を（全然）
させないようにするか、或いは比較の効果を減少させる」。
ちょっとわかりづらい文章ですが、その具体例として「一
兵卒は、伍長や軍曹に対するほどには、大将に対して嫉妬
心を抱かない」と述べています。例えば三文文士はお互い
の作品にケチをつけあったりします。しかし谷崎潤一郎は
駄目だなんて言うと、あいつは文学をまったくわかってい

猪木　武徳
●日本アスペン研究所理事
　大阪大学名誉教授
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「格差」の見方と考え方 それでも日本はアメリカや韓国と並んで再分配効果が小さ
く、OECD諸国の中で相対的貧困率が上位を占めています。
さらに子どもの貧困率も上昇し、６人に１人が貧困という
調査結果も出ています。
　また、国立社会保障・人口問題研究所が算出したデータ
によると、生活保護の受給者は、オイルショックのときに
一時的に増えたものの、戦後から90年代半ばまでは低下し
ていましたが、バブル景気の崩壊とともに一挙に増え、現
在では約200万人、受給率で言えば1.7％、100人に1.7人が
生活保護を受けている状態です。さらに世帯種類別で見る
と、相対的貧困率は高齢女性の単独世帯がもっとも高く
46.2％（高齢男性は29.2％）、現役の世帯ではやはり女性の
ひとり親が貧困に陥ってしまうケースが多く、３割を超え
ています。
　これらのデータから、日本の貧困率は高止まりの状態と
言えます。そして重要なことは、このような現象は日本だ
けに起こっているのではないということです。法的機関の
認知・記録・規制・保護を受けていない労働者からなる
「インフォーマル・セクター」─子どもたちが路上で花
を売ったり靴を磨いたりしてお金を得る労働です─は、
従来、途上国に特有の現象であり、経済発展とともになく
なっていくと言われていました。ところが、いま先進国で
はインフォーマル・セクターが減らず、収縮どころか膨張
しているのです。2018年にILO（国際労働機関）が作成し
た雇用に関する報告書「Women and Men in the Informal 
Economy」は、それをはっきりと指摘しています。
　インフォーマル・セクターは貧困の大きな原因の一つで
す。日本に限らずアメリカでもヨーロッパでもアジアでも、
非正規雇用の労働者が組織化されていないために、低賃金
層から抜け出すことができなくなっています。私は学生時
代に、経済が発展するにしたがって所得分配は平等になり、
インフォーマル・セクターも減り、よりよい世界が出現す
るのだ、われわれの社会は時代とともに進歩するものだと
学びました。しかし現実はそんなに単純なものではないよ
うです。われわれはここで立ち止まり、このような進歩史

ないと思われてしまいます。つまり、谷崎に憧れを抱くこ
とはあれ、嫉妬心を抱くことはなく、関係性が近いところ
にこそ嫉妬心が生まれるのです。
　ことほどさように、人間はどうしても比較してしまう生
き物です。他人の快・不快、幸・不幸という状況と比較し
ながら、ものごとの価値や自身に関わる問題の重要性をつ
くりあげてしまうのです。
　そして格差という問題の前提として、同じことをしてい
るにもかかわらず、同じように評価されない、同じ褒賞、
同じ処遇を受けられないという不満は当然起こり得るので
す。しかしこの「同じこと」が、実はとても複雑なのです。
　一つ例をあげると、ＡさんとＢさんが同じ職場で同じ仕
事をしていても、Ａさんは週５日フルタイムで、ときには
残業をしてその仕事をこなし、Ｂさんはフレキシブルに時
間を有効に使って仕事をしている。そしてその仕事をする
以前にどういう仕事をしていたかというキャリアの違いが
ある。さらに将来的にどのように知識や技能を向上させて
いくのかというキャリアパスまで想定すると、ＡさんとＢ
さんがまったく同じ能力を持っていると考えることは難し
くなるのです。われわれはどうしても格差があってはいけ
ないということに囚われてしまいますが、「同一」の意味
を明確にすることなく、ただ単に差があってはいけないと
議論をすることは性急にすぎる場合があるのです。

貧困はなぜ解消しないのか

　格差も問題がないわけではありませんが、日本は貧困が
深刻化しているという事実に目を向けねばなりません。そ
れは統計データにも如実にあらわれています（下図）。相対
的貧困率とは、世帯の可処分所得（所得から税と社会保険
料を差し引いたもの）を富裕層から貧困層まで順番に並べ、
中央値の半分の貧困線に満たない世帯員の人数を全体の人
口で割ったものです。社会保障制度など所得再分配が行わ
れる前のデータでは、1980年代後半から貧困率が上昇し、
全体の３分の１を占めているというショッキングな数字が
出ています。そして再分配によって貧困率は下がりますが、

