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日本産学フォーラム リベラルアーツ企業研修会 

第２回講義(8/22 開催 於大手町サンケイプラザ#304) 

 

藤山：皆さん、こんばんは。 

 

一同：こんばんは。 

 

藤山：夏休みが終わったところでお忙しい中、出てこられた若い方が多いのかなと思います

けども、ご苦労様でございます。学の方から何人か、出張やお休みの方がいらっしゃいます

けど、民間の方はほとんど出てこられていますね。今日は 15回のリベラル講座の 2回目と

いうことで、前回ご説明したのとダブりますけれども、ポジショニングを確認していただく

ために、リベラルアーツのプログラムが、3×5 という構造になっていて、民主主義、市場

原理、科学技術。この 3つを 3回ずつやっていく、その真ん中のところですね。その前に、

私がグローバリズムの話をさせていただいて、吉川先生、黒田先生に補足的にお話をいただ

いて。今日は、リベラルアーツの話なのですが、これは、実は、リベラルアーツの話という

とよく分からないんですけど、知識であるとか、思考、考えるということって何なの？とい

うこととも関係があるので、この話が 1番になります。3番目に、来月にも西洋哲学史みた

いなことを、この西洋哲学史を一遍にやるって無理なんですが、一応、認識に癖みたいなも

のが、ルネサンスまでの西洋の中に流れているものがあるので、その辺を少しやっといて、

それを土台として、市場原理とか民主主義とか科学技術の問題に入っていくと。 

 市場原理、民主主義、科学技術は、一つは歴史が必ず入っているようになってますね。あ

と二つは、現代の今の問題であったり、それから、最先端のこれからの問題。例えば、金融

であればブロックチェーンとかフィンテックとか、そういった世界が、本当に市場原理と言

えるのかとかという問題に入って。科学技術で言えば、AIの先端的なところというものが、

本当に技術が科学を凌駕するという時代を迎えてるのかという部分もあるので、そういっ

た問題意識も考えていった、そういうことであります。 

 ということで、土俵を作ってるものの 2回目ということです。本日は、名古屋大学の大学

院経済学研究科の教授であられます、隠岐さや香先生においでいただいています。先生は、

東京大学の総合文化研究科、教養学部の総合文化研究科を卒業になられ、博士号を取られて

おります。フランスの社会科学高等研究院に留学された後、日本学術振興会の特別研究員、

東京大学の特任研究員、その他、玉川大学 GCOE研究員、広島大学大学院准教授の後、現在、

名古屋大学の大学院経済学研究科ということでございます。課題図書で『文系と理系はなぜ

分かれたのか』という本をお示ししてあるので、ほとんどの方が読んできていただいたかと

思いますが、実は、18 世紀のフランスの技術史みたいなところってのが(＃＃＃＃＠

00:04:02)なんですが、実は。それで科学技術の歴史みたいなことというと、社会、思想史

みたいなことと分かるんですけども、この理系、文系の問題を提起とした、非常に広範な問
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題意識提供があるし、また、各界の先生たちも、隠岐先生の、非常に問題意識のまじめさと

勉強の深さというのを、私はあちらこちらで絶賛をされているのを聞いているので。 

 今日はリベラルアーツという世界の中からお話をいただくことになってるので、少し工

夫をしていただいているのかなというふうにも思います。どんな感じかといいますと、多分、

1時間ちょいぐらいお話をいただくのですが、途中、30分か、あるいは、歴史のところぐら

いで一度止めていただいて質問をお受けするということをしたいと思います。全部終わっ

た後、皆さまには、Slackの中で既に色んな議論をしていただいて質問を考えていただいて

るので、それを、恐らく、先生の話を聞くと少し変化すると思うんですね。今ある質問を土

台にして、どう変形したのかという質問を投げていただくようなことをしたいと思います。

グループに一応分けてありますが、私の気持ちとしては、せっかくおいでいただいたんで、

1人 1回は必ず発言すると。質問じゃなくても、自分の思ったことでもいいので、発言する

ことを心掛けていただければなと思います。 

 それでは早速、隠岐先生の話に入りたいと思います。先生、よろしくお願いいたします。 

 

隠岐：ご紹介にあずかりました、名古屋大学の隠岐さや香と申します。今日は本当に貴重な

機会をいただいてありがとうございます。皆さんは、お仕事の後で、また少し勉強という感

じで大変お疲れかと思いますが、でも、楽しいひとときにできればと思っています。どうぞ

よろしくお願いいたします。 

 

一同：お願いします。 

 

隠岐：先ほど自己紹介いただきましたが、こういう時代の研究してました。18 世紀の科学

技術史なんですけども、もともとは、科学者という職業がどういうふうにできたかという研

究をしていました。これは、18 世紀の科学アカデミーの絵ですけども、王様がアカデミー

を訪問してるという絵ですが、ちょっとそれは飛ばします。 

 今日は、リベラルアーツというお題を基本的にいただいているんですが、これはなかなか、

悩ましいというか、難しい話題で。ちょっと、そこにたどり着く前に、そもそも課題図書で

読んできていただくことになった、『文系と理系はなぜ分かれたか』に関わる話から始めた

いと思います。あの本を書いたときに、あれは編集者から、こういうふうに書かないか、こ

ういうタイトルで書かないかというような、お題をもらってやってみたという感じの本な

んですけど、特に日本に生きてて、文系、理系というような分かれ方が、すごく、特に私た

ち、私たちと言っていいか分からないですけど、この場に、結構 40代の方が多いと推察し

ているんですが。 

 この世代というのは、恐らく、一番文系と理系に分かれた教育を受けています。少し上の

方はまた違っていまして、今はまた、学際的なとか、そういうふうなこともいうようになっ

たので、少し、また変わってくると思うんですが。私立の高校が増えて、そして、受験のた
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めに、高校の段階で文系と理系が分かれるというような教育を受けてきていると思います。

その後の人生でも、二つの文化というか、文系、理系に分かれて受験をやったり、もしくは、

大学院に行く人はそれで研究分野を選んだり。あるいは、研究の道に進んだ方は、当然のよ

うに研究分野ごとのいろんな仕組みがあったり、もしくは、社会に出た方は、就職活動の時

点で、文系の就職とか理系の就職とか、技術職、営業職と、いろいろな考え方があったと思

います。 

 よく、日本以外の国では、文系と理系のような分け方はしないというふうに言われもする

んですが、それは、ある意味ではそうなんですけど、全くそのとおりでもないというのは、

ここに示した絵でして。これですね。これ自体は、二つに人が分かれていますが、何から取

った絵かというと、実は、政治パブリッシャンという、学術雑誌の出版社のページから取っ

たもので。あることに対して、これはオープンアクセスという、ある学術論文を、細かい話

ですけど、自由に見れるようにするっていう政策が、今度始まってるんですよ。それに対し

て、人文社会科学と理工系が意見が違ってるというような絵で描かれて、そういうようなこ

とを示す絵なんですね。何が言いたいかというと、英語圏でも時々、人文社会系と、あと、

理工系というか、サイエンスとエンジニアリングというのは、二つの違う世界のようにいわ

れたりすると、それだけのことです。 

 日本の特徴について、あと幾つか話しときます。文系と理系がすごく分かれてるというよ

うな話をしましたけども、これも本の中で扱いましたが、日本の場合、いろいろな、明治以

降の状況もあって、生徒の中にも、すごく文系と理系を分ける要素が残ってるというとこが

あります。これは、例えば、皆さんご存じのように、私立大学と国立大学の学生の分布です

かね。例えば、人文科学には、国立の、このとこで、ちょっと見えづらいですけども、色が、

国立の場合は青で、私立の場合は赤でして。例えば、家政分野というのは、ちょっと、2014

年で数字は古いですけど、私立に学生がいっぱいいるとか、これ、学部生ですね。理学は逆

に、国立に大量に学生がいる、商船はほとんど 100パーセント国公立と。人文社会科学系は

私立に大量にいると。こんなふうに、いわば、近代国家建設のための人材育成というふうな

ものが関わる分野が国立に集中していて、そして、私立大学は後から発展してますので、人

文社会、家政、芸術分野、そのような分野に学生が多い。 

 これは何が言いたいかというと、要は、制度的にも分かれちゃってるという現状がありま

す。あと、男女比が理工系と人文系で、例えば違うわけですけど、それは、理工系に男性が

多くて、国立大に多くて、人文系に女性が多くて、さらに私立に多いと。非常に人が分かれ

て偏在しているという現実もあるかと思います。これは、あくまでもそういう構造というこ

とで。あと、日本の特徴として一つふれておきたいのは、やはり、理工系に力を入れる形で

発展してきた、特に工学部ですね。それがありますので、言ってしまえば、人材の偏りとい

うのはあると思います。これもご存じの方も多いかと思うんですけど、博士号と修士号の取

得者数で、ここで高学歴というのを修士以上という意味で使っている、特殊な使い方をして

ますけども、いわゆる先進諸国の中で、日本の場合というのは、博士号の取得社数が、人口
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比の割合で多いとは言えず。中国はちょっと別として。そして、かなり自然科学に非常にウ

エートが高いと、そういう特徴が、例えばあったりします。収支はもっと顕著であります。 

 このような構造がまずあるっていうことをちょっと考えた上で、じゃあ、文系と理系に分

かれている傾向が強い社会の教育。今後、どのように考えていくかというのが、きょうの、

多分、話の流れになるかと思うんですけど、その前に、お題としてきょういただきましたの

で、リベラルアーツとよくいわれるもの、それは何であったのかということを話してみたい

と思います。先に申し上げておくと、実は、このリベラルアーツというのは、カタカナで書

くのでもいいんですけども、非常に難しい言葉というか。例えば、教育学だとかの専門の方

とこの話をすると、ものすごい議論になっちゃうというか。特に、するべき教育の話になる

と、とてもいろんな解釈があって、話が収斂しないことが多いです。私が話すのは、あくま

でもここで話すのは、歴史の中で幾つか断片を切り取って、この時代にはこのようなものが

リベラルアーツであったという話を最初にします。 

 まず、過去に何があったかというのを踏まえていただくことで、この後の後半で、じゃあ、

今必要なリベラルアーツは？とか、もしくは、今必要な教養は？という話がしやすくなると

いいなというつもりで話をします。まず、押さえておかなきゃいけないのは、これは私自身

もそんなに専門家ではないんですけども、Ars Liberalis、ラテン語でリベラルアーツです

が、もともと、もうご存じの方も、これも多いと思うんですけど、Ars Liberalis、つまり、

自由学芸ですね。Ars はアーツですから、Liberalis はリベラルの話で、自由ですね。つま

り、自由な精神を持つ、奴隷ではない。 

 奴隷じゃないっていうのは、要は、自分の財産を持てて、かつ、自分の体は自分に属して

るということになります。奴隷になってる人というのは、自分の体を自由にできない。例え

ば、売り買いされますし、女性の場合だったらレイプされそうになっても拒めないと。要は、

主人にレイプされても拒めない、そういうふうな世界ですね。あとは、働く仕事も選べない

と、それが奴隷ですけども、そうでない人間が知っておくべきことというような発想がまず

あったのですけど、これは、ただ、由来はかなり複雑で。きちんとやろうとするととてもや

やこしいです。というのも、先に申し上げておくと、私たちは、歴史の中でいろんな人がい

ろんな形で作り上げてきたというか、その時々に、これが必要だということで、ある種、リ

ベラルアーツという概念を作り上げてった、その果てにいるわけですね。 

 古代ギリシャの段階では、まず、大学のような組織はありませんので、幾つかの賢人、有

名な人が何かいろいろ言ったことを見ていくしかないわけです。まず、一番有名な人の 1人

としてキケロがいるわけですけども、この人は、特に修辞学というようなものをまとめあげ

たことで、この後の西欧の世界では非常に有名になるわけですけども、例えばこんなふうに

言っていると。ちょっと引用を読みます。『ほかの人々は人間と呼ばれているが、ほんとう

に人間であるのは人間性に固有の学術によって磨かれた人々だけである』と、そういうふう

に言ったと。この人間固有のものとは何かということについて、キケロはこう言っていて。

それは、『粗雑さのない聡明な談話』であると。話すことですけども。 
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 ここでちょっと気を付けておかなければいけないのは、古代ギリシャとか、この後、古代

ローマの人間観というのは今と大変違いまして。基本的人権とかって考え方はありません

ので、どう考えるかというと、要は、人間といっても、ある種の条件を満たさないと動物の

ようなものなわけですね。人間は政治的な動物であると。政治をするとは、きちんと自分の

意見を言って、ものを考えて自己決定できる、そういうふうな発想が入ってますので、ここ

で言う人間っていうのは、ある種、同じ人間の形をしてても、奴隷であったりとか、われわ

れが考える人間以下の扱いを受けているような人を想定した上での人間なんですね。なの

で、ちょっとここは、引っ掛かりのポイントというか、覚えておいていただきたいところで

す。 

 それはちょっと置いといて、まず、話すことにかなり重きが置かれてるのが、一つ、特徴

です。ただ、話すことだけではなくて、彼らは同時に、理想像として、学識ある弁論家と、

Doctus Orator と言ってて。Orator というのは、演説とか、そういうような意味ですけど

も。要は、学識と弁論が両立してないといけないと。それは、言い換えると、英知者、哲学

者、Phirospher と、弁論者、Oratorの統合であると。なんでこの話が出てくるかというと、

ずっと、この発言自体が、紀元前 1世紀ぐらいですけど、その前にあった歴史の積み重ねを

反映してまして、このさらに前の、紀元前 5、6世紀ぐらいに、アリストテレスとかプラト

ンだとかの時代に、ソフィストと呼ばれる、弁論術。つまり、話すことの専門家になるのが

いいのか、それとも哲学者であるのがいいのかって議論があったわけですね。そして、話す

ことだけうまい人ってのは、ある種、軽蔑もされたんだけども、一方で、哲学者というのは

閉じこもってしまって、あまり人々に理解されない。そういうふうな、ある種の対立という

のがあって、それを乗り越えようとしたイメージというふうに捉えていただければと思い

ます。 

 さて、まだリベラルアーツの話は続くんですけど、ここで急に、ちょっと時代は飛びまし

て。私たちがリベラルアーツと言うときには、実は、いろんなイメージを経てその言葉を使

っているので、キケロのイメージではしゃべってないわけですね。キケロの後に考えなきゃ

いけないのは、キケロのような議論を受け継いで独自のものにしてった中世のキリスト教

徒たち、つまり、ヨーロッパ世界です。キケロや古代ギリシャの人々や古代ローマの人々は

キリスト教徒ではありませんので、全く違う異文化を、ある意味、キリスト教徒たちは受け

入れて自分たちのものにしていくわけです。その中で、リベラルアーツというのが、もしく

は自由学芸ですね。自由学芸というような位置を持ってく。 

 ここに、今、自由学芸がありますけども、まず、中世の大学、これ自体はお読みいただい

た本の中にもあったはずですけども、まず、文系、理系だとかってもちろんない世界であっ

て、あと、数学がそんなに重要じゃなかったりとか、いろいろあるんですけども。神学部、

法学部、医学部と三つあって、いわゆる自由学芸、もしくはリベラルアーツは、ここの下級

学部、もしくは学芸学部のものです。ご覧になってもお分かりのとおり、なぜこれをここで

学んだかというと、要は、この上の上級学部で知ることに必要な技術であるとか、道具にな
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るような学問ということで選ばれてるんですね。ただ、キケロが言ってた時代よりも、キケ

ロがいろいろ考えてたことよりもかなり複雑になってまして。いきなり自由学芸が七つに

なってるわけですね。 

 内容も、文法、修辞学、論理学および弁証術、弁論術ということもありますけど、算術、

幾何学、音楽、天文学と。この辺は本当に数学ですけども、音楽と言ってますけど、これ、

音楽を実際に、いわゆる本当の音楽なんですけど、ただ、幾何学とつながってまして。例え

ば、弦の振動とか、そういう、ハーモニーとか、そういった議論っていうのは数学的なとこ

ろもありますので、この四つは、基本的には数学的なものと言えると思います。上の三つと

いうのが、言語的なものですね。こういった構造になっていて、急にちょっと複雑になって

るんですけども、何がこのとき起きたかというと、ギリシャ、ローマ以来の自由学芸の伝統

にキリスト教が混じって、そして、じゃあ、何をここで学んでたかっていうと、実は、アリ

ストテレスがほとんどなんですね。 

 アリストテレスがなぜ出てくるかというと、やはり、西洋の学問というのは、アリストテ

レスが体系化して、つまり、どういう学問があるかっていうのを分類して、そして、かなり

たくさんの著作を残した。それを西洋世界は受け継いで、読み解くということを必死でやっ

ていたとこがあるわけです。特に、12 世紀以降はと書いてある理由ですけど、アリストテ

レスはいったん失われてしまってた。つまり、多くの書物がイスラム圏には伝わったけども、

ヨーロッパ世界には残ってなかったんで、知られてなかったんですね。それが、12 世紀に

たくさん、いわゆるコンスタンティノープルとか、東側世界と接触するにつれて、たくさん

西洋に流れ込んできて、知らなかったアリストテレスの書物が見つかって、それを、非常に

難しかったので、一生懸命読みこなして理解しようっていう試みが生まれてったわけです。

その中で、じゃあ、この学芸学部で何を学べるかってことも、かなり議論の対象になってい

きます。 

 それで、何だかもやっとした話になったところで、中世の大学の在り方を振り返っておき

たいと思います。この辺り、皆さんは『チェーザレ』ってマンガをご存じの方、何人ぐらい

いらっしゃいますか。『チェーザレ』って、チェーザレ・ボルジアのマンガなんです。少女

マンガのような、『モーニング』だったかな、でも。いいです、すいません。あまり受けな

いネタを言ってしまって。私の知り合いの方のいとこの人が監修してるマンガなんですけ

ど、惣領冬実という人が書いてるマンガで、ルネサンスの時代のある英雄の話なんですけど、

それはいいとして、何が言いたかったかっていうと、そこで中世の大学の様子がセリフ入り

で出てくるんで、もしご存じだったらと思ったんですが、いいとします。 

 中世の大学の授業形態というのは、実は、先ほどの学芸学部の教育で、すごく、基本的に

たたき込まれるものだったんですけども、何があったかというと、いわゆる講義ですね。そ

れはまず、当たり前なんですけど。あとは、1週間に一度、定期的に討論をしていて。その

討論では、まず、どんなことをやったか。本当に議論をする、ディスカッションをするんで

すけども、正教授が討論すべき問題を掲げて、そして、学生たちが賛成と反対の見解を述べ
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る。本当に戦うわけです。その後に、教授が裁定してコメントするんですけども、このとき

のテキストに、先ほど申し上げた、伝わってきたアリストテレスの、例えば、内容を注釈し

たものですとか、幾つか、そこからの内容を使って議論してったんですね。 

 中世の書物ってのは、この討論の在り方を反映して書かれてるものが多いらしいんです

けども、トマス・アクィナスの『神学大全』とかもそうらしいんですけど、ちょっと変な感

じで。ある主張があって、そこに異論 1、異論 2、異論 3って反対意見が書いてあってって

いう。そして結論みたいな、そういうふうに、討論の在り方が示されるような内容のものが

多いです。何が言いたいかというと、非常に、合理性の追求というか、つまり、ある、アリ

ストテレスがこう言ったということについて、これは本当に適切なのかとか、キリスト教に

照らしてどうなのかとか、そういうことをすごく話し合った形跡があって。それをずっとや

っていっていたわけですね。 

 つまり、今の西洋の世界のディベートの技術の何割かは、この営みで培われた部分が大き

いだろうと思うようなやりとりでして。チェーザレのマンガ、もし、機会があったらぜひ見

ていただきたいんですけども、本当に戦ってます。つまり、かなり、内容によっては、例え

ば、殺人事件が起きて、これは正しいのかみたいな話だとか、そういったものも入ってます

し、もしくは、既存抽象的なイデアとは何かとか、そういった議論も入っています。中世の

大学の授業の特徴は何かというと、このような形で合理性を追求、つまり、あることに対し

て主張を述べて、反論を述べて、それを、それまでに出ていたいろんな書物との整合性を確

かめながら結論を出していく。特に聖書とかですね。あるいは、アリストテレスが言ったこ

ととか、そういったものと突き合わせて結論を出していくという、非常に筋道の立った思考

というのを教え込む教育になってました。 

 ただ、一方で、中世の大学には、その後に比べるとある欠点と言えるものがあって。それ

はやっぱり、権威に非常に追従するというか。つまり、何がこのとき大事だったかというと、

合理的である必要はあるけども、やはり古代の権威というものが大事だったわけです。アリ

ストテレスであるとか、プラトンであるとか、もしくは聖書であるとか、そういったものを

きちんと見て、それと整合性のある議論をする。それが非常に尊ばれた教育だったと言えま

す。中世はもうちょっとで終わりたいと思うんですけど、ただ、中世の教育も、先ほど、権

威に追随したと言いましたけども、そう、いつも調和があったわけではない、ハーモニーに

満ちてたわけじゃない。むしろ、ここからが本題というか。教養ってものを考えるときに、

先ほどの言い方だと、何か、もうみんなが従うものがあって、それをみんなで読み解いて、

納得してればいいんだというふうに聞こえたかもしれないですけども、実際に西洋の中世

で起きたことというのは、異なる権威が衝突した、それを調停するという作業だったわけで

す。そして、実は、学芸学部、教養教育をする場では、本当に、ある種、衝突がリアルに起

きた、そういう場になりまして。 

 何があったかというと、ちょっと話が、ごめんなさい、つまらなかったら申し訳ないです

けども。先ほど、アリストテレスの書物が大量に伝わってきて、大学がそれを一生懸命読ん
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だと言いましたけども、伝わってきた中には、当時のキリスト教の見解と全く合わないもの

があったわけですね。12 世紀以前だったら、ここに書きましたように、アリストテレスの

論理学のみ学んでた。論理学というのは、物事の三段論法とか、そういうやつですから、い

わば、あんまり社会、つまり、倫理的なことを考えなくていい、キリスト教と衝突しなかっ

た。そして、論理的にものを考えられれば、上級学部の医学部のいろんな文書とか、聖典で

すね。そういうものを読めるので、ツールとして学んでればよかった。だから、ツールとし

ての、さっき、教養みたいな話しましたけど、それだけやってればよかった時代がまずあっ

た後で、その後、アリストテレスの自然学と倫理学とか、形而上学とか、いろんな、彼が残

した書物が、イスラム圏から、アラビア語になってたものがラテン語に訳されて、もしくは、

ギリシャ語からラテン語に訳されて入ってくるわけです。 

 そうすると、キリスト教は、例えば、神が世界を作ったと言ってるのに対して、アリスト

テレスは、宇宙は永遠であると言ってるとか。あるいは、宇宙の姿について違うことを言っ

てる、倫理的な面でも違うことを言っている、そういうことが起きてくるわけですね。それ

を、教養学部、教養を学ぶ場である学芸学部のカリキュラムの中で読みながら、これはどう

いうことだと考えていかなきゃいけなかったわけです。なので、要は、違う、ある種考え方

と体系同士がぶつかった場となっていたのが学芸学部と言えるらしくて、それでも、このと

きに、じゃあ、どっちかが追い出されてどっちかが消えたということにならなくて、両方が

折り合いをつけていくんですね。 

 なぜそれができたかというと、キリスト教というのは、基本的に、ご存じのとおり、超自

然的というか、自然の外にいる神が自然を作るというか、世界を作るわけです。それに対し

て、アリストテレスの考え方というのは、ある意味世俗的というか。要は、人間のことだと

か、自然のいろんなものについて書いてるんですね。アリストテレスの自然学っていうと、

ちょっとなじみない方も多いと思うんですけども、要は、宇宙はどういうふうにできてるか

とか、今から言えば非科学的な天動説とか、そういうのも含めて。ただ、神様をそんなに巻

き込まないで物事を論じてる。だから、非常に論理的なわけですね。両方はお互いない要素

を持ってたので、補い合う感じで学問体系ができてくる、そうしてできた、アリストテレス

とキリスト教を総合したものが、しばらく西洋の大学で教えられるようになってくわけで

す。 

 特に、この辺はちょっとさらっと行きますけど、キリスト教にあまりにも合わないアリス

トテレスの主張を大事にする人々を追放しちゃった後は、うまく統合する路線に行って、そ

れで、スコラ哲学といわれるものができてくと。例としては、トマス・アクィナスという、

さっき名前出したような神学者のものがあったりします。こういった背景があって、言いた

いのは、要は、非常に激しい思想、相いれないはずのものを統合することやりながら、ある

種のリベラルアーツができてったというふうな話です。ここはまず第 1段階で、この後、ち

ょっと話はリベラルアーツから少しずれるんですけども。 

 先ほど申し上げたスコラ哲学、これは、いわば自由学芸の中でも教えられるし、さらに、
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その上級学部でも必要になるものの考え方なわけですが。今度は、西洋の大学で起きたのは、

それで一生懸命作り上げた、スコラ哲学なり大学の学問がさらに挑戦を受けるというよう

な事態です。それは主に、おおよそ二つの方向から受けたと考えていいかと思います。二つ

というのは私の解釈ですけど、一つは、ここに書いたように、自然科学が出てきて、スコラ

哲学の、特にアリストテレスの宇宙像に疑問を投げ掛けるという話。もう一個はこの後で言

いますけど、社会の変化ですね。それによって、アリストテレスの時代の考え方ではうまく

いかないことが出てくると。 

 最初のほうを言うと、まず、自然的なものと書きましたが、もともとアリストテレスの考

え方には、自然学、つまり、自然についての学問があったわけです。ただ、今の科学が描く

ようなものではなかったわけです。そこで、有名な話ですけども、ガリレオが望遠鏡を使っ

て、例えば木星の衛星を発見してって話が出てくるんですけど、まずその前に、実は思想的

な大変動が起きていて。まず、宗教改革が起きてキリスト教が二つに分裂する、分裂ってい

うか、カトリックとプロテスタントに分かれる。さらに言うと、その過程で、古代ギリシャ

もいろんな哲学が入ってきて、懐疑主義が起きましたが、これは、ものを非常に疑う立場で

すけど、要は、神はいないんじゃないかとか、それまでの常識が非常に揺さぶられるような

ことが起きる。かつ、宗教改革というのは必然的に戦争をもたらしましたので、宗教戦争を

もたらしたわけので、非常に世が乱れて、そして、聖書も大学のスコラ哲学も信じられない

というふうな気持ちが出てくるわけです。 

 この状況に対して反論した有名な人物としてデカルトがいますけども、『我思う、故に我

在り』というふうなことを言った人で、ここに『私は懐疑のうちに投げ込まれた』と言って

ますが。これはどういうふうな状況で出てきた言葉かというと、若い頃に学んだことが、全

部意味がなかったんじゃないかって気がしたと、そういう話をしてるわけですね。全部駄目

だったんじゃないかと、何も信じるものはなかったんじゃないかと、どうしようみたいなこ

とを、傭兵としてオランダに行ったかなんかのときに、宿屋で寝転がって考えてて。でも、

その中で見いだしたのが、『我思う、故に我在り』。つまり、疑い得ない点、アルキメデスの

点とかって言いますけど。要は、つまり、これは絶対に確かなんじゃないかと、こういうこ

とですね。考えている私は存在する。そんな話があるんですけども、ちょっと、その話をす

ると長くなるので。 

 デカルトの考え方ってのは、基本的には、その後の数学の反転と関わってきます。要は、

デカルトは『我思う、故に我在り』等で、その後に、じゃあ、私はいるとして、確かなもの

は何かって考えて、物体と延長が、つまり、数字のようなものとか、ものがあるとか、そし

て、数学的なものの確かさっていう方向に考えを進めていくんですけども。その中で、数学

を用いて世界を見るというふうなこと、例えば、それが一つ、確かな方法じゃないかという

ふうな考え方を持つわけですね。そして、彼のように考えた人は、先ほど、デカルトのよう

に考えた人として、ガリレオもある意味そうなんですけども。 

 ガリレオとデカルトの関係というのは、実は、まだちょっと分かってないことも多いので、
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ここでははっきり申し上げられないんですけども。数字的なもの、ある種、数学や実験、観

測を用いて確実なものを探求するというのが、一つ、このときの懐疑の中から人間が見いだ

した方向性だと。そして、世界ってそもそも何かと考えたときに、自然というものにフォー

カスして考えていく。それも、人間のバイアスをなるべくなくして。例えば、人間の目とい

う限界を超えて望遠鏡で見てみるとか、そういった方向に、まず人は進んでいくわけですね。

いわゆる、今の自然科学の発展ですけども。それが一つあって、要は、大学のカリキュラム

にないものが出てきたわけですけど。 

 次に、これもご存じの方も多いかもしれませんけども、近代的な精神、自然的なものの次

に社会的なものというふうに書きましたけども、そうはいっても、数学だけでは分からない

ことというのは、どうしてもあるわけでして。デカルトは、懐疑のうちに投げ込まれて、あ

る種、『我思う、故に我在り』と数学を見いだしたんだけども、道徳的なことについては、

はっきり、どうしたらいいか言ってないわけですね。数学的に確実なこと、懐疑、あとは良

識とか、感情で考えるようなことって感じで、ちょっと、ある意味、ごまかしてるというか、

あまりはっきり言ってなくて。それに対して、じゃあ、でも、何か良識、bon sensとかっ

ていいますけども、フランス語だと。こうしたらいいっていうふうなことについて、何か確

実はやり方ってものはないのかと。感情とか、そういったもの以外ないのかというふうに考

えた人たちもいた。 

 17 世紀だと、ガッサンディだとかメルセンヌだとか、あまりデカルトほどは知られてな

いですけども。例えば、数学以外に何か、特に人間社会のいろんな出来事に対して、確実な、

絶対確実は無理だけども、良識的な、あるいは合理的な、理性的な基準というのはないかと

いうことを考えていたわけです。例えば、今、理性的なって言いましたけど、そのときにモ

ラルという言葉が出てきて。モラルは、もともとは、日本語は道徳的なと訳してしまいます

けど、善悪の判断ですね。これをやっていい、悪いとか、人を殺していいか悪いか、そうい

った問題のことと理解していただきたいんですけども。そのモラルをどうやって判断した

らいいかと。数学では答えが簡単に出ないような気がすると。 

 そして、実は、中世だと、スコラ哲学の段階だと、モラルの答えはあったんですね。それ

は、スコラ哲学は神が教えくれることだったから、もう答えは決まってた。スコラ哲学すご

いのは、例えば戦争していいかとか良くないかとか、そこまで判断する手段が、一応あった

んですね、聖書に基づいて。しかし、その権威が揺らいだから、新しく何か探さなければい

けないと。依然として、もちろんキリスト教徒が大半ですから聖書が重要なんですけど、た

だ、もう同じ方法では駄目だと。じゃあどうすればいいか。そこで、理性的な人間の行動と

いうものを何か基準にできないかと。ここから今の経済学の話につながる、経済学の始まり

につながっていくんですけども。それ以外でも、要は社会全体の、それこそ、この後フラン

ス革命とか起きるわけですけども、民主主義的な社会を作るというふうなことを考えたと

きに、なんか、理性的な人間はどのように行動するかって考え方が非常に効いてくる。 

 ここで言われてるのは、つまり、何がこのとき大事だったかというと、蓋然性と書きまし
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たけど、確からしいこと。絶対的に確かじゃなくてもいいから、確からしいことをどうやっ