▪第19回アスペン・フェローズ懇話会

OECD 諸国における相対的貧困率の推移

〈等価市場所得：再分配前〉 〈等価市場所得：再分配後〉

OECD, Income Distribution Database より作成
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「格差」の見方と考え方

観を反省しなければなりません。
　アスペン・セミナーのテキストにドイツの歴史家レーオ
ポルト・フォン・ランケ（1795─1886）に言及したヤーコ
プ・フォン・ユクスキュル（1864─1944）の文章がありま
す。ランケは『世界史の流れ─ヨーロッパの近・現代を
考える』において、進歩とは何かを考察しています。
　「人間の活動はそれぞれの時代のよさや独自性をもつの
であり、無条件の進歩は物質的なものにとどまっていると
いうことはない。（略）どの時代もその前の時代を完全に
凌駕するもので、そのゆえにいちばんあとの時代が最もす
ぐれており、前の時代はただ後の時代を運んでくるものに
すぎない、と考えようとするならば、それは神の不公平と
いうことになろう。神の前には時間というものが存在しな
いから、神は歴史上の人類を全体的に見渡し、同じ価値を
みとめている。（略）おのおのの時代はどれも神に直結す
るものであり、時代の価値はそれから生まれてくるものに
もとづくのではなく、時代の存在そのもの、そのもの自体
のなかに存在する」
　時代によって優劣をつける見方は一面的であり、どの時
代も独自の意味と固有の価値を持っていると、それまでの
歴史学のあり方を批判したのです。時代とともに社会がよ
くなっていくという楽観論は、物質的生活に関しては有用
かもしれませんが、全体として見れば正しくはないのです。
だから、その時代がどのような意味を持っていたのか、本
当にその後の時代より悪かったのか、あるいは後の時代は
よくなっているのかと、多面的・実証的な見方をしないと、
適切な判断はできないのです。
　人間という存在にとって、貧しいがゆえに尊厳が傷つけ
られることは致命的な打撃となります。普通の日常生活を
送っていると貧困の実態を想像することは難しく、過去の
物語か、あるいは遠い国のごく一部で起こっている現象の
ように捉えがちです。しかし現代において貧困は改善され
るどころか悪化し広がっているのですから、この大きな課
題を解決するために、私たちは格差だけに目を奪われては
いけないのです。

「不平等」という曖昧な概念

　貧困以上に、リベラル・デモクラシーの下で生活する
人々は「不平等」に敏感に反応します。平等か不平等かに
ついてはさまざまな基準があります。例えば関東圏に住ん
でいる人と近畿圏に住んでいる人ではどちらが豊かなのか。
これを経済学では平均で捉え、各々の所得にどれほどの散
らばりがあるか、豊かな人と貧しい人の間にどれくらいの
幅があるかは、統計学でいうところの「分散」を見て判断
します。そして不平等を計測する指数「ジニ係数」を「格

差について抽象的で生気のない視点を与える」と切り捨て
たのがトマ・ピケティです。
　ピケティは所得のトップ１％が全国民に占めるシェア、
要は富裕層（スーパーリッチ）の割合に注目したわけです
が、私はこの見方に賛成できません。中間所得の人たちが
どれほど健全に層厚く存在しているかが社会にとって重要
だからです。しかしピケティの研究自体は価値あるもので
す。20カ国以上の資本、資本収益率、所得分配、物価など
のデータを過去200年間という長期にわたって集計・分析
したのです。これは大変な仕事で、15年余の研究成果を総
括した『21世紀の資本』は力作です。さらにすばらしいの
は、分析したデータベースに誰もがアクセスできるように
したことです。もちろんこのデータベースはピケティ一人
によるものではなく、所得分配論を研究するイギリスのア
ンソニー・アトキンソンやフランスの経済学者エマニュエ
ル・サエズ、日本では一橋大学の森口千晶さんなど、さま
ざまな国の経済学者が作成したデータが使われています。
　もう一つ私が感心したのは、イギリスのメディアの姿勢
です。「フィナンシャル・タイムズ」の記者たちが、ピケ
ティが不平等の根拠とした数字をデータそのものにまであ
たって再計算し、不正確だと疑義を申し立てたのは、『21
世紀の資本』が英訳されてわずか数カ月後のことでした。
研究者でさえ困難なことをアカデミアの外の世界の人たち
が行った、その批評精神と研究分析能力の層の厚さには脱
帽する思いです。
　経済成長と所得分配の関係については、1950年代にサ
イモン・クズネッツという経済学者が提示した「クズネッ
ツ仮説」が有力でした。経済が成長すると一時期は所得分
配の不平等が起こるけれど、さらに成長を続けていくと所
得分配の平準化が起こるという仮説です。まさに日本の高
度成長期にあてはまる理論です。この仮説に反論したのが
ピケティで、これが『21世紀の資本』の重要なメッセージ
となっています。
　ピケティは富と所得の変動を長期にわたって観察し反論
します。200年余の資本主義の歴史の中で1940年代から70
年代まではきわめて特異な時代であり、それは二つの大き
な戦争によって物的資本が破壊され、インフレによって資
産が減価、国有化で民間資本が減少しているためだとデー
タを示します。そして高額所得者の限界税率や相続税が高
かったこの時代はトップ１％の割合がもっとも少なかった
時期だと主張します。そして80年代のレーガン・サッチャ
ー時代になると高額所得者の限界税率の引き下げによって
資本蓄積が進み、高所得者層の所得シェアの上昇が起こっ
た、それゆえに「クズネッツ仮説」は自由主義経済を擁護
するための「冷戦時代のドグマ」だと批判し、経済成長は
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所得の平等化ではなく不平等を招くと、資本主義の未来を
予想するのです。
　ただ、ピケティの格差拡大メカニズムの分析構造には懐
疑的な論者が多く、私もその一人です。しかし、所得分配
の不平等、そして経済学という学問のあり方について、世
界中に大きな問いを投げかけたことは間違いありません。