て求めるかって、そういう探究の軸というのが一つできたわけです。ここで Probabilityと

書いていることからお分かりいただけるかと思うんですけど、これは、数学の確率論ともと

は同じで。もともと数学の確率論自体が、このガッサンディとかメルセンヌの問題意識と一

緒でして。どうやったら理性的に行動できるかってこと考えるために、数字も使ってみよう

と、そういうふうに考えることで、例えば、賭けごとをするときに、そんなにむちゃじゃな

い賭けをするための方法として期待値を計算してみるとか、そういった応用の仕方があっ

たりするわけですけど。はっきりきれいに答えは出ないけど、でも、おおよそのところの答

えを出したいというような気持ちの探究というのがあって、ここに数学的なものもあるん

だけど、一方で、思想的な部分から、例えば自由な市場とか、そういった社会科学的な方向

につながってったりする人たちもいたと、そういう話です。これは、言ってしまえば、神様

でも王様でもない、何か別のよりどころ、まさに理性的な人間っていうよりどころを基に社

会を作っていくと、そういった探究につながっている方向性かと思います。 

 ここに、ルソーの社会契約論を書いときましたけども、こういうふうな方向というのが出

てきて。これはやっぱり、大学の学問から出てこなかったわけですね。つまり、大学で学ん

だ人たちがもちろん考えた、大半そうなんですけども、ただ、スコラ哲学にはない、それに

置き換わるようなものを考えたという、その話です。少しややこしい話になってますけども、

この時代の人たちが本当に全てを作り直そうとしてたっていうことを示す例として挙げて

いるだけです。論理学っていうのは、さっき、アリストテレスの論理学って出てきましたけ

ど、言葉を使うための基盤になるような何か、規則なり筋道の考え方だったりする。今だっ

たら、もっと記号を用いていろいろ推論するような分野ですけども、18 世紀には論理学の

本がたくさん書かれて。それは、もともとのアリストテレスの論理学じゃないものを考えて

たわけです。 

 ここで挙げた例は何かというと、本当に基盤、基礎の基礎からものを考えようとするとい

うか。例えば、ここでは、原因というのは何かってことを考えているんですけども、原因っ

て概念を、われわれはなぜ持つかという話になってまして。つまり、原因ってのは、いわば

人間があることを見てて、頭に浮かんじゃう何かなわけですよね。つまり、私たちは原因を

知ってるとかって思うんですけど、ただ、実際に起きることは、例えば、何でもいいですけ

ども、何か、ある現象が起きて、これはなんで起きたんだと考えると。そして、なんで起き

たの、なんでの原因があるというふうに思って探すわけですね。ここで言ってたのはまさに

そういうことで。感官、何か見たり聞いたりしたものを観察してるうちに、五感では捉えら

れない対象を自然に作り上げる、原因っていうのはつまり、原因そのものというのは私たち

は見てないことが多いので、原因って概念を作っちゃって、例えば、結果という目に見える

ものを通して、目に見えない原因について判断することがある。例えばこんな話をしていて。

そこから神の概念にもつながっていくんですけども。そういう議論を延々としてたりする。 

 こういう、積み上げた体系を作るようなことをやり直した、やり直そうとしてたというの
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が 18世紀です。18世紀ぐらいになると、そんなわけで、いろいろ、要は学問のシャッフル

が起きたというのが、それが伝わればよくてですね。シャッフルが起きて、今の考えですね。

今の理系、文系につながるような学問の分岐も見られてくる。まだ分かれてないんですけど

も、実際には、学問全体、記憶と理性と判断力という、この三つの人間の能力と当時考えら

れてたものを基に分けてますけども、しかし、後の社会科学、経済学とかそういったものに

つながるような部分と、あと、自然科学にもつながるような部分ってのが分岐していく。そ

ういう様子が見えています。そして、さっきの話した、社会の探究と自然探求、そういった

話に対応するものです。 

 あとは、こちらは工学部出身の方もおられるので、少し話を付け加える。これは、本当に

余談ですけども。先ほど申し上げたように、大学にはなかったものがいろいろ、新しい学問

として付け加わってったわけですけども、比較的後になってから大学に付け加わってった

分野というのもありまして。それは、例えば工学であったりするわけです。工学というのは、

職人の知識というか、ものづくりの分野というのは、もともと貴族的なものじゃなかったの

で、貴族とか、あとは、豊かな人々がするものではないように思われてたので、最初、ギル

ドとか、別の徒弟制の世界になるわけですね。それが 19世紀になると、自然科学も取り入

れながら大学の学問になっていくと、こういった経緯があります。ついでに言うと、東京帝

国大学、東京大学と、このとき言うべきですね、すいません。工学部がある最初の総合大学

として知られてますけども、そういった経緯があったりします。 

 あとは、リベラルアーツというと、やっぱり文系の問題ってのが出てくると思うんですけ

ど。さっき、自然科学、社会科学って分かれた後で工学の話をしましたけど、実は、人文科

学にあたるものというのが、一番後にアイデンティティーができるんですね。この辺、ちょ

っと複雑なのは、もともと学芸学部の文法とか修辞学の中に、今のわれわれが考える文学に

あたるものに近いものがあるんですけども、ただ、文法とか修辞学だけだと、今の、例えば

シェイクスピアを読もうとかっていう話にならなくて。そのためには、新しい、やっぱり近

代を経なきゃいけなかったと。その話は後半でもしますけども。そして、そのときに、自然

科学的な方法論となじみづらいものは何かという問題意識が、特に 19世紀後半のドイツを

中心に生まれ出てきまして。 

 例えば、自然バーサス文化とか、それで文化科学という言い方が出てきたり、あるいは、

方法論として、個別性というのが、例えば、ある国固有の文化とか、ある特別な、ある種、

たった一つしかないようなものにあえて重視するとか、あとは、解釈の問題。要は、いろん

なふうに取れるものをあえて扱うと。誰かが言ってましたけど、解釈の喜びあるテキストっ

ていうのは読んですぐに分からないものだって言うんですね。人生のようにすぐにぱっと

見て分かんないようなものが読んでて喜ばしいと。それが解釈の喜びの最たるものと、そん

なこと言ってた人がいて。これ、例えば、明瞭に書かれた科学論文とかとは違う世界のもの

なわけですね。それに対して、今言ったことと少し違うのは、普遍性を重視するとか、法則

を探求、最近は自然科学も、むしろ法則ばかりじゃなくなってますけども、一応、そういう



13 

二つに分ける考え方が 19世紀後半に出てきて、そして、こちらじゃない側の分野の後に自

己認識した人たちが、人文科学と言ったり人文学と言ったりというようなことがあったと。 

 ちなみに、人文学、人文科学自体はヒューマニティーズで、言葉自体はキケロの時代まで、

もちろんさかのぼるわけです。ただ、名前はそうでも、意味合いが付け加わったのがこの時

期だという話を、ちょっとしておきたいと思います。なので、社会科学でもなく自然科学で

もない人たちというのが、そういうふうな分野というのが、人文学、人文科学というふうに、

一応、考えていいかと思います。そんなわけで、先ほども申し上げたようなことの繰り返し

になりますけども、近代の諸学は、そういうわけで、違う方向性があると。その過程で、ち

ょっと学芸学部の話と文系理系の話が混じったので、今、混乱されてるかもしれませんが。

つまりは、大学の歴史というのは、本当に異なるもののせめぎ合いだったというふうな話で

す。 

 最初に何を教養、つまり、基礎的に学べることとするかという問題においても、アリスト

テレスとキリスト教が争いあって、そして、ある落ち着いた形になった。そう思ったら、今

度は外の世界、もしくは大学の外の世界、もしくは、大学の中にいてちょっと課外活動して

るような人たちが、ここに書いてあるような、要は社会的なものであるとか、自然的なもの

というふうな、今で言う自然科学とか社会科学といったものを、そういったものが大学に、

ある意味、異議申し立てをしてきて。それを、じゃあどう取り入れるかというのが問題にな

った、それが 19 世紀です。工学についても同じことで。やはり、それまでなかったものが

19 世紀の大学に入っていくと。そこで、また、じゃあ、何を教養として教えればいいかっ

て話になっちゃうわけですね。つまり、新しいものが外からやってきて、それ大事だ、分か

った。でも、じゃあ、その新しい自然科学とか社会科学とか学ぶ人たちっていうのは、何を

基礎的な教養と知ってればいいのと、また、その議論を、19 世紀にはずっと続けるわけで

す。 

 というのも、大学には古くからある、古典的な、スコラ哲学の時代からのものが残ってて、

でも新しいもの来ちゃって、どうしようと。その話はちょっと、また後でします。ただ、こ

こでは、本でも書いたようなことをちょっと繰り返してますけど、要は、近代に入るときに、

こういった二つの方向性が出てきている。人間はバイアスの源泉であるから、大量観測と一

般化が大事。人間は世界の中心ではない。要は、地球は宇宙の中心じゃないですから。あと

は、数式で記述するのが大事だとか、全くその逆で、人間は価値の源泉だと。つまり、人間

の目を通さないといけないものもあると。個別性に意味があると。あと、人間は主体的に生

きて世界秩序を作り替えるかどうか、この場合だと、人間が世界の中心という感じになるん

ですけど、言ってしまえば、民主主義の社会を作るとか、そういうふうな発想も人間の主体

性ってものが考えてますので、その話をしています。あとは、自然言語が大事。言葉で言わ

ないと分からないものがある、そういった考え方があったりすると。 

 さて、これは、今で言う、文系、理系のほぼ関わる話ですけど、じゃあ、それで教養はど

うするのかと、話で、この後ちょっと、実は、19 世紀の話、まだあるんですけど、いった
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ん、ここでちょっと切って。今までのところで不明確だったところとか、あと、ちょっと疲

れたので、ここで一言と思う方がいらしたら、会場のほうからコメントをいただきたいと思

います。よろしくお願いします。 

 

藤山： ありがとうございました。ギリシャのほうからずっときて、中世を過ぎて、近代が

できるところぐらいまで、今、ようやくきたということだと思うんですけども。要するに、

事程左様に人間の心の中にあった、学問をするとか、ものを考えるとかっていう、一つの時

代性と癖があって、その癖の変遷みたいなことっていうのがあると。特に、今回の最後のペ

ージ、これは非常に面白い。いいことがいっぱい書いてあって。人間はバイアスの源泉だ、

大量観測と一般化が大事、こっちのほうと、価値の源泉だ、個別性に意味がある。左のほう

をずっといってくと、神の否定だけじゃなくて、多分、ヒューマニティーの否定にもなって

くる。これは、AI とビッグデータの世界にもずっといくんだと思うんですね。それに対し

て、この右側の価値観というのは何ができるのかっていう。まだ、いまだに 21世紀でもこ

の価値観を、恐らく疑ってるんだと思うんですけども。 

 今までの隠岐先生のお話で質問とかございましたら、お受けしたいと思います。どうぞ、

どなたからでも。はい、どうぞ。 

 

松井：自分の、私が大学のとき、心理学だったんですけども。心理学とかですと、どちらか

というと文学部にいるんですけれども、そのときにやってたことって、統計的実験をしたり

だとか、調査をしたりして、人の行動を数式で、数式というか、統計的に表そうとして、そ

んなことをやってたんですけれども。なので、その分類っていうのって、大学のときにも、

自分たちって何者なんだろうと思いながらやってましたし、心理学っていうのは一体いつ

頃出てきて、どういう文芸で出てきたものだったのでしょうか。 

 

隠岐：ありがとうございます。心理学は面白いというか、難しい分野で。19 世紀の前半ぐ

らいに、ちょっと、何年とか出てこないんですけど、一方には、まず精神医学の発展があり

ますよね。それと別に、いろいろ、実験的に人間の感覚を図ろうみたいな興り、そういう一

連の探求をした人たちがいて。それが心理学の根っこになってるんですけど。一方では、精

神分析みたいな、フロイトもやっぱり重要なので、複数の流れが合わさってるかなと思うん

ですね。ただ、私が、素人ですけど、聞いた限りだと、20世紀後半は、行動科学というか、

非常に実験的な手法が中心になっていて。それで、仮に文学部にあっても、非常に、今おっ

しゃったような、図るという統計的なパラダイムになってったとは聞いています。 

 

松井：ありがとうございます。 

 

藤山：あれでしょ。リッケルトは、心理学を自然科学の中に分類してて。 
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隠岐：してますね。 

藤山：神官とかもそうですけども。そういう見方のところも、もう既に出てきてるけど、そ

の辺が最初で、そうじゃないときは、どう読み取るかっていう、こっちの右側の世界。 

 

隠岐：いや、それが、心理学の歴史の、昔、ちょっと幾つか本読んだんですけども、見ると、

なんか感覚を計れるんじゃないかというふうに思って試行錯誤をした人たちが出てきて。

それがあってから、心理科学ってことで、分野としては固まってるんですね。ただ、その人

たちだけが源流じゃなくて、フロイトが、まさにいるので、せめぎ合いがあったという認識

で捉えているんですけど、心理学の歴史、複雑過ぎて、ちょっと難しいんですね。非常に流

れがあるので。その前に宗教の問題とか、やっぱり切れないので、魂があるんじゃないかっ

て話からしなきゃいけなくなっちゃうんですね。だから、そこでいったん切れたとこで、一

応、心理学と言ってるんだと思いますけども。そのときに、ある種、計るとか、唯物的なと

いうか、そういう考え方が一応基準になるかなと思ってます。 

 

藤山：次の方、どうぞ。 

 

梅原：JSTの梅原です。キケロの説明のところ出てきた奴隷の話なんですけど、現代の奴隷

ってどういう人かなと思ってみると、結構いろんな所で見られるかもしれない。私自身が左

の自然科学、経営学、一応やっていて、多少、両方知って、片っぽだけだと、多分、自分の

考えは縛られていただろうなって気持ちが、両方やって初めて分かるってこともあるんで

すけど、それでも、今から何か学んだら、多分、今の自分は奴隷だと後から思うと思うので、

そういう意味では、自由にするためには、リベラルアーツって、今の現代でやると両方を指

すのか、それとも、先生おっしゃった最初の七芸みたいなものが、もうちょっと基礎的なも

の、義務教育プラスアルファぐらいで収まるのか、規模感を教えていただきたいんですけど。 

 