中産階級の没落論をめぐって

　近年、リベラル・デモクラシー体制が政治的不安定性を
見せ始めています。その大きな要因となっているのが中間
層の縮小です。
　人間は財産や権力がありすぎても美しすぎても全うな判
断ができなくなるからほどほどにものを持つことが大事で
あると説いたのはアリストテレスです。そしてトクヴィル
（1805─1859）は『アメリカのデモクラシー』において、
フランス革命のあとに社会の前面に出てきた中産階級が政
治的関心をまったく失っていると指摘しています。健全な
判断力を持つ人々による安定的社会というプラス要因と、
経済的満足が政治への無関心を生むというマイナス要因を
唱えた両論は、一見すると背馳しているように思えます。
しかし、中間層がどのような性質の社会的グループである
かということによってその役割は変わります。健全なデモ
クラシーのためには十分な教養と公共精神を持った中間的
組織が重要な働きをするという点で、トクヴィルの論はア
リストテレスと矛盾するものではありません。何よりも政
治的に無関心になることを諫め、アメリカは無関心さを阻
止するため、個人主義・利己主義に陥らないために地方自
治を徹底させ、結社をつくり、政治の学校としたという議
論に結びつけたのです。
　そして中間階級の没落について、嫉妬の問題と関連して
重要な指摘をしたのが福沢諭吉（1835─1901）です。福沢
が徳と不徳を広い範囲にわたって説いたアリストテレスを
読んでいたとは考えられませんが、フランシス・ウェーラ
ンド（1796─1865）などモラルサイエンス時代の経済学の
テキストに学び、それを自分の思想と結びつけて発展させ
たようです。
　福沢は、ほとんどの徳は相対的なものであり、不徳であ
る吝嗇と浪費の間にきっちりした経済観念があり、さらに
臆病と無謀の間に勇気があるという具合に、二つの不徳の
間に中庸としての徳があると議論しています。しかし相対
的ではない不徳があるとも述べ、例えば人を殺すなど過
少・過多と関係がない不徳もたくさんある。その中で、社
会に害が大きい不徳が「怨望」であるとしています。
　『学問のすゝめ』第13篇「怨望の人間に害あるを論ず」
の中の一節です。

　「怨望は働の陰なるものにて、進みて取ることなく、他
の有様に由て我に不平を抱き、我を顧みずして他人に多を
求め、その不平を満足せしむるの術は、我を益するに非ず
して他人を損ずるに在り。例えば他人の幸と我の不幸を比
較して、我に不足する所あれば、我有様を進めて満足する
の法を求めずして、却って他人を不幸に陥れ、他人の有様
を下して、以て彼我の平均を成さんと欲するが如し」
　そして、自分を高めることなく他人を引きずりおろそう
とする嫉妬や妬みが生まれる原因は、言論の自由を塞ぎ、
行動の自由を妨げるなど社会的な状況によって人間本来の
働きを行き詰まらせる「窮」であるとしています。
　最後に、デモクラシーに関する一本の映画をご紹介いた
します。昨年公開された「ニューヨーク公共図書館  エク
ス・リブリス」は、世界中の図書館員の憧れであり、世界
屈指の知の殿堂と言われるニューヨーク公共図書館の舞台
裏を描いたドキュメンタリーです。公共図書館は本を所蔵
しておくだけの場所ではなく公共空間として活動しなけれ
ばならないという理念のもと、時代の変化にあわせながら、
しかし守るべきところは守り、ホームレスやスラムに住む
子どもの教育の問題、読書会やピアノの演奏会など、図書
館の幹部たちが侃々諤々の会議を繰り返しながら多様な活
動を続けている姿を解説も特に加えずに見せています。３
時間25分という長い映画ですが、退屈することはまったく
ありませんでした。世界でもっとも貧困率が高いアメリカ、
トランプ大統領によりそれがさらに加速するアメリカとは
完全に対置する、公共とは何か、民主主義とは何かを考え
させられるよい映画でした。
　日本に限らず欧米の国々も、公共精神が完全に失われて
しまったわけではありませんが、人々の個人主義が強まり、
連携する力が弱まっているようです。トライしてみようと
思える程度の達成可能な目標へと突き進むための健全な競
争心を備えた中間的な社会層が存在しないと、デモクラシ
ーを安定的に運営していくことは困難です。日本には富裕
層がさらに富裕化する現象はありませんが、貧困層が増え、
特に低所得層がさらに貧困化してゼロ資産の世帯が増えて
います。現代日本にとって、貧困は社会的にもっとも重要
な課題の一つです。教育格差の背景には貧困が潜んでおり、
貧困の連鎖から抜け出すためには社会的プログラムが必要
で、単に金銭的援助をすれば済むという問題ではありませ
ん。だからこそ格差をめぐる抽象的な議論をするのではな
く、もう少し具体的な、データに基づいた貧困の実態を知
る必要があるのです。成熟した社会をつくりあげるために、
悲惨な状況になったときに人間はどう考え、どう行動する
かというところまで想像しながら、人間にとっての尊厳と
は何かを考えなければならないと思います。
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　ごく幼い頃の記憶を辿ると、倉庫のなかで身の丈を越え
て堆
うづたか

く積み上げられた書物の谷閒を、隱れん坊をするや
うに行き來して游んでゐた自分の姿が目に浮かびます。父
の家業が古書肆でしたので、物心ついてから店舖も居閒も
階段も家中いたる所に本や雜誌が溢れた環境で育ちました。
幼稚園のころ中學生の從姊に見せてもらつた理科の敎科書
といふものが興味津々のカラー圖版滿載で、いくら强

ね

請
だ

ら
うと讓つて貰へない垂涎の本だつたせゐか、小學校に上が
ると小學館の圖鑑シリーズ（特に昆蟲と恐龍）が好奇心と
想像力とを搔き立てる愛讀書となり、每月下校途中の文具
屋で購ふ學硏の付錄つき『科學と學習』が何より樂しみで
した。高學年になると學習塾や進學敎室での受驗勉强のな
かで精選された國語問題を讀み解く樂しさに目覺めました
が、開成學園に入ると先生に惠まれました。現代文の安籘
幸輔先生（作家で詩人の葉山修平）は、敎科書の他に近代
日本詞

アンソロジー

華集一卷を生徒に與へ、あるいは三木淸の『人生論
ノート』を副讀本に用ゐて、韻文をリズミカルに吟唱し、
散文をロジカルに知解する喜びを敎へてくれました。爾來、
與謝野晶子の『みだれ髮』、上田敏の『海潮音』、佐籘春夫
の『殉情詩集』などは私の愛誦詩歌集となり、人生の根本
問題について自

おの

づと自
みづか

ら詩
デイヒテン

作しつつ思
デンケン

索する習癖がつき
ました。また古文の板谷菊男先生（陶藝家波山の長男）は、
大野晉や吉村昭の師にあたる名物敎師でしたが、手書きの
敎材で『古今著聞集』の魅力を傳授して古典の世界を身近
なものにしてくれました。黑板に多色のチヨークで王朝風
の雅びな繪をぱんぱんと描きながら講釋される飄々とした
姿はあの良寬さんを想はせました。上梓されたばかりの創

ず、小鳥が囀る東
しののめ

雲になつて讀み終へた最初の本です。言
はずと知れたＳＦの古典ですが、冐頭、ドイツの地

ジ エ オ ロ グ

質學者
で鑛
ミネラロジー

物學專門のリデンブロツク敎授が、朝からユダヤ人ヘ
ヴエリウスの骨董店を漁り、古色蒼然たる四

ク オ ー ト

折版を掘り出
して歸宅するところから物語が始まります。上氣した敎授
は甥のアクセルを博物館のやうな書斎に呼びつけて言ふの
です。「見てみろ。どうだ、大したもんだらう。うん、素
晴らしい！　それに、なんといふ製本だ！　この本は樂に
開くかね？　開くさ。どのページだつて、開いたままに置
けるからな！　しかし、よく閉ぢるかな？　閉ぢるとも。
表紙と中の紙とがぴつたり合はさつて、どこにも隙閒がで
きやしない。それに、この背ときたら、七百年も經つたの
に、ちつとも破れてやせん！　ああ！　ボズリアンやクロ
スやピユアゴールド（有名な造本家たち）でも得意になれ
たやうな製本だ！」。この犢