隠岐：それはちょっと、教育学の人があらゆることを言っているので、ちょっと結論出ない

ですけど。ただ、最初の現在の奴隷って話にちょっと引きつけさせてもらうと、例えば、い

わゆる労働搾取されてるような人、ブラック企業に勤めているような人ってのは、事実上、

自分の労働をコントロールできない状況にあったりするので、ある種、奴隷的だったりする

わけですよね。それから、現代の奴隷っていうとよく言われるのは、私、実はリバプールで

奴隷博物館っての見たことあるんですけど。奴隷貿易があったから、それを深く反省する博

物館がイギリスにあって。その中で、現代の奴隷ってセクションがあったんです。そして、

そこで何が扱われてたかっていうと、例えば、時々、だまされて、ある家の住み込みの、メ

イドさんみたいな仕事に就いたら、全然自由に外に出してもらえなくて、ずっと家の中に閉

じ込められて、掃除とかさせられたとかっていう、そういう例が出てきて。外国に連れてか
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れてとか、そういうの。 

 そういうもの見て思うに、市民教育みたいなものってのがまず権利関係についての知識

ってのないと、恐らく、そういう状況から抜け出すのは難しいと思うんですね。もちろん、

本当に暴力的にその立場に置かれたら、もう、奴隷状態にならざるを得ないと思うんですけ

ど、誰でも。ただ、おかしいなと気が付く気持ちがないと、奴隷的な状況から自分で気付い

て出るってことはできないっていうのはあるかと思います。その意味で、自分の権について

の意識みたいなものってのが必要だとは思ってます。それに対して、理系的なほう、つまり、

今の権については、でも、実は、大学でやるようなことかどうかというと、そうじゃなくて。

さっき、日本だと公民教育とか、あの辺の段階でやっとかないといけないことなんだとは思

うんですね。なので、それはリベラルアーツというよりは、もうちょっと義務教育の段階か

なとも思うことですね。 

 なので、奴隷といったら、自分は権利のことを考えるので、ある種、基本的な権利、契約

意識で、できれば、それは義務教育でやらないといけないと思ってます。なので、ちょっと、

今、リベラルアーツの話に飛んじゃったんですけど、ごめんなさい。 

 

藤山：どうぞ。 

 

齋藤：日産自動車の齋藤といいます。すごく関心を持ったというか、興味があったのは、確

か、中世の後半のところのところで、異なる権威の衝突、調停の場で、リベラルアーツが相

いれないものを統合するいろんな議論をしていく、何ていうか、受け皿というか、役割を果

たしていたというようなお話だったと思うんですけど、これ、中世の話で、それは、その後、

近代になったりとか、リベラルアーツの果たしている役割ってのは変わってきているのか

なっていうのが、非常に気になります。 

 

隠岐：ありがとうございます。大学が、いわゆる、今の近代だとかに、実際に何をやってた

のかっていうことの研究がちょっと足りてないところもあって。正直言うと、私の知ってる

限りだと、その後、ちょっと活発じゃなくなったようなイメージがありますね。つまり、大

学は、12世紀、13世紀に、非常に、ある種の形に発展して、その後、少し停滞気味になっ

て、それ故に、自然科学だとか、いわゆる社会科学の新しい発展を受け入れられてなかった

みたいなふうに理解をしているので、少し、あまり、そういう学芸学部だとかが活気のある

場じゃなかった時代があったと。 

 ただ、19 世紀の、それこそカントだとかが活躍した頃っていうのは、哲学が再び勢いを

盛り返してく頃なので、18世紀末から 19世紀初頭のドイツの学芸学部というのは、非常に、

また活気のある。いわゆる、まさに哲学的な議論が行われる場になってたんじゃないかと理

解してるんですが、ちょっと、そこまで詳しくないっていうのがあります。ごめんなさい。 
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吉田：東芝の吉田です、よろしくお願いします。大変興味深い話だったんですけれども、こ

れまで、歴史的に見ると、異なるものをせめぎ合い、新しい考え方を取り入れたり融合した

りして、今の姿が見えてきたってことは分かったんですけども、逆に、取り入れなかったも

の、取り入れられなかったものっていうものがあると、もう少し理解が膨らむのかなという

ふうに思ったんですけども。例えば、東洋的な思想であるとか、イスラム的な考え方とか、

これは吸収しきれなかった考え方みたいのは、歴史的にはあったんでしょうか。 

 

隠岐：ありがとうございます。結果から見ての話しかできない、私自身が中世の専門家じゃ

ないので、一個一個トラッキングできないというのもあるんですけど。ただ、イスラム史の

人だとかが言うのは、例えば、中世の、もしくは、そうか、中世だけじゃなくても、17世紀

ぐらいでも、西洋のある学者が、結構、イスラム圏の発明なんかを、イスラム圏のいろんな

ものを、名前を挙げないで勝手に言及してるとか。つまり、なんか文化圏を飛び越えると、

急にその、もとの文化をリスペクトしないというか。 

 例えば、コペルニクスは、自分で全部、あれを『天球の回転』っていう地動説の本があり

ますけど、あれにかなり、あるイスラム圏の文献のデータを使ってるんですけど、引用とか

してないわけですよね。引用作法は違ったってのはあるかもしれないけど、でも、誰々のお

かげでみたいな話はしないとか。それが故意になのか、もしくは自然にフィルター掛かっち

ゃってるのか、私は知らないんですけど。ただ、何か、ある境目を越えて入ってきたものに

対して、なんか、見えてないというか、フィルター掛けて見てないみたいな印象はあるなと

いうのは聞いてます。だから、中国の人たちが何かやったとか、イスラムの人たちが何かや

ったとか、そういうものが見えないようになってるんですね。 

 ただ、それはちょっと、個別事象なので。つまり、要は、記憶がうまく継承されていない

みたいな話なので。拒絶したまでいくと、ちょっと、よく知らないですね。実は、18世紀に

なると、逆に、マホメッドとか孔子とかを一生懸命読もうとしてた形跡はあって。例えば、

18 世紀末のフランス革命の後に、フランスはちょっと変わった国で、いったんキリスト教

の教会を全部つぶした後で、市民宗教ってのを作ろうとしたときがあるんですけど、そのと

きに、あるラジカルな一派は、マホメッドと孔子とか、中国の偉人とイエス・キリストと全

部統合して一つの体系を作れないかとかって、一生懸命やってるんですね。それは宗教の話

ですけども。なので、かなりいろいろ入れようとしたように見えると。ただ、その中で入っ

てないものは何かってなると、ちょっと、今ここでは、あるんだろうぐらいしか言えないで

す、すいません。 

 

磯部：日産自動車の磯部と申します。よろしくお願いします。先ほど、学問の分化というか、

ツリーのような資料があったと思うんですけど、そのルーツにあるようなものが、ある意味、

哲学からどんどん分化してったような図に記憶してるんですけど、今の、今回、この講義を

受ける前は、哲学そのものがすごく人文的なものなのかなと僕は理解していたんですけど、
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それを、哲学を解釈していく上で自然科学的な解釈と人文的な解釈で分化してったという

理解をすればいいんですか。 

隠岐：まさにおっしゃるとおりです。哲学は、要は考えることですので、フィロソフィーは

知を愛するっていうような意味なので。要は、考えることの中でも、自然について考えるも

のが自然哲学とあるとき呼ばれるようになり。ニュートンなんかは、例えば、自然哲学って

言葉はまだ使ってるんですけど、そういうことは、19 世紀ぐらいに自然科学とだけ呼ばれ

るようになったというふうに捉えていただければと思います。 

 

磯部：ありがとうございます。 

 

藤山：他には、いかがですか。 

 

竹吉：第一生命の竹吉と申します。中世の大学で、途中のお話なんですが、講義と討論と合

理性の追求と権威への追随っていうことがあったと思うんですけど、結局これ、権威への追

随と合理性の追求というところの、多分、着地点のところで、結局、その域を出ない討論が

行われているのか、それとも、先生といったら変なんですけど、先生はある程度答えを知っ

た上で討論させていたんですか。それとも、その枠、結局合理性なので、どっかで寄ってい

くしかないと思うんですけど、その討論っていうのは、結局どこまで何を許されていたのか

っていうとこに少し興味を持ちまして、分かる範囲で教えてください。 

 

隠岐：残ってるのが、やっぱりある程度キリスト教の枠内の結論になったものを書物になっ

てたりするので、リアルなものは知らないんですけども。ただ、先ほどあったように、異端

者は断罪されたりしてますので、それはつまり、かなりラジカルな結論に至った人たちが、

学派がいたわけですよね。なので、アリストテレスか聖書のどっちかには絶対寄ってる。つ

まり、それ以外の考え方は、じゃああったかというと、あんまり、あったかどうかは分から

ないんですけど。ただ、かなり、そのどちらかで、社会全体キリスト教なので、キリスト教

から外れるものが出てきていたと思います。 

 あと、異端について言うと、人間って意外と、そんなに外れたことの主義ってあんまない

んだなって、歴史見てると思うんですけど、本当にとんでもないことをする人たち、とんで

もない考えを持つ人たちがたくさんいて。多分、おおよそのことは古代でいろいろ言われて

んだと思うんですよね。例えば、もうちょっと後の時代ですけど、世界は複数あるんじゃな

いかみたいな話とか、そういうのもあって。そうすると、キリスト教以外の世界があるんじ

ゃないかとか、あとは男女平等とかも、一応出てきていたりするわけですよね、古代の社会

で。そういったものに、全く、じゃあ、その討論の中で一度も、誰もたどり着かなかったの

かというと、ちょっと分かんないというか、残ってないと思うんで。かなりいろいろやって

たんじゃないかなと思うんですけど、推測なので分からないです。 
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竹吉：結局そこの異端っていうところって、議論の中で異端だとするじゃないですか。おま

えは考え方が異端過ぎるっての、すぐ眼前では言わないですよね。 

 

隠岐：あの場合のは、だから、ちょっと、教室、個々で起きてた、本当、何か分かんないで

すけど、私は詳しくないというのもありますけど。さっき出たタンピエの断罪とかっていう

のは、本当に教会の上のほうの組織が関わるような断罪ですので、教室の中では、それが上

のほうに上がってかない話だったら結構自由にやれてたかもしれないですね。そこはちょ

っと、個々の事例を見ないと分かんないですね。 

 

竹吉：ありがとうございます。 

 

菊田：すいません、全く違う視点のところもあるんですけども。東北大の菊田と申します、

よろしく、今日は貴重なご講演ありがとうございます。本を読ましてもらったときに、日本

のところが、蘭学辺りから入ってきてるところもあるんですけども、実際、ちょっと本に、

ギリシャ、ローマ、で、キリスト教徒のアリストテレスの学問というところの話が入ってる

んですけども、アジア全体でっていうか、ちょっと、また別の話なんですが、リベラルアー

ツ的な、発展的なというか、そのときのアジアの流れというのは全くなかったんでしょうか

っていう。 

 

隠岐：それは、アジア的な、アジアの世界の教養教育の時代で？ 

 

菊田：そうです。 

 

隠岐：それは、ある意味、それこそ、四書五経はそうだったんじゃないかと思うんですけど

も。つまり、結局、リベラルアーツって言葉にこだわると、どうしても古代ギリシャの話を

しないといけなくて、Ars Liberalis なので。それだと、この話しか出ないんですけど。人

が大人になるために必要な教育みたいな話だったら、もちろんあると思うんですね。それは

あって。ただ、身分ごとに違うので。武士なのかとか、貴族なのかとか、百姓なのかとかで、

それぞれの世界ごとにありましたよねっていう話になるのかと思います。それでも、先ほど

申し上げたように、ある程度普遍性というか、広い範囲でモデルになったのは男性だけでし

ょうけども、四書五経なんかは基礎教養みたいな形になってた時期があったのだろうとは

理解してます。もしくは、読み書きそろばんですね。 

 

藤山：僕がしゃべってもしょうがないんだけど。さっき、齋藤さんがおっしゃられたリベラ

ルアーツって、間をつなぐ言葉の世界だっていう。そういう解釈ってのは、近代になればな
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るほど、そういう解釈が行われてきてるんですね。ちょっと、参考までなんですけど、今、

日本の大学がリベラルアーツを何て言ってるかっていうのを、ちょっと抜き書きしてある

んですけど。これは、東工大リベラルアーツ教育研究員は、21 世紀社会の時代的課題を把

握し、その中で自らの役割を認識する社会性と、自らを深く研究する人間性、行動主張性、

実現する創造性を兼ね備え、よりよき未来社会を築く志のある人材を育成することがリベ

ラルアーツだと、こう言っているのですね。 

 それで、国際基督教大学は、リベラルアーツとは、あなたが手に入れる知識の何かではあ

りません。新しい知識を得る、そのあなた自身が成長し、変貌することをいうのです。あな

たは新たな自分を創造し、他者を発見しますっていうのが、国際基督教大学。立命館大学は、

自由、平和、ヒューマニズム、国際相互理解っていうのが何であるかっていうことを理解す

ることがリベラルアーツであると。それから、早稲田大学。世界が直面する評価に対し、多

角的な視野と見識を持って対応できる人材を育成し、高い倫理観、競争力、そして、人間性

の上に世界の舞台で行動できる地球市民を作る。そのリベラルアーツっていう言葉自体か

ら何を考えるかと、歴史的にずっと変遷していく、次に、これくらいの差があると解釈が可

能になるぐらいヒューマニズムってことを考えると、今、菊田さんがおっしゃった、東洋に

おけるリベラルアーツは何なんだろうといったときに、それは今、先生がお答えになられた

四書五経、当時は、漢・唐文化圏の、中国、中華文化圏の中では四書五経だったんじゃない

かってのは、当然だったんですね。で、リベラルアーツの話で言うと、自由民、奴隷がいた

ってことですよね、一番最初、ギリシャ時代は。それが一番決定的で。自由民の仕事ってい

うのは、政治と戦争と芸術に関わる意思決定をすることだと。奴隷っていうのは、家事や生

産に携わる機械的労働者と。そうすると、政治、戦争、芸術に関わる意思決定をするために

必要な能力を要請しなきゃいけないと、こういうことになるわけで。 

 プラトンの、政治学ですね。少年時代に学ぶものは、算術、幾何、天文、文芸、体育、音

楽って、こう言ってるんですね。これは、さっきの 17科とちょっと違うけども、体育とか

文芸が入ってるんで。それぐらい変わっていってるっていうところはあるけども、いずれに

しろ、何かディシジョンをする前に知っておかなきゃいけないものだっていうのは、社会に

反映されて定義されてった歴史だというふうに考えていけば、時代や場所を超えれば違う

定義があるかもしれないので、まさにリベラルアーツっていうのは、現代のリベラルアーツ

とは何でしょうって考えることが、リベラルアーツであるということかなというふうに。い

いですかね、こんな話の。 

 

隠岐：素晴らしいまとめ、ありがとうございます。 

 

藤山：ちょっと、途中でそういう話をさせていただいて。他に、今までのところで何か、ご

質問。はい、どうぞ。 
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星野：JXTG エネルギーの星野と申します。近代のところで、自然的なものと社会的なもの

という二つの観点があったかと思うんですけれども、社会的なもののところについては、モ

ラルだったり、そういったところの基準が求められた、社会をコントロールするためにって

いうところがあったかと思うんですけども、その自然的なものというところの、自然科学が

発展するモチベーションというかそういったところで、それは、単純に、世の中がとか、世

界がとか、自然的なものがどういうものなのかっていうのを理解するっていうとこがモチ

ベーションなのか、それ以上だったりそれ以外っていったところがあるのかっていうのを

教えていただければなと思います。 

 

隠岐：ありがとうございます。一応、17 世紀ぐらいですと、書物に残ってるものを見る限

りだと、キリスト教徒ですから、神の作った世界を知るというふうな文言が、やっぱり出て

きますね。神の計画を知り尽くすというか、知ると。それが、今、分かりやすい目的であっ

て、一番正当化されやすい目的であるんですけど、問題は、18 世紀以降になると、神様の

話はしないで自然科学をするというのが、むしろスタンダードになっていくので、これはい

ろんな経緯があるんですけど、その話は消えていく。ただ、こっそり動機として残ったもの

はあると思うんですね。特にキリスト教の世界の人にとっては。ただ、一方で、産業革命の

頃になると、あれは、先に技術のほうが発展して産業革命が起きてるんで、それと結び付い

ていうことになると、もっと役に立ちたいとか、そういう探求の動機も強くなっていくかな

とは思います。 

 

星野：ていうところについては、何となく分かりやすいイメージがあったんですけど、自然

科学的なところがどう発展してくのかっての、ちょっと、うまく頭の中で納得できなかった

ので。ありがとうございます。 

 

藤山：他何かある方。はい、どうぞ。ではこれ一つ最後にして続きをやっていただくってこ

とにします。 

 

佐倉：三井住友銀行の佐倉と申します。すいません、ちょっと細かい話になるんですけども、

近代のとこの社会的なもののお話のところで、モラルの話を突き詰めていって経済学の発

展につながったというお話があったと思うんですけども。そこは、なんでそのモラルが経済

学につながるのかなっていうのが、ちょっと分かりにくかったんで、ちょっとご説明いただ

いてもよろしいでしょうか。 

 

隠岐：この部屋に専門家がいらっしゃるんですけど。もともと、経済学はモラルサイエンス

というふうに呼ばれることがあるんですが、モラルというのは、実は、善悪判断ってさっき

言っちゃいましたけど、人間の営みとか、そういうような意味も入ってます。そして、やは
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り、何ていうか、経済ってのは、もともとあるべき秩序を考えるというか、そういう部分が

あるんですよね。つまり、人間が作り上げる自然な秩序というか、市場はどうあるべきかと

か、そういう問題と離れることはできなくて。そもそも、アダム・スミスが『国富論』書い

た頃というのは、自由な市場が実現はしていないというか、なかなかできない時代で。その

中で、自由競争というのはあるべきで、いろんな、例えば、いろんな、間接税とかやたら多

かったりとか、規制も多かったりするわけですけど、その中でどうあるべきかというふうな

営みを説いたって部分もありました。 

 あと、そもそも、なぜ市場の競争が可能で、それも、誰にも規制されずに、上から、だか

ら、誰かに命令されずに何かできるか、あと、一番大事なのが、それぞれ利己的な追求をし

て秩序ができるのはなぜかというようなことを考えるにあたって、これ、例えば、それぞれ

の人々は共感を持っていて、つまり、利己的に振る舞ってるんだけども、共感する心によっ

ていいこと悪いことを判断することができて、自然に秩序ができてくってことを説いたん

ですね。この、もともとのキリスト教の伝統的な考え方だと、利己心を追求するのは良くな

いというような話になりますので、別のモラルが出てきているというか、別のモラルの体系

を作ったというところがあります。なので、そもそも経済学自体がモラルサイエンスとして

始まっていて、今でも、それはやっぱり、どこかで秩序ってのは考えるとこがあるので、つ

ながっている話をしました。 

 

藤山：よく、ジョークで、経済学の歴史っていうのはアダム・スミスから道徳を取っていっ

た歴史であるっていうんだよ。アダム・スミスは、『道徳感情論』っていうほうを重視して

て、6 回も書き直してるんだけど、『国富論』は 1 回書いたまま、そのまま十何年かも授業

に使ってたんだけど。今、先生がおっしゃったように、共感原理みたいなものを基にして物

事を設定しているんです、頭の中に。その辺は、佐倉さん、今日が初めてかな？ 

 

佐倉：いえ、違います。前回も出て。 

 

藤山：前回、黒田先生、ちょっと触れられてましたよね。その話だと思います。 

では、ここで少し休憩を取ります。休憩後、隠岐先生に続きをしていただいて、また最後

に、この講義を受ける前にグループの中で話してあった話も含めて質問を投げていってい

ただけたらと思います。 

 

（休憩） 

 

藤山：第 2部を始めたいと思います。それじゃあ先生、よろしくお願いします。 

 

隠岐：はい、ありがとうございます。じゃあ、再開といきたいと思います。あと少しだけ頑
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張りましょう。ここからは、恐らく、ここで議論が盛り上がる材料を提供できればなと思っ

てる部分です。現代の教養で、リベラルアーツということで、先ほどお話ありましたように、

今、なんか、日本語でリベラルアーツといっても、英語で、恐らくリベラルアーツといって

も、これから物事を意思決定、つまり、自分で自分の人生を切り開いていくために知ってお

くべきこと何かっていうのは、それを考えたいという雰囲気が世の中に満ちてる気がしま

す。私は、ちょっと、歴史家なので、最初は、じゃあ、どういう状況で、今、リベラルアー

ツと呼ばれる教育課程があるのかみたいな話を結局してしまうんですけども、ちょっと、そ

の話があった後で議論ができればと思ってます。 

 まず、そもそもの話で、少し話の前提を脱線させてしまうんですけども。言葉がいろいろ

あってややこしいと思うんですね。教養って言い方があったり、あとは、英語だとジェネラ

ルエデュケーションとか、あとは、リベラルエデュケーションとか、あとはリベラルアーツ

とか、幾つかあるんですね。それぞれの言葉ごとに歴史があって、教育学の方が来ると熱い

議論をしてくれるということがあるんですけど、ちょっと、きょうはふわっと使いまして。

まず、教養と言ってますけど、そもそも、高等教育、あるいは、一人前、大人になるために

必要な教育は何かと考えたときに、実は、アメリカとそれ以外の世界、結構違った教育課程

を持ってるってのは、ちょっと、前提知識として共有しておきたいと思います。 

 まずは、大陸ヨーロッパだと、もともと大学の歴史がちょっと違っていて。言ってしまう

と、結構大学が変わっちゃった。特にフランスが決定的ですけど、革命で 1回全部つぶれて

よみがえってますので、その過程で古いものが一気に消えたりしてるんですね。なので、リ

ベラルアーツを持ってた学芸学部じゃなくて、他の所で、いわゆる教養と言えるようなもの

の教育をやろうとしてたりします。おおよそのところですけども、中等教育でやったことに

なってるというのが、フランスとかドイツの話だと聞いています。例えばギムナジウムとか

ですね。あとは、フランスだとリセで。いわゆる、知っておいてほしい言葉の、例えば、き

ちんと話したり書いたりする教育といったのは、一応中等教育でやってるよねというのは、

何かあるらしいです。実際にはそうなってないから問題だというのあるんだけども、それが

あります。 

 そして、なぜこの話をするかというと、やっぱり何だかんだいって、大陸の動向というの

は、アメリカの話を考える上で、省略がちょっと難しいんです。これは、私がフランスの研

究やってるってこともあると思うんですけど、ただ、大陸の話をしたほうがアメリカのこと

は分かると思います。歴史的な経緯があるからです。ここで、ちょっと先にドイツ、フラン

スをざっと見ておきますと、まず、ドイツについてちょっとあまり詳しくもないので、さら

っと詳しい方に足していただくという感じで。まず、ギムナジウム。中等教育できちんと文

法とかやりましょうってのがあって、その後、大学で研究しましょうと、これは高等教育で

すね。19 世紀に大学が一気に改革されて、研究をちゃんとするのが大学だという発想にな

ってるんですね。さっき出てきた中世の大学は、研究はしません。基本的にしない大学なわ

けです。教育するというのが大事でした。そこで、もう、一気に近代とそれ以前で、ちょっ
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と違うわけですね。 

 で、フランス。ちょっと詳しいので、私の専門関係でやたら詳しくなってますけど。アメ

リカやイギリス等のプロテスタントの国とちょっと違うのが、イエズス会の教養教育って

のは、実はかなりおっきな比率を占めてて。つまり、話したり書いたりする教育、特に貴族

の紳士というか、そういった層の教育の原型を作った集団に、イエズス会という修道会があ

ると。ここでは、実は科学の教育もかなりやっていて、代数学の教育とかも結構やったりし

てるんですね。それが一気に、イエズス会は、実は 18世紀にフランスから追放されたので、

いろいろな経緯があって。そのときに、資格、イエズス会に代わる能力を持っている人たち

を、王様が、アグレガシオンといって、認定する。教授を認定するという制度ができてます。

それは、今でも引き継がれきまして、あるんですけども。そして、さっき言ったように、革

命で 1回大学消えて、また復活した。そして、大学はその後、ドイツのようになりたいとい

うことで、ドイツ型の研究大学、これは、今の東大とか、日本の大学も一緒です。 

 ここからはリベラルアーツにちょっと関わる話なんですけど、中等教育は何やったかと

いうと、19 世紀になって、急にまた、古い昔の学芸学部みたいな教育が戻っています。そ

して、キケロの、いわゆる古典人文学、キケロが唱えたような、ああいう教育をすごくやろ

うとする、そういう時代があったんですね。つまり、古代ラテン語が読めなきゃいけない、

ラテン語が読めなきゃいけない、そういう教育がずっとやってた。要は、19 世紀の紳士の

教育ってのは、ラテン語の文法をきちんとやって、それを書けて読めてっていうのが知性を

鍛える大事なものだというふうな発想は、すごく、また戻ってきちゃった、そういう時代が

ありました。そして、この、古典人文学とここに書きましたけど、キケロ読んだり、アリス

トテレスを読んだりというのが戻ってくる過程で、結構論争があって。バトルがあってです

ね。これは、フランスでもあったし他の国でもあったんですけど。 

 その論争の争点は、今とちょっと重なる部分があります。例えば、実用主義。これは、端

的に言うと、簡単ですね。実学か、もしくは教養教育、知るべき何かの知識をもっと入れる

べきかという話と、それから、博識であるのがいいのか。百科全書的と書きましたけど、い

ろんな分野をちょっとずつ、つまみ食いするのがいいのか、それとも、そんなもん要らない、

むしろ言葉の使い方とかを、修辞学と書きましたけど、言葉の使い方、話し方もきちんと学

べばよい。もしくは、哲学的な考え方の原理というのを学べばいいんだという対立。それか

ら、内容についての自然科学がもっと入ったほうがいいのか、もしくは、人文学と書きまし

たけど、これは、古典、古代の、まだ文学とかはちょっと考えないで、哲学とか、そういっ

たものをやったほうがいいのかと、この論争がずっとあってですね。19 世紀の間は、ずっ

と、本当にこれについて対立しているんですね。 

 そして、まだちょっとフランスが続きますけど、中等教育、さっき、そういうわけで、学

芸学部に代わるものを中等教育でやろうとしてたわけです。19 世紀の段階ですと、それは

そんなにおかしなことじゃなくて。例えば、今ほど進学率が高くない。それから、一部のエ

リートの男性しか学校に、中等教育を受けないという状況なので、かなり選ばれた人たちが
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高度な教育を受けてるわけですね。さっき申しましたように、古典人文学教育が復権してき

て、実は、フランスの場合と、あと、イギリスだとか、大陸のかなりの国で、1960年代まで

その勢いが続くんですね。私たち団塊ジュニアの世代の、親ぐらいの世代から崩れてくるん

ですけども。要は、古典人文学が素晴らしい、それを知ってなきゃいけないというふうに考

えた世代が、まだまだいたわけです。ずっとあったんです。 

 そこで、ここで古典人文学教育と教養と言ってますけど、ここで考えられたものは何かと

いうと、さっきのキケロの話の繰り返しで。理路整然と考えて、上手にはっきりとした発音

で話す、あと、学び方を学ぶと。この学び方を学ぶというのは、何度も、今後も出てくると

いうか、ずっと続いている考え方ですね。ただ、その後、フランスの場合は、古典語、ラテ

ン語の支配がだんだん減ってフランス語に転換していくと。これは 19世紀末から起こりま

した。これは、他の国でも同じで。つまり、ラテン語の教育、そもそも日常で全く使わない

言葉を、文法を習って書けるようにするという教育が、そもそも何百年もあったわけですけ

ども、その教育の方法を現代語に置き換えたものが各地で教えられてるというとこがある

んですね。なので、ラテン語の教え方の伝統の上に、例えばフランス語とか英語をそれぞれ

の国で教えるということをやっています。 

 フランスの場合、特に文学の教育っての結構大事なんですけど、もともとの古典教養の上

に新しく、フランス文学とか、そういうものを入れて、現代化してったというような経緯が

あります。哲学は今でも結構教えられてまして、特に高校生のときにたたき込まれて、今で

も残ってるわけですけど、大学受験の試験問題、哲学が出てくると。これ、今度、バカロレ

アという、大学、フランスの入学試験ですけども、資格試験ですね。高校卒業資格試験って

感じですけども。バカロレアの問題、ここに出しましたけど、今度改革するんですけども、

バカロレア改革して、哲学どうなるかというと、哲学残ってまして。やっぱり引き続き残る

と、そういう文脈が、例えばあったりします。かなりややこしい問題が出てるというのは、

ご覧になると、有名ですけど、分かると思います。労働は人々を分断するかとか、なかなか。 

 それで、アメリカの話をしたいと思います。こういう状況で、いろんな国がそれぞれのや

り方で必要な教育というのを考えているんですけど、アメリカですごいリベラルアーツが

重視されたなというのがあると思うんですね。これは、私とか周りの人の印象でものを言っ

てますけども、まず、いろんな経緯があって。アメリカというのは、何もないところから、

何もないというとちょっと語弊があって。もちろん、先住民の方いらしたわけですけど。し

かし、西洋的な近代国家としては、何もない所に侵略して作ったわけですね。そのときに、

まず最初に植民地に入った人たちが考えたのは、アメリカに最初に住み着いた人たちって

いうのは、かなり宗教的な原理主義というか、プロテスタントのピューリタンとか、かなり

強烈な信仰心を持った人が多かったので、まずは聖職者、きちんと学のある聖職者を育てな

きゃいけないと。あと、指導者層を育てなきゃいけない、そういう発想で各地に高等教育を

作っていったと。 

 中には、本当に、ある種、アメリカの地方大学ってのは領主さまみたいなもんだとかって
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よくいいますけども、土地を与えられて、その土地を開発することを行いながら有名校にな