ヴエラム

革で裝幀された古册は、實に
12世紀のトウルレソンによりルーン文字で書かれたアイ
スランド語の物

サ ガ

語『ヘイムスクリングラ』の手
マニユスクリプト

稿でし
たが、その閒に挾まつてゐた一葉の羊

パーチメント

皮紙にやはりルーン
文字で暗號文が記されてゐたのです。敎授は同じルーン文
字でも手稿と羊皮紙の筆跡の違ひから、暗號文は手稿の
舊
きうざうしや

藏者と思しき16世紀の鍊金術師サクヌツセンムがラテ
ン語で書き殘したメツセージに他ならないと推理します。
寢食を忘れて暗號文字の閒を彷

さまよ

徨つた敎授は、つひに甥の
助けを借りて、サクヌツセンムが自ら爲しえた「地球の中
心への旅」を後世の冐險者に手引きする祕密の反轉文であ
ることを突き止めるや、すぐにアクセルを連れ、案内人の
ハンスを傭ひ、アイスランドの死火山スネツフエルスの噴

ジュール・ヴェルヌ『地底旅行』（角川文庫）表紙とルーン文字で書かれた暗
號文

作集『天狗童子』に御署名を
お願ひしたら、「私は本を汚
すのが嫌ひでね」と仰つて一
旦は本を預かり、次の授業の
ときに岩繪具の赤と綠も美し
い自筆の挿繪を貼り込んで返
して下さいました。
　そんな中學時代に出會つた
一册に、ヴエルヌの『地底旅
行』（石川湧譯、角川文庫、
昭和41年、原作1864）があ
ります。寢る前に讀み出した
ら途中で卷を置くことができ

火口から下降して、今度は地の底を彷徨ふことに
なるのです。中學生の私は自らの未來像をリデン
ブロツク敎授に投影しながら、この小說をメタ書
物論として、つまり地球といふ一卷の巨大な書物
を洞
スペレオロジー

窟學や古
パレオントロジー

生物學によつて解讀する物語として

書物から手稿へ

活字からの贈り物〈シリーズ〉
●　●　●　●　●　●　●

●　●　●　●

⑪ 瀧　一郞　大阪敎育大學敎育協働學科敎授
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　　あはれ　夢まぐはしき密
みつじゆ

咒を誦
ず

すてふ
　　邪

か み

神のやうな黃
おきな

老は逝
さ

つた
　　「秋

さはきり

」のことく「幸
さいはひ

福」のことく「來
こ

し方
かた

」のことく
　この詩文に巡り會つたときの感動は今でも忘れられませ
ん。當時は『日夏耿之介詩集』（思潮社、現代詩文庫、昭
和51年）の新字８ポ二段組の紙面によつてさへ魂が搖り動
かされましたが、戯

ぎ

苑
ゑんはつしうじよ

發售處初刻版『咒文』（昭和８年）
は「近代日本の詩集のうちで最高に美しい本」と評される
傑作です。折しも黃眠先生が神田の一誠堂でウヰリアム・
モリスのケルムスコツト刊本のなかでも珍重される『キイ
ツ詩集』（1894）を15圓ほどで購入され、掘出し物語とし
て古書店界の話題ともなりましたが、この『詩集』の造本
を模したものが『咒文』なのです。太田七郞（編集）、小
山田三郞（發行）による107部限定板行、裝幀は山崎喜三
郞で採算を度外視して犢革を局紙で再現し、眞田紐、用紙
（夏黃眠三文字透

すかし

入
いり

特
とく

漉
すき

）、活字（精興社三色刷直接印
字）などを嚴選、餝

イ ニ シ ヤ ル

頭文字は篆刻家の山田正平が正倉院御
物より模寫したものです。黃眠先生は「深夜燭

しよく

臺
だい

に灯を
點
てん

じ香を拈
ねん

じてこの運命の詩書を默讀した」と述懷されま
したが、後になつて飯田市の日夏耿之介記念館を訪れて、
その私家版を手に取つて見せてもらつたときの感激は、ま
た一入でした。「詩歌は左右を十分に開けた紙質のよい活
字のはつきりした贅澤な版本でなくては讀んでも判るもの
でない。判るといふ意味は、行閒と字閒とに介在する作者
の感情思想神經の意義、言葉の配置におけるdelicateの趣
味及び消息がともすればベタ組みの六號本の粗雜紙中に匿
れ込んでしまふからである」といふ黃眠先生の忠吿が身に
沁みました。その後さらに『咒文』を愛する氣持ちが天に
屆いたのか、ゆくりなくも件の『キイツ詩集』と「咒文之
週圍」の自筆原稿とを落掌することになりました。小夜更
けて、グラスを片手に『詩集』を嗜讀しながら「運命の詩
書」の造本工程に想ひを馳せ、手稿を捲つて遺詠のテクス
ト生成過程を辿つてゐると、酒仙の黃眠先生が反