っていったような州立大学とか、そういうのもあるんですね。そういった大学では、最初は

決して専門家を育てようとはしてなくて。そんな余裕もなくてですね。まず、人格陶冶とい

うか、非常に教養教育を行うんですけども、ジェントルマンを育てるということをやるんで

すけども。そのときに、例えば先ほどのモラルフィロソフィー、道徳哲学の重視だとか、あ

と、欧州の文化を移入するとかということが行われて。そして、特徴としては、いわゆる教

養教育とか、人格陶冶の教育の中で、哲学者よりは弁論家モデルだったといわれることがあ

ります。そういうふうに理解してる研究が多いです。やっぱり、いろんな実務家を育てると

いう感じもあったかと思うんですけど、最初の段階では、本当に、そういった教養人で、非

常に弁舌さわやかに人々を説得できる人を育てていたと。 

 その後、19 世紀末になると植民地も豊かになってくるので、一部の大学がドイツ型の専

門主義を取り入れた。つまり、ドイツにあったような研究大学を作ろうというような流れに

なってきます。そのときに、単にドイツのまねをするだけには終わらずに、アメリカっての

は、ご存じのように、本当に市場原理主義というか、市場競争というものを大事にしますの

で、大学を作るときも、例えば、科目を全部選択制にして、人気のある科目をいっぱい増や

すとか、そういった改革をすごくするわけですね。あと、非常に面白いのは、専門主義が独

特な形で発展する土壌がありまして。つまり、特に文系の分野、そうなんですけど。ここで

言いたかったことは、大学院の発展ってのは、実はアメリカ、すごく早いんですね。 

 アメリカの大学院のモデルはそのまま広まったと言っていいんですけども、なぜかとい

うと、大学院で博士号をもらって専門家になるみたいな道が、アメリカは非常に発展したと。

その背景として、最近の研究によると、ご存じの方も多いかもしれないんですけど、なぜそ

うだったかというと、アメリカってのは、いわゆる上流階級がいなかった。あと、いわゆる

官僚組織みたいなのもあまり発展しないような土壌があります。そうすると、ダイレクトに

大学の博士号を持った人に専門知識を、政治家は聞きに来るわけですね。なので、専門主義

がすごく、非常に、いわば政治権力と結び付いた形で発展すると。あと、すごく競争が激し

いので、その中で、確かに質の高い研究をする人も出てくると、そんな土壌がありました。 

 その中で、ここまでは大学の話になっちゃってるんですけども、じゃあ、なんでリベラル

アーツになるかというのがここからの話ですが。まず、二つの方向性があって。一つはさっ

きのお話の、専門化する大学。つまり、研究大学になる大学が出てくると、今度は専門分化

した、つまり、非常にとがった専門性を持つ人ばっかり出てきますので、学生もそうなっち

ゃうんで、じゃあ、どうやったら、一般的な、もっと教養みたいなことを教えられるかとい

うことを模索するようにもなるんですね。あるときに、19 世紀末に、さっき言った、選択

科目制にしちゃったときに、かなり雰囲気が悪くなって。というのも、学生は楽な科目ばっ

かり取っちゃうとか、もしくは、偏った地域の人が出てくるとか、そういうことになったの

で、19世紀末の段階で、アメリカの大学の、ハーバードだったかをやゆして。ある人が、ア

メリカは古典教育を失ったと嘆いたという話があるんですね。なので、専門家が進んだ結果、
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一般教育しなきゃと。何かジェネラルなものを作らなきゃという意識が強まったというの

が、まずあります。 

 それが一つ目で、二つ目に、これはまた別の話なんですが、研究大学にならなかった他の

小規模大学が個性を出そうとした結果、いわゆる、カレッジ型というか、少人数制でいろん

な他分野の教育を行うというような形になってったと。それが、今のリベラルアーツカレッ

ジとして結構知られるような、幾つかの大学なんですけども。ちっちゃい大学で幾つかある

んですが。それは、表面上は、例えばイギリスのオックスフォードのカレッジとかに似てる

んですけども、全く同じではないらしくて。オックスフォードの場合は寮なんですけど、そ

うじゃなくて、本当に少人数制であって、寮はあるかもしれないけど。一種の、何ていうか、

リベラルアーツとして、ある種の全体的な。ちょっと、正解の表現忘れたんですけども、ア

メリカ独自の考え方を知るための、さっき、学び方を学ぶみたいなものを徹底させて、かつ、

かなり柔軟に、その時々に必要な分野を取り入れていくような形で、いろんな分野の教育を

行う、そういう大学を増やしてったわけです。 

 一時期、実は、80 年代ぐらいには、リベラルアーツカレッジはどうも難しいかもしれな

いと、衰退の危機があったらしいんですけど、乗り越えてですね。今、2010 年代ぐらいに

なると、比較的安定してる。正確には、リーマンショックのときはちょっと、やっぱ厳しか

ったみたいですけども。ただ、日本にもこのモデルは入ってきて。例えば、国際基督教大学

だとかが有名ですが、それでリベラルアーツっていうイメージも、このアメリカ経由で日本

に定着したのかなと思う部分もあります。それが、大まかにですけど、私が知ってることで

す。 

 それから、さっきの、フランスとのつながりというか、さっきの話のつながりなんですけ

ども。ちょっと、幾つかの話が出てしまって複雑になっちゃって申し訳ないんですが。この

アメリカのリベラルアーツカレッジは、内容見てみると、本当にいろんなことを教えてるわ

けですね。大学の間に専門教育しませんので、逆にあらゆることをやるわけですね。それこ

そ、大学によっては女子大なんかもあって、その中では、リベラルアーツと言いながら、本

当に、理系のものもあれば、むしろウィメンズスタディ、女性学とか、フェミニズムをすご

くちゃんとやるとか、あらゆることをやる他分野の教育をリベラルアーツカレッジと呼ん

でるわけですね。そういった考え方もある一方で、またちょっと別の話として、多分、考え

なきゃいけないのが、要は、いわゆる教養としてみんなが最低限知っておくべきことは何か

みたいな議論ってのがあると思うんです。 

 それは、ヨーロッパ、ちょっとまた戻りますけども、ヨーロッパの文脈を見る限り、非常

に熱い議論があって。まさに、例えばここにある二つの文化論争という。これは本でも取り

上げましたけど、スノウという人物が、『二つの文化と科学革命』という本を、これ、もと

もと講演で、それを纏めて本にして、大論争がイギリスであったという話があります。これ

は、何をどういうふうな文脈で大論争になったかっていうと、最近の研究でよく分かってき

たことがあります。それは何かというと、やっぱり、古典的な人文教養が衰退してく中で起
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きたことだったと。要は、ラテン語をやっておけばいい、そして、キケロを読んでおけばい

いというような教育が、いったんリバイバルした後で、それが完全に壊れてって、新しいも

のを考えなきゃいけなくなった段階ってのは、やっぱり 20世紀初頭にもまたあったんです

ね。いつもそういうことばっかりやってるわけですけども、なったんですね。 

 そのときに、次の時代の教養というのは、例えば文学的なものなのか、科学的なものなの

かというのは、ある意味、前の論争の焼き直しでもある、20 世紀版のものがあって。スノ

ウは、科学が大事だということを言いたかった。今言ってる教養ってのは、つまり、最低限

知っとくべきこととか、もしくは、社会として力を入れるべきこととか、ちょっと複数の意

味が入っていますけども。実際、このときイギリスで起きてたこととして、支配者層、特に

イギリスというのはかなり上流階級がいろんな、上流階級ってのがはっきりあって。そして、

どうも、大学の学位を得たらえらいとか、そういう社会でもなくて。ある種の、学校を出た

人たちが官僚になったり、Bank of Englandって、英国銀行に勤めたりって、財務省に行っ

たり、狭いサークルで物事が決まる社会だという定評があるんですけども、そういった社会

において、もともとは人文的教養があるエリートというのが影響力を持ってたんですけど、

その中身が変わってく。例えば、経済学を知ってることのほうが重要だというような価値観

出てきたりだとか、すごくアメリカモデルの影響ってのがすごくあったといわれてます。 

 面白いのは、アメリカモデルというと、決して自然科学の話じゃなくて、古代、経済学と

か経営学とか、そちらの、特にアメリカ PhD.の保持者っていうのは影響力強いんですけど

も、そちらなんですが。この論争では、なぜかそれが、文学と科学として出きたと。あとは、

大衆社会になると、つまり、大学の進学率が上がっていく傾向はどの国にもあったので、そ

うすると、中流階級、私も中流階級ですけども、多数の層ってのは、実学を求める傾向があ

るわけです。やっぱり、仕事のために大学に行くと。そうなると、それまでエリートのため

の教育だったものとはマッチングが難しくなってくと。そして、必然的に技術とか商業のた

めの大学が、学問分野がいっぱい増えていくということになると。イギリスはそういうふう

に対応したし、日本もそのようになったはずです。なので、この話自体、また、ずっと時代

の文脈というを話してるだけなんですけども、こういう流れがあったということです。 

 最後に、まだちょっと、もう少しあるんですけども。ほぼ最後ですけど。今、じゃあどう

なっているのかというと、二つの文化という話は、少し、今でもあるけども、過去になって

るかもしれないと思うこともあります。これは、本でも言及したことですけど、学際的な分

野といわれるものがあったり、この図自体も使わなくなったんですけど。これは何かという

と、研究者が研究費を申請するときに使ってる分類がありまして。一昨年ぐらいまでは、人

文社会系とか、理工系とか、生物系とか、総合系とかって、こういうふうに分類した表をも

らって、それぞれの研究者はお金を申請するときにコードを書いて、この分野で申請すると

かってやってたんですけど、この表は最近なくなっちゃって。つまり、人文社会とか、理工

農医系とかって、そういう言い方、消えちゃって。なんか、Aから Kまでの分類になったん

ですね。これは、ちょっと単純化した図なんですけど。 
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 気が付いたら、Aが人文社会系なんですけど、Bから Iまでが、全部、いわゆる理工系な

んですね。だから、理工系はすごく多いわけです。最後に Jと Kが旧総合系ってやつで、文

系理系混じってるというか、情報科学と環境科学とかなんですけど。何が言いたいかという

と、非常に多様化して学際化する時代になってるという現状認識です。こういう状況の中で、

何が、基礎的な知識というか、必要なものなのかというのは、簡単に答えが出ることじゃな

くて。議論してくしかないのかなということを個人的には思う次第です。 

 そして、最後にもう一個、話題があって。ここで、もう本当に最後なんですけども。時間、

結構たっちゃいましたけど。教養教育って言葉を使ったり、リベラルアーツって言ったり、

言葉は一貫してないんですけど、いずれにせよ、いわゆる教養という言葉は、いったん権威

が失墜してるという話をしたいと思います。さっき、20 世紀の初頭にいろんなことがあっ

たといった後で、また同じ話なんですけど。1970年代から 90年代にかけてもいろいろ起き

てるわけですね。だから、何度も、何を学べるかということをわれわれは問い直してます。

ここで話すのは、どちらかといったら、アメリカとかが、英語圏と、あとは、ヨーロッパの

一部の話で。日本でも、でも、あってもいいと思うんですけど。あったのかなと思うんです

けど。 

 一時期、特に人文系の人がこの話をよく知ってるんだと思うんですね。実は、社会科学に

いた方はあまりなじみがないかもしれない。ただ、文学とか歴史をやってる人間は熱い話題

で。これ自体が、少し、学問ごとの分裂を意味するのかもしれないんですけど。ただ、先ほ

ど、やっぱり、キケロはとか、古典的人文教養がといった話と完全につながった話です。つ

まり、アリストテレス読んでる場合、もしくはアダム・スミスを読めばいいとか、あるいは、

もうちょっと後だったら、何でもいいですけども、19 世紀の文学者を読めばいいと、そう

いうふうな、それこそ、アメリカのリベラルアーツカレッジにしろ、いろいろ古典というの

を守ってたわけですけども、それ自体に異議申し立てがあったわけですね。 

 それは、誰が異議申し立てをしたかというと、それは、従来の西洋の価値観の中で他者と

された、他者ってのは、これ、英語の Other の Oを大文字にする型でよく表すんですけど。

要は、例えば、私から見て理解できないもの、西洋人にとっての東洋人だったりとか、もし

くは、かつてだったら、男性にとっての女性であるとか。それも、理性的じゃない、何か論

理的じゃない、場合によっては人間ではないとされるような対象のことを他者というふう

に読んだりするんですけども。要は、それまで眼中に入ってなかった存在ってのが、無意識

のうちに西洋の価値観の中にあった、もしくは、男性の学問の価値観の中にあった。その他

者になってる人たちが一斉に異議申し立てをしてきた。死んだ白人男性の本ばっか、なんで

読むのと。 

 例えば、アフリカには何か古典があったかもしれない、もしくは、中国にあったかもしれ

ない、もしくは、女性の書いた本はなぜ読まないんだと、そういうふうな異議申し立てが一

気に起きて。この現象は、90 年代にすごく、アメリカのキャンパスで、強いインパクトを

持って。例えば、ここにあるように Culture Warsといわれたり、あとは、この話っていう
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のは、実は、何を教えるべきかの問題だけじゃなくて、学問全体にも飛び火して。それこそ、

今問題になってる、戦争をどう扱うか、歴史をどう扱うか問題に広がってったんですね。と

いうのも、ここで問題になってるのは、人間とは何かという概念がすごく揺さぶられたとい

うことがあります。 

 先ほど、最初のところで、キケロは人間固有の学問とかって言いましたけど、キケロの視

点の中にいた人間というのは、全てのホモサピエンスではなかったわけですね。そして、そ

こに外れていた人たちというのは、しかし、20 世紀になると大学に来て、学問を学ぶよう

になってる。その中で、私たちは人間に入ってなかったんだというふうに感じたりするわけ

です。有名なのは、フランツ・ファノンとか、植民地で育った黒人男性が自分をどう考える

かとか、そういうふうなところから植民地支配を訴えると。いろんな、今だったら名作と言

われるものが出てきたわけですけども、その中で、客観性というものが可能なのかというふ

うな、例えば、問が出てくる。女性差別とか植民地支配、先住民差別、こういった問題だと、

支配者と支配されてる側で言うことが全く違うし、かつ、何をデータとすべきかというふう

な共通理解もなかったりする。そして、そういった、要は、だから、それまでの権威とか、

読んでおけばいい古典というものが一気に揺さぶられたっていうことがあり、今でもそれ

が続いているわけです。 

 アメリカでは、それが、例えば、この異議申し立てに対する、さらに異議申し立てが出て

きたりとか、例えば新保守主義って言ってましたけども。トランプの支持者というのは、一

部には白人至上主義というのを掲げる人たちがいるんですけども、まさに、その白人の USA

というのを唱える、彼らは、今のアメリカのキャンパスの教育に非常に反感を持ってたりと

かすると。そういった対立が、まだ先鋭な状態ってのが続いていて。この絵というのは、実

はすごい最近の、2019 年の記事なんですけど。『culture-wars-are-dead』ってのは、これ

は、かつての文化の。つまり、白人男性ばっかり読まないようにしようみたいな、その動き

自体があった後で、後退してしまったという意味の記事なんですけども。今でも、だから、

何を教えるべきか、何を共通理解するかというのがすごく問い直されています。 

 ただ、この時代を経た後に、私たち、今の教養教育があるというのも事実で。ちなみに、

このオリエンタリズムという言葉を、聞き覚えがあるという方、何人ぐらいいらっしゃいま

す？ ない？ ありがとうございます。この、同じ絵を見せて、今年の大学 1年生に聞いた

ら、何人かが手を挙げて、倫理政経で聞いたって言ったんですね。私たち、うかつに私たち

とは言えない。今、40代の人たちまでは知らないはずで、私も、これは、私が大学にいたと

きに、大学の文学部の先生がたが話してたぐらいの感じなんですね。著書自体は 70年代か

もうちょっと前なんですけど、この二つは絵で、ちょっと、上のタイトルの話をしてて。ご

めんなさい。 

 

藤山：サイード？ 
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隠岐：サイードです、著書で。この著書、ちょうど翻訳が出た頃に、私は大学に行ってるん

ですけど。何が言いたいかというと、この倫理政経でオリエンタリズムって言葉を聞いたし、

サイードって人もいたと、今年の 1年生言ったときに、この話は教養になりつつあるなと。

リベラルアーツと言っていいか、要は、知ってるべきことになりつつあるんだなという認識

を持ったので、へえと思ったんですね。というのも、私が大学行ったときは、まだ一部の先

鋭な人たちが、つまり、勉強したい人たちが知ってる感じだった。ただ、面白いのは、高校

生に、じゃあ、この絵を見て何がオリエンタリズムか答えなさいって言ったら、答えられな

かったんですね、みんな。え？とか言っちゃって固まっちゃって、何だろうとなって。一部

の人が、ひょっとしたらみたいな挙げてくれたんですけども。 

 これの、この美しい絵。これ、一つは、今でも、もちろん名作として美術館に飾ってある

絵でして。左側がドラクロワで、右側はジャン=レオン・ジェローム、この人はもう、ちょ

っと、あんまり知られてないですけど、ヘビ使いの少年の絵ですね。これは、ハーレムの、

主の女性と書いてありますけど、明らかにハーレムの絵ですね。これが、多少問題を抱えて

いるとしたら何かというふうなことなんですけども、時間があれなので、答え合わせをしち

ゃいますと、オリエンタリズムっていうのはどういう概念使われているかというと、サイー

ドという中東出身の、ただアメリカ市民の市民権を持つ男性の文学研究者、知識人として有

名になった人なんですけど、『知識人とは何か』って本を書いた方なんですけども。その人

が文学研究の中で提唱した概念で。要は、西洋人じゃない人たちに対する西洋からのまなざ

しについて、ものの見方について研究したんですね。そして、オリエンタリズム自体は、特

定の民族やある集団に対して、単純化してイメージを結び付けちゃうことを、おおよそ言い

ます。 

 特に、要は、それは、西洋人じゃない人たちがそういう目に遭ってるという話をしたんで

すけど、有名なのは、例えば、日本人の女性を扱ったと言われる『蝶々夫人』ってオペラが

あるんですけども。それは、なんか、白人の男性に捨てられた、かわいそうな日本人の女性

の話なんですね。それは文学作品としてあったとしても、そういう捉え方だけで日本人女性

が見られてしまうとか、そういうまなざしをオリエンタリズム、または、一種単純化して、

かわいそうな東洋人の女性とか、あるいは、この絵だと何が問題かっていうと、きれいなん

ですけど、当時のヨーロッパの人たちからすると、これはかなり野蛮な。地面に座ってて、

裸の少年が何だかヘビを扱ってて、粗野な、原始的である。悪いイメージだけじゃなくて、

なんか不思議な、どきどきするような。無責任にどきどきする感じの気持ちで描かれてる、

なんか、アドベンチャーワールドみたいな感じで。つまり、実際の現地の人たちが描くよう

な、見たいようなものじゃないかもしれない何かなわけです。これは、1枚だけだったらい

いかもしれないけど、これが 100枚、200枚と書かれて、こういうイメージだけで、例えば、

ああ、中東ってこうなんでしょと言われちゃうと、現地の人は、なんかやだなと思ったりす

る。そういう危険を持ってる絵です。そういうふうに主張することができる。 

 左側が、これはやっぱり、ある種のまなざしの偏りっていうのがあって。中東に対して、
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ある種の、これは北アフリカに対して、要は、少し未開の、地味に座ってるってのが一つ、

ポイントなんですけど。あと、女性の秘密の空間、要は、西洋人の男性が見れない、何か親

密な空間をのぞき見するような喜びというのを、例えば書いてるところがあって。なぜか、

北アフリカとか、非西洋世界の女性に対してそういうふうな書き方を繰り返してするとか。

要は、イメージの単純化の問題というのが出てるという、そういうふうに批評ができる絵な

んですね。そのように位置付けられてる絵でもあるんですけども。 

 今でも、メディアで、例えば、イスラム教っていうと、イスラム教に対して、黒い服を着

てテロリストのイメージを何回も繰り返し出てくるとか、そういうのは、ある種のオリエン

タリズム、特に暴力的な類いのオリエンタリズムというふうに批評したり批判したりする

ことができる、そんな感じのツールとして、このオリエンタリズムって概念がありまして。

ちょっと、急に違う話をしましたけど、例えばそんなことが、ある種、教養の一部になりつ

つあるんだなというのを、学生の話で思ったんですね。このオリエンタリズム自体は、つま

り、アメリカの教育では、もうかなり定着しているはずで。分野にもよるかもしれないんで

すけど、ただ、明らかにこの発想を使って人々が怒ったりとか、異議申し立てをしたりとか、

そういうことが起きています。 

 有名な例は、美術館で最近、19 世紀のある絵が飾られとる。絵自体は、ジャポニスムと

いって、西洋人の女の人が着物を着てるって絵なんですけど、その前で、白人の女性たちが

着物を着て写真を撮るというのは、イベントやキャンペーンというか、美術館はそういうこ

とやらせたんですね。そしたら、地元の日系人が怒って声を上げて。それはオリエンタリズ

ムだからやめてくれと。つまり、きれいな着物、アジアみたいな、単純なイメージをまき散

らさないでくれと。いろんな背景があって、そういう異議申し立てが起きたとかっていう、

その現象を読み解くのに使える概念ですし、あと、世論が、一部そういうのを取り込んでで

きてるということを示すところもあると思います。これは逸話でして、要は、教養とか、も

しくは知っておくべき知識ってのは、本当にいろんな時代の思想を吸い込んで、今も変化し

続けてるということかと思います。 

 最後に、もう、長い話なんでここでやめますけども、私が今思ってることですけども、結

局、リベラルアーツと教養ってものにわれわれは何を託しているか、この部屋の中にいらっ

しゃる方はそれぞれ違うんだと思うんですね。事前に質問を読ませていただきまして、やっ

ぱり、いろんなビジネスの現場に、前線にいらっしゃる方なので、こういうふうな質問持た

れるんだなと、すごく興味深く読ませていただいたんですけど。私の関心は、まだ、こうい

うところであるというか、対話の難しさみたいなものがすごく、日々感じられる状況にあり

まして。それは、主に二つのことでなんですけど。 

 一つは、学問の現場。分野がいろいろ違ってしまって、情報が増え過ぎて、みんな細分化

された情報だけでしゃべってると。そういう、その場で教育することが難しいし、あと、い

ろんな分野を教えればいいかというと、そうではなくて。何を教えればいいのか、迷いが常

にあるわけです。教えるほうは深まんない感じがあるし、教わる側も目移りしちゃってよく
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分かんないって言うし、困ったなと思ってます。その中で、何を、だから、共通の教養とし

て教えればいいのかってのは、非常に悩ましいことです。そして、二つ目は政治で、ちょっ

と、全く、また、つながってるとはちょっと違う次元に入りますが。政治の分野はもっとこ

れが顕著で、分裂と対立がよく見えるようになって。昔も分裂してたと思うんですけど、今

はネットのおかげというか、ネットのせいで、ありとあらゆる意見が見えるので、余計に分

裂して見えるというのがあると思います。 

 そこで、一つ悩ましく感じるのは、理性的な対話。つまり、啓蒙思想が目指した理性的な

対話というのが、どうすれば行えるのかと。ある種の研究では、それは無理なんだというふ

うに言ってたりするわけですね。人はデータを見ても、価値観が違うと解釈が合わないと。

例えば、コップの中に水が半分入ってて、こんなに水が入ってるという人たちと、こんだけ

しか入ってないっていう人たちとは、全く折り合わないということもあるわけですね。特に、

社会現象とか、あと、複雑な自然現象、環境とかに関する問題は、結構難しいと。データを

見せても意見が変わらないとか、そういうことがあるんですね。 

 それから、一方で、価値観って今言いましたけど、それと同時に、感情を用いないで人の

価値観を変えるのはとても難しい。変えてくれる人もいるんですけど、それは本当に一部の

人間であって、特にたくさんの人を対象にする場合というのは難しい。しかし、一方で、感

情に訴える手法というのは危険であると。つまり、それは、例えばナチスドイツがやってい

た宣伝工作とか、そういうふうなものになっちゃう。むしろ、そういった扇動にならないよ

うな人を育てるのが教養教育だと思うんだけども、じゃあどうすればいいのかと。 

 一方で、最初のとこで、話し方を学ぶこともリベラルアーツだって話ありましたけど、話

し方の、ある種の方法として、データとかファクトを言ってるだけでは駄目だっていうの、

あるわけですね。つまり、人々の価値観に訴えるには感情も要る。だから、感情も使って対

話しなきゃいけないんだけど、ただ、感情だけに訴える話し方をしてもいけない。そのせめ

ぎ合いというのをどういうふうに両立させるのかということ日々考えています。 

 最後、自分の問題、関心になっちゃいましたけど、取りあえず、こんなところできょうの

話を終えたいと思います。ぜひ、皆さんからの活発なコメントというか、議論をいただれば

と思います。本当に、ご清聴、どうもありがとうございました。 

 

藤山：どうもありがとうございました。最後にサイードが出てきて、ちょっとびっくりしま

したけど。サイード、みすず書房がいっぱい出してますよね。僕は、彼、複数視点、複数の

視座を持つ人っていう、書評で書いたことがあるんですけど。先ほどおっしゃられた、パレ

スチナ人ですよね。パレスチナ人がエジプトで教育を受けて、コロンビア大学教授になった

人ですけども。視点を動かすことによって、そのものの見方っていうのが変わってくる。こ

れは、まさにリベラルアーツ、一つの本質で。違う領域に自分を変えて想像してしゃべった

りとか、あるいは、実際に変わってみて感じたことによって、今までの見方が変わるという

ことを学ぶことが重要だったと。変じて、違う立場の人とコミュニケーションする能力みた
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いなことをリベラルアーツだというのであるというようなことも、現代では言われてるか

もしれません。 

 それで、きょうは、せっかく事前に各グループの中で議論もされていたんで、そのことを

表に出していただいても結構ですし、また、後半の話、あるいは全体の話の中からご質問や

自分の考えを述べていただいても結構なんですが、この A グループのかたがたはものすご

く議論をされていて、ちょっとびっくりするぐらい議論をされていて、質問もちょっとあっ

たので。まず、Aグループの方、どなたかが質問をしていただいて、そこから始めたらどう

かなというふうに思います。それじゃあ、まず、どなたが出る？ 城戸崎さん、いって。 

 

城戸崎：じゃあ、キヤノンの城戸崎です。Aグループのメンバーって、理系のメンバーが多

かったです。その中で、教育というか、高等教育をどういうふうにやっていくのかっていう

のがすごく興味があって。特に、本の中では、科学技術とか経済成長がどんどんいく中で、

複雑な、高度のシステムになってくる中で、一つの専門分野だけでは視野が狭かったり、思

考が制限されて判断が誤る可能性があると。それが、生命科学とか自動運転とか、そういっ

たところで。そうしたときに、理工系だとしても、教養教育をしっかり学ぶ場を設けなきゃ

いけないんじゃないかっていう議論になりました。 

 じゃあ、その専門分野プラス、具体的に創造をするための教養を学ぶために、学んで幅広

い素養を持つために、どういうふうなことを教育としてやっていくことがいいのかなって

いうので、うちらのグループの中で幾つか案を出して、ちょっと先生のほうにお渡ししたっ

ていうのが現状です。その中で、われわれが考えたものとしては、まず一つは、専門技術を

身につけるっていうことで。これは、今、最先端のものだと、3年とか 4年、卒業するとき

には古いものになってしまうので、最先端というか、新しいものを生み出すための専門技術

とか方法論をしっかり大学で学ぶっていうのと、専門技術だけではなくて、書けて、しゃべ

れて、より世の中に入ったときに活躍できるような人材育成みたいなやつが、まず、実学と

して必要なんじゃないかって話をしました。 

 今度、教養教育のとこでいくと、幅広い素養を、歴史観を持って複眼的に思考を持つこと

で、いろんな、幅広い考え方とか判断ができるんじゃないかっていう話をしながら、じゃあ、

そのときに、先生も、学際化でちょっと難しいよといったときに、重要なのっていうのは、

何を目的にしながら、その複眼的というか、教養教育をやるかっていう、大きな、大学とし

てというか、ポリシーを持つことが大事なんじゃないかっていうことで、われわれの中では、

よりよい社会を構築するっていうところを、大学のポリシーとして持つのがいいのかなっ

ていう話をしました。 

 長くなって申し訳ないです。4番目に、ダイバーシティとして、いろんなところと協業す

ることによって、いろんな重要性を経験することで、物事の判断の広がりみたいなやつを考

えるっていうことで、ちょっと長くなって申し訳ないんですけど。専門教育としての考え方

をもうちょっと変えなきゃいけないところと、教養教育としてしっかりポリシーを持って
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やるっていうとことダイバーシティを経験しながら、大学のカリキュラムを組めるような

制度改革が必要なんじゃないかというふうに考えたんですけど、今の日本の今の状況と考

えたときに、それが、今、できてるのか、いや、欧米と比べて、結構レベル差があるのかっ

ていうのを、まずお聞きしたかったです。 

 

藤山：ありがとうございました。六つあるわけですよね。 

 

城戸崎：まず、1から 4で。 

 

藤山：で、最大、今、四つ説明していただいたわけですね。 

 

城戸崎：はい。 

 

藤山：まあ、全部じゃなくても。お答え、一番はっきりしたとこがあるところから、ちょっ

とお願いします。 

 

隠岐：1、2、3、4、いずれも、今、実は、大学はすごく、教養教育を考え直しのモードに入

ってるときでして、東工大なんか、既に、例えば、改革をしたりだとか、幾つかあって。名

古屋大学も、今、いろいろ動いてるところです。なので、この中で書いてあることというの

は、いわゆる、似たようなことを大学の側でも考えているとは言えると思います。特に、必

ずしも合ってるのか分からない。同じこと、同じ夢を見ているか、ちょっと細かく考えると

分かんないんですけども。 

 専門技術といったときに、やはり、大学で学ぶのは、例えば、大学 1年生だったら、きち

んと微分積分ができるとか、そういうことをやっていくわけですよね。今、例えば、話して

ることだと、データサイエンスを、どの分野でもある程度やるようにするべきなんじゃない

かとか、その場合、じゃあマンパワーはとか、もっと具体的なとこあるんですけど、その話

し合いが、今、始まっているというのが一つ言えますし、今、理系だけじゃない話なんです

けれども、書ける、しゃべれるについては、そこはちょっと、試行錯誤で。アクティブラー

ニングをしましょうみたいな、すごくやっていて。ただ、それだけでは、学生らが不満を持

っているとか・・・。 

 

城戸崎：書ける、しゃべれるでちょっと書いたのが、MITとかだと、専門教育とは別に、文

章書けるとか、プレゼンをできるみたいな、そういう科目が三つぐらいあって、それをセッ

トにしてるみたいなやつをちょっと読んだことがあったんで、ある意味、知識ばかにならな

いように、世の中に入って活躍できるようなことをちょっと学ぶのもありなのかなって、ち

ょっと思って書いてたんですね。 
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隠岐：そこの、MITどのぐらいいってるか分からないですけど、最近の大学の動きだと、ラ

イティングセンターっていうのがかなりあちこちに立ち上がっていて、学生が相談に行け

るようになってんですね。ただ、ライティングセンターも、英語の場合と日本語の場合とあ

るので、ちょっと、日本語に力を入れている所が、実はまだ、そこまで多くない。英語でど

う書くかみたいなところをやっていると思うんですけども、それがあり。あとは、課題なの

は、確かに、書く、話すについては、まずはレポート書けるようになるみたいなのがあるの

で、その教育ってのは、恐らく、かなりのところでやってるんですね。例えば、名古屋大学

の基礎セミナーみたいなのがあって。ただ、問題は、教員それぞれに任されてる部分、裁量

おっきいので、質をそろえるってのは、まだ至ってないというのは、なんかありますね。 

 