はん

魂
ごう

香
かう

の煙
のなかに現れて、盃を交はしてゐるやうな氣になります。

讀みました。サクヌツセンムのモデルは、デンマーク王の
命を受けて賢者逹の手稿を蒐集した18世紀の司書マグヌ
ツソンであつた由。〈印刷された書物の世界〉の向かうに
〈自筆による手稿の世界〉が待つてゐることに開眼した私
は、書

ブツキツシユ

物好が嵩じて愛
ビブリオフイル

書家への衟に踏み入るやう案
イニシエイト

内さ
れたのです（そのせゐか後年になつて私は、ベルクソン手
澤本の書

マルジナリア

込み、未公刊の書翰、原稿、講義ノートを解讀し
て本文を校定してゐます）。
　高校生になると、今度は人文系の先逹に出會ひました。
孤高なる狷介不覊の学

ポエタ・ドクトウス

匠詩人日
ひ

夏
なつ

耿
かう

之
の

介
すけ

（本名は樋
ひ

口
ぐち

國
くに

登
と

、別號は夏
かくわうみん

黃眠など）です。偶々家にあつた『聽
ちやう

雪
せつ

廬
ろ

小
せう

品
ひん

』や『風
ふう

塵
ぢん

靜
せい

寂
じやくもん

文』などの隨筆を繙いてみると、そ
こから垣閒見えてくる藝文の世界が、グーテンベルクの銀
河系のごとく綺羅キラと書物の宇宙に輝いてゐて、すつか
り黃眠先生に私淑するやうになりました。文人趣味の典雅
な裝幀になる和紙の薰りも芳しい頁には、鮮やかな印字で
見たこともない語彙や修辭が竝んでゐて目が眩むやうでし
たが、その全てを何としても理解したいと思ひ、若き日の
白川靜が愛用した簡野衟明の『字源』を坐右に備へて、ゆ
つくりと味讀して行くうちに、苦もなく本字・本假名が身
につき肌にあつて來て、それからは「鼻血」を「はなぢ

0

」
と訓じながら「地震」は「じ

0

しん」と讀ませるやうな新假
名遣や、漢字を制限して「藝

げい

術
じゆ

家
つか

」を「芸
うんじゆつや

術家」にするや
うな新字體を强いる戰後の國語改革に疑問を持つやうにな
りました。飜つて、雅語も文語も、口語も俚語も、また新
舊漢字をも放膽に用ゐた黃眠詩の行文は、何と神來の息吹
を傳へてゐることでせう。漢字假名混り文に特有な視覺と
聽覺との協力により「形態と音調との錯綜美」を求め、全
ての語を「蜘蛛の巢のバランス」で配置して「黃

ゴールドウン・

金
均
アベレイジ

衡」を圖らうとする黃眠詩は、〈いのち〉と〈たましひ〉
と〈こころ〉とが三つ巴になつて顫動する神經の靈的歡喜
を吿げるのです。その究

くつきやうちやう

竟 頂を示すのが第四詩集『咒文』
の卷頭詩「咒文之週圍」で、次に掲げる終節三行は生前墓
碑銘のやうに詩碑文として選ばれました。

日夏耿之介詩集『咒文』（戯苑發售處初刻版　飯田市美術博物館日夏耿之介記念館架藏）と「咒文之週圍」自筆原稿（筆者架藏）

書物から手稿へ
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　外務省の派遣でパリ国際大学都市日本館にディレクター
として着任し、１年が経過した。先回の欧州長期滞在とは
20年の隔たりがあるため、フランス人の考え方の何が変わ
り何が変わっていないのかに関心を抱いている。
　いま、この国の大統領は哲学を修めた42歳のマクロンで
ある。パリ第10（ナンテール）大学でマキアヴェリとヘー
ゲルを研究し、Ｐ・リクールの助手を務めたこともある。
演説の中で社会的排除をＧ・バタイユの『呪われた部分』
になぞらえ、Ｓ・ヴェイユの「有効性」概念を市民参加に
あてはめるなどして、哲人政治家をアピールした。「経済
成長・活性化および機会均等法」（マクロン法）によって
も知られ経済を得意とするマクロンは、投資で大成功を収
めた哲人投資家でもある。
　哲学と政治・経済のこのコンビネーションは、偶然では
ない。「バカロレア」（大学入学資格国家試験）の受験科目
に哲学を課してきたフランスで、リーダーたちの哲学好き
はつとに知れ渡っており、2016年１月には外務大臣ファ
ビウス（かつて37歳で首相を務めたこともある）が「思想
の夕べ」なる会合を提案し注目を浴びた。
　フランスの強みである思想フォーラムを世界に広げ、現
代社会における思想の役割を考えようと呼び掛けたところ、
世界の哲学者が呼応したのである。セッションの議題のひ
とつが「空間、境界、交錯点が移り変わる世界で、自らの
進むべき方向をどう決めるのか」であったことから、この
企画が単なるフランス哲学書の販売イヴェントではないこ
とがわかる。
　さらにフレンチ・リーダーの思考の中では、思想と政策
という相反すると思われる要素も融合を果たす。「欧州の
知性」と呼ばれる思想家Ｊ・アタリは、その文筆・著述活
動のほとんどが人類、歴史、文明に関するものだが、経済
学教授としてミッテラン、サルコジという左右いずれの政
権のもとでも経済政策の顧問を務めた。
　フランス人はなぜ、思想を社会変革に活かすことができ
るのか。おそらく、哲学でものの存在意義を問い直し、と
くに理念や目標の立て方を覚え、立ちはだかる困難を「思
想と言葉で克服する」習慣を身に付け、あわせて現状と妥
協しない精神を培うからであろう。この意味で政策担当者
が頼りとする思想とは、実践倫理や「主意主義」
（volontarisme）のようである。
　ここに、フランス人の行動意欲を裏付ける興味深いデー
タがある。IFOP（フランス世論調査研究所）が2015年９
月に行った意識調査「人生全般において主意主義が果たす
役割」によると、「物事を甘受するよりコントロールすべ

き」と「事物をあるがままに措くべき」のいずれが自分の
思想に近いかを選ばせたところ、「コントロールすべき」
と答えたフランス人は76％に上った。いかにも「ここは革
命が成就する国」なのだと思わせてくれる。
　日本と比較してみると、内閣府（日本）が2013年に実
施した若者（13～29歳）意識の国際比較調査においては、
「うまくいくかどうかわからないことにも、意欲的に取り
組む」若者が日本では52％だったのに対して、フランスで
は86％に達していた。
　人文主義の素養で他を圧倒してきた日の出の勢いの経済
学者Ｔ・ピケティが、社会制度は私有財産制まで含めすべ
て「変更可能」だと、ハイエクが聴いたら卒倒しそうなこ
とを口にするのは、主意主義という背景があるからに違い
ない。先日、国際大学都市でピケティの講演を聴く機会が
あった。かれは、経済学者が不平等という現状をただ分析
して人智や思想の及ばない「宿命」のように捉えてしまう
ことが、格差問題の解決を妨げていると力説していた。
　もっとも、知識、情報、技術よりも観念的なものが幅を
利かせる傾向を、冷ややかな眼で見るフランス人もいない
わけではない。1990年代にパリに滞在したおりは、高等
教育でのリベラルアーツ偏重がメディアの批判に晒され、
大学改革が叫ばれていた。
　グローバル化にともなう競争激化の中で実務家を大量に
養成する必要が生まれたが、グランゼコールでは人材養成
が追いつかず、大学に期待しようにも古典や歴史を教える
というスタイルでは応えることができない。大学で人文学
を学びたいという高校生も激減していた。そこでバカロレ
ア制度を改革し、大学はスキルを習得する場に生まれ変わ
るべきだ、という論調が勢いを増していた。
　しかし、あれから20年が経過しグローバル化もデジタル
化も昂進したが、今回の滞在では逆にフランスがこの先も
哲学国であり続ける確信を得ることができた。IFOPが
2019年４月に実施した「フランス人と人文学」について
の意識調査では、人文学が私生活に役立つと考えるフラン
ス人が80％、職業生活に役立つと考えるものが75％もいた。
また、教育において人文教育のいっそうの充実を望むもの
は39％おり、デジタル知識（38％）や科学技術（23％）
を上回っている。
　フランス人が思想を手放さないのは、それが人間を豊か
にし、思考を鍛えてくれるからだけではなさそうだ。なに
より思想がデジタル社会、そして市場競争を生き抜く意欲
に結び付く、と考えているからだ。この意味で、AI時代
にもフランス人の哲学志向が衰えることはない。

押村　高
リーダーたちの思想力
〈短期連載〉フランスで欧州の近未来を考える──①

パリ国際大学都市日本館館長　　
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Aspen community

　第５回アスペン・エグゼクティブ・
セミナーが開かれた1999年はゲーテ生
誕250年にあたる年であったことに因
んで「ASPEN−G250」と名付け、毎
年春と秋に集まろうという呼びかけか
ら始まった同期会は、昨年、20周年を
迎えることとなりました。
　いつの間にやら春秋の会だけでなく、
ゴルフコンペや鍋の会など何らかの理
由をつけて集まるようになり、2011年
の東日本大震災の直後に今はお二人と
も白玉楼中の人となった恩師今道友信
先生と本間長世先生をご夫妻でお招き
して謝恩会を開催したことをきっかけ
に周年行事も始まりました。古典との
対話という場で自身をさらけ出したこ
とで各人の考え方や気心が知れている
だけに、年齢差なども忘れて気取りも

ゆるやかな時の流れに豊かさを感じる

いからでした。
　秋とはいえ陽だまりには暖かさの残
る11月、同伴したパートナーも含め14
名が倉敷に集まりました。大原氏に導
かれるまま江戸時代に建てられた旧大
原邸の離れ座敷に着座し、すっかり紅
くなった楓の葉を揺らしながら渡って
くる風に浸りながら、倉敷の歴史や大
原美術館の来歴、また美術館の創立者
である大原孫三郎氏の親友であった画
家の児島虎次郎氏のお話を伺い、その
後、大原家の蔵書に囲まれたブックカ
フェでの対話など、ここでそのすべて
をご紹介できないのが残念なほどの、
大原氏の素晴らしいおもてなしでした。
　何かと新しいものを求める都会では
もはや顧みられることがない文化や芸
術を大切にする気風は、ゆっくりと過

ぎていく時が育むことを実感した一日
となりました。
　翌日は岡山後楽園を散策して姫路城
に寄り、兵庫県たつの市（旧龍野町）
へと向かいます。メンバーの出身地は
様々ですが、もっとも遠かった俊寛流
刑の地の伝説が残る喜界島を数名で訪
れたことを契機にメンバーの故郷を旅
しようという企画が持ち上がり、今回
はその第二弾、鍋の会主宰の渡邊昭三
さんの故郷を訪ねました。
　渡邊さんの先導で、秀吉に仕えた小
六こと蜂須賀正勝の居城である龍野城
と城下町を散策。お祖父さんがこの辺
りに住んでいた、幼稚園はここにあっ
た、そしてときどき道端から家を覗い
ては小学校時代の友達の女の子の名前
を呟く渡邊さんには、数十年前の光景

2019年度に次の書物をご寄贈いただきました。

新たに会員になられた方々
●日本アスペン・ソサイエティ・オブ・フェローズ

荻野弘之著『奴隷の哲学者エピクテトス
人生の授業―この生きづらい世の中で
「よく生きる」ために』（ダイヤモンド社）

てらいもなく、妙に心の落ち着く
大人の会として成長してきました。
　「G250も20周年だから何かし
たいね」という鍋の会での発議が
２泊３日の倉敷への旅となったの
は、セミナーで講話をしていただ
いた大原美術館名誉館長の大原謙
一郎氏のお話をもう一度伺いたい
ということ、そしてそれがこの20
年という時の流れを見つめ直す機
会になるのではないか、という想

が見えているようでした。
　それぞれが過ぎゆく時に想いを
馳せ、それを味わうことの大切さ、
たまには振り返ることで自分の記
憶に新しい視点が持てること、そ
して都会から少し離れるとそれが
できることを思い出した旅でした。
　次は新潟か仙台か。それぞれの
故郷を推す声をあげながら、ダイ
ナミックに変化する東京の喧騒に
戻りました。

【編集者のひとりごと】　新型コロナウイルス騒動の真っただ中、イタリ
アで休校になった高校の校長による生徒向けメッセージが話題になって
いるそうです。17世紀のペスト流行を扱ったマンゾーニの小説を引用し、
「外国人の危険視、当局間の衝突、最初の感染源は誰かという『ゼロ患
者』の捜索、専門家の軽視、感染者狩り、根拠のない噂話、ばかげた治療、
必需品の買い占め……」と、今と重なる描写を紹介。最大のリスクは「社
会生活や人間関係の荒廃、市民生活における蛮行」だとして、冷静さを
保つことを訴えています。危機の時ほど「閉じた社会」の悪い側面が顕
著になります。まさに「古典に学ぶ」好例です。　　　　　　　　（Ｆ）

柴田　稔久　　●株式会社日本ヴィクシー・コーポレーション代表取締役

大原美術館の前で（写真提供／松田俊介さん）

相川　英一 伊藤　敬史 井島　裕昭 内野　耕治 奥田良太郎 笹山　　宏 竹内　達也 福井　　淳 水本　伸子

有倉　大輔 石田　　茂 井島由利子 浦木　史子 木元　由基 鈴木　敏之 田中　慎二 藤井　　攻 山本伊佐子

石川　えり 石田　洋子 今村　　卓 江藤　恭輔 木元　有美 高島　　純 田中　裕美 藤田　夏輝 山本遼太郎
（五十音順・敬称略）
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