城戸崎：そこは、ちょっと、一番気になっていて。ちょっと 5番目のとこで書いたとこなん

ですけど、要は、僕らはちょっと、大学の授業受けてて、教授に一任されてるところがある

んですけど、今はどうなってるかあれですけど、授業の評価とか、先生の、具体的に授業を、

もうちょっと、より魅力的にするためのフォローアップとか、教養教育全体を大学の中でど

ういうふうに組むみたいなところを組織立ててやってるのかなっていうのが、ちょっと気

になって質問してます。 

 

隠岐：その辺は、人が足りないって感じで。つまり、何が起きてるかっていうと、何て言っ

たらいいのか。確かに、その分は全く、取り組みとしては足りてないと、自分も思うんです

ね。例えば、基礎セミナー行って、任されて、かなりいろいろ組むんですけども、TAを付け

るとか、そういうのもあるんですけども、やっぱり、あんまり強制的にこれやれっていうよ

うなことを言えないっていうような雰囲気もあるし、同時に、専門はそれぞれ違いますので、

できることは限られる。初等教育のための訓練って、受けてきてないわけですね。 

 そこで、恐らく、専門科目やったかみたいな話をされてるんだと思うんですけど、国によ

っては、大学の 1、2年生を教えるための資格とか、そういう仕事って別枠で取ってるので、

1、2 年生は教育に特化した人員が多い国というのは結構あるはずです。アメリカも、ちょ

っとそうだと聞いているし、フランスも明らかに、アグレガシオンってのは、さっきちらっ

と出てきたあれは、1、2 年生の教育の、確か資格なんですけど。それが、今、全くないの

で、専門家に任されちゃってて。かなり、質のばらばらな授業を、学生は受けてるという現

状が本当にあると思います。 

 

城戸崎：じゃあ、そこは、先生たちの中でも危機意識をちょっと持っていて、そこの部分を

どうやって、授業の質を上げるとか、教養教育をどういうふうに生徒の中に、ある意思を持

って、ある、ここまでしっかり教え込むみたいなところをやらなきゃいけないんじゃないか
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っていうことはちょっと思ってるって感じなんですかね。 

 

隠岐：それはあります。私は、ちょうど教養教育の審議する委員になってますけども、大抵、

科学史みたいなことをやってる人っていうのは、そういう場に行かされる。今、教養教育の、

名古屋大学の場合の委員長は隣接分野の人なんですけど、でも、すごい愚痴みたいかもしれ

ないですけど、大変で。要は、例えば、ちょっと変な言い方する。理系の、なんか、本当に

コンペティティブな、今度、何億円のファンド取るぞと思ってるような教員の人を引っ張っ

てきて教養教育の話をさせるの、すごい大変なんですよ。それは文系でも同じで、やだなと

思いながら。熱心なのは、科学史みたいな人たちと、あと、語学の先生とかは熱心に話して

くれる。だけど、そうじゃない人はまず来たがらないし、さぼってもいいんかなと思ってる

みたいなとこがちょっとあったりして、温度差がものすごいあります。あと、そういう状況、

それはちょっと、悲しい現実ですね。 

 

城戸崎：分かりました。ある一つの専門の先生にそれを任せるのはちょっと酷なような気も

していて。大学の中で、全体として、そこ、うちの大学はこういうことを教養教育として学

ばせるみたいな専門家がいてもいいのかなっていうのは、ちょっと議論したんですよね。 

 

隠岐：そこは、興味深いと思って、本当、拝見したところで。難しい部分もあると思うんだ

けど、もしも、できれば、例えば、研究者の側の視点から見ても、ポスドクの就職先になる

かなとか、そういう目では見てしまったし、科学コミュニケーターの方なんか、例えば、ち

ょっと近いところがあると思うんですけども。必要なスキルというか、専門知識、あると思

うんですね。アメリカとか、英語圏は、さっき、ライティングって話出ましたけど、そうい

う、ある種のベーシックスキル、マニュアル化をすごい進めてる言語圏であるので、そのた

めの人員が厚いと感じますし、ちょっと違うキャリアコースがちゃんとあると思います。 

 日本の場合は、そこはあんまり、顕教と密教みたいな言い方しますけど、ものの書き方み

たいなことについて、今まで、はっきりとマニュアルで教えるようなことをやってこなくて、

何となく密教、つまり、徒弟制みたいに、ふりを見て覚えろみたいな感じでやってんですね。

だから、大学院にいく人は熱心だから、教授の論文とか見て、書き方をまねして覚えてくん

ですけど、そうじゃない人はやる気が、それは出ませんから、何学んだのかなと思って社会

に出てくって構造になってました。それはそうだと思います。 

 

城戸崎：ありがとうございます。あと、ちょっと、もう一つ質問させてほしいんですけど。

今回、われわれ、こういう場を設けていただいて、リベラルアーツをすごく、ちょっと、真

剣に勉強しようかなって思ってるんですけど。卒業後、定期的にこういう、学び直すとか、

教養教育をしっかりもう一度やりたいよっていったときに、それに対応するような受け入

れ環境とかいう所が、今、ちょっと、僕らが考えるに、あまり、ちょっとないのかなってい
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うところがあって。具体的にそういうところが、もうちょっと、そういう施設とかシステム

とか、インセンティブ設計とか、そういうのがうまく進んでくると、学生が学ぶだけじゃな

くて、生涯学ぶっていうふうなところの環境になるといいんだけどなっていう、ちょっと議

論したんですけど、先生のご意見をお願いしたい。 

 

隠岐：それは全く同感です。今、ちょっと、さらっとお話があったのは、民間でも作ってる

というか、ビジネスパーソンの間でアスペン研究所というのがあって、そこで勉強会をやっ

てるんだという情報が、今ちょっとあったかと思うんですけど。大学の人間は、大学の話を

すると、そこは試行錯誤中で。例えば、大学院がそういった、情熱の受け皿になればいいな

とか願ってはいるけども、学費の問題とか、有用性の問題とかあって難しいと思うのと、あ

とは、一つ、欧米の、特に英語圏なんかの大学、大学院と比べて、少し特殊な事情としてあ

るのかなと思うのは、教養っていったときに、分野にもちょっとよると思うんですけど、人

文系の場合だと、すごく、語学をちゃんとやんなきゃみたいな話になっていて。西洋のこと

を学ぶ方向にかなり重心がいってますので。 

 例えば、フランス語が読めるかとか、英語が読めるかとか、そこでちょっと、ニーズが食

い違うとこもあると思うんですね。研究者を育てるというのにかなりリソースが割かれて

て、それは、語学、最初やって読めるようになるみたいな、すごくあるんですね。ただ、多

分、英語圏だと、そこはかなり、もっと英語で全部できるみたいな環境を作っちゃった上で、

社会人の方が入ってきて、いろんな年齢の学生と話しながらいろんなことやるというよう

なコースがかなり定着してあるので、そういったのを、まだちょっと開発できてないなとは

思うんですね。 

 

梅原：すいません、ちょっと、6番、実は書いたのは私でもあるんで。半分コメントになっ

ちゃうんですけれども、例えば、最近のニュースで、キャッシュレスの話で、お年を召した

方なんか、割とキャッシュレス、そもそも使えないから、今度の 5パーセントのポイントが

もらえないとか話があったんですけど、例えば、そういうのって、企業の方のモチベーショ

ンもあり得ると思っていて。そういうのを、本当に、もう、30年、40年たってから学び直

しの中で身につけることで、市場を作るっていうんですかね。であれば、今、例えばディフ

ァンディングにあえいでいるような科学館であるとか、パブリックなもの以外の所でも関

係を作れるんじゃないのかなっていうのもあったりで、何となく、そういう、大学以外の場

所っていうことで、何かご知見ないかなっていうのも踏まえて、質問を書かせていただきま

した。 

 

隠岐：ありがとうございます。大学と図書館、科学館、博物館、美術館が、そもそも違うも

ののようになっちゃってることが、ちょっと問題なのかなって、自分は思ったりするところ

もあります。ちょっと、話の前提を、ごめんなさい、崩しちゃった感じですけども、他の国
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だと、そこはもっと、シームレスにというか、連携もあり、共同のプロジェクトもありって

いうふうに進んでいくのが望ましいと思ってるので。おっしゃるとおり、本当に、図書館、

科学館、博物館、美術館っていうのは、まさに、ちょっと気軽に来れて、そして、コミュニ

ティー作って勉強し合うってことがしやすい場のはずなので、そこに大学ももうちょっと

かんでいければいい、つまり、かんでってのは、人材の交流って意味でも関わっていければ

いいのかなと、本当思っています。 

 そのために克服しなきゃいけないのかなと思うのは、例えば、司書の地位が、日本は低い

んですよね。専門司書みたいな人が 1人、ちゃんとした待遇でコレクションを作って企画を

してっていうのがもうちょっとできれば、きっと、より魅力的な、いわば、教養という意味

で質の高い試みというのが各地でできるようになるなと思うことはあります。残念ながら、

今、司書は、本当に非常勤の、非正規の女性ばっかりいるみたいな世界になっちゃって。現

場のかたがたも、非常に疑問に思ってるという状況があるかと思います。博物館、美術館は、

もうちょっと違う状況が、またちょっと違う世界で。資格を持って、でも、やっぱりちょっ

と似てるのかな。また、ちょっと私は詳しくないんですけども、まさに、でも、おっしゃる

ことはよく分かります。 

 

藤山：じゃあ、他のグループの方、どうですかね。今日、お話になってない方、いらっしゃ

いますよね。AGC の山本さん（笑）。 

 

山本：弁論者じゃなくてすいません。いろいろ、これ、お話伺ってると、最初にキケロが出

てきて、その後、キリスト、アリストテレスって融合して、で、また懐疑主義が出てきて、

壊れてみたいな形で、それで、またキケロが出てきてみたいな話で。何となく、片方側に寄

っていくと、その反対のものが出てきて融合しようとして、壊れて、またどっちかになって

っていうような繰り返しのようにも見えるんですけど、そういう観点でいくと、現代では、

科学がある程度発展してきていて、そっちのほうに揺れているので、またリベラルアーツが

重要っていうふうになってきてるんじゃないかなっていうふうに感じたんですけど、その

辺については伺えないでしょうか。 

 

隠岐：ありがとうございます。自分でも改めて調べてて、ぐるぐる回ってるような印象はあ

ります。現代については、ちょっと、話をごちゃごちゃさせてしまいましたけども、要は、

1回、教養主義の失墜ってことがあったわけですよね。それこそ、死んだ白人の本ばっかり

とか、あるいは、東西冷戦が終わって、マルクス主義が撤退してと、市場経済に重視を置い

たような雰囲気が世の中を覆ってる中で、いったん、古い時代の教養ってものが権威を失っ

た。その後にまたきてるかなっていうふうに、気がするんですね。 

 ちょうど、きょうか昨日に、教養とはみたいな論説を読んだんですけども、まさにその話

をしている方がいらっしゃって。いったん、冷戦の後で、いわゆる古い教養が煙たがられて
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しまって、これからは英語と IT だみたいになって。それで、でも、なんか、それだけだと、

あと、英語と IT で、歴史は要らないみたいな感じになって、なんかそれだと浅いなってい

うんで今なのかなと、まさにそういう、時代がぐるぐる回ってるような感じもします。ただ、

ぐるぐる回るでも、らせん状というか、違うもの巻き込んでわけですよね。その、何をうま

く巻き込んでいけるかみたいなところにいるかなとは思ってます。 

 

藤山：他に、もうちょっと、グループ縛りで何かを質問してくださいっていうのは、このく

らいでいいかと思うので。特にお話しされてない方で質問したり、自分が今こう感じたって

方はいらっしゃいますでしょうか。 

 

松井：質問、いいですか。 

 

藤山：どうぞ。 

 

松井：今自分が感じていることにもなってくるんですけども、そういう、学び直しだとか、

そういったところも含めてなったときに、今、日本で自分の職場とかに向けてもちょっと課

題になってきそうなのが、文系、理系っていうので、高校のときに受験のために分かれてし

まって、私は数学とかもやっていたので、今、データサイエンスが必要だといわれても、統

計とかやってたおかげで、文系なんですけど、とっつこうという気になるんですけど。でも、

大多数の、弊社の中の文系の社員とかってなると、なんか、数学の数式が出てきた瞬間にア

レルギーになっちゃって、データサイエンスとか AIとか、学ぼうと思っても障壁になっち

ゃったりだとか、逆に、今、技術系の社員の方でいくと、うまいことプレゼンするのは事務

系の君たち考えてよっていうような感じの。うまいこと英語で通訳してよとか、そういう壁

がすごいあるように思っていて。 

 そういう、受験とかそういうところも含めて、入り口の所とかっていうところって、海外

でいくと、そういうようなところってどうなっているのかっていうことですとか、そういう

ところも、見直しとか動きとか、日本でもあるのかどうかっていうのはどうなのかなっての

は気になる。 

 

隠岐：それは、今、本当に見直ししている国もありますし、あとは、アメリカとかイギリス

はもともとあんまり縛りがないというか、おおよそ大学に合わせて、確か、幾つか、科目が

幾つもあるようなテストを設けるんですよね、SATだったか。それの点数で決まったりする

とかって聞いてますけど、二つに分けてって発想はない国もかなりあると思います。あとは、

フランスが、さっき言ったように、バカロレアの改革をやってて。あそこは三つに分けてた

んですけど、文系、理系と、社会経済で。これからは、まだ話し合っている最中ですが、10

個ぐらいにコース分けちゃって、高校のときから自分で好きなものを選んでいく方式にで
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きないかとかっていう、英米に近づけるのかな。そういう考えもあるけど、ただ、問題は、

そうすると格差が広がるんじゃないかみたいな懸念もあり。つまり、自由選択にすると、明

らかにむらができるっていう問題もあるんですよね。ひょっとしたら、アメリカとかもそれ

はあるのかもしれないですけど。 

 なので、いろいろあるんですけど、ただ、確かに、二つに分けてこんだけ縛ってるってい

うのは、ちょっと、だんだん少なくなっているのかなと。あるいは、二つに分かれてるんだ

けど、圧倒的に中国が、また、なんか違ってて。この間、話聞いたんですけど、本には書い

てないことですけど、成績のいい人は自動的に理系で受けちゃうらしいんですね。それで、

ただ、だから、そこは自由意志って言葉はどうかなと思うんだけども、その後でいろんな分

野にいくのか。だから、理系で入ったけど、結果として文系の専門やってるとかって人、結

構いるだとか、そういう話を聞いてます。なので、国によってかなりばらばらですね。 

 

藤山：さっき、山本さんのとこであったかもしれないんだけど、山本さん、この例のところ

で、JSTで社会科学者と人文社会科学者の、一緒にやる専門分野の壁がなくなったりするか

と思ったらそうでもないって書いてある報告書を読んで、ショックだったみたいな話が書

いてたんですけど。あれ、実は私も関わってたんですけども。要は、自然科学者が自分の専

門に没頭したいために、周りで起こっている問題を、社会科学者、人文科学者に、自分の問

題意識として投げるっていうケースが、今までは多いんですね。そうすると、その部分だけ

投げられた人文社会科学者、答えるってのはほぼ無理なんで、うまくいかないと。つまり、

融合したいってんじゃなくて、逆に言うと、自分の専門以外のことに煩わせられたくないか

ら共存するっていう感じなんで。キーワードは、じゃあ何かって言うと、領域を横断すると。

領域を越境すると。越境した身になってみないと、やっぱり分かんない。だから、問題意識

のところから文科系と理科系が一緒に作っていかないと、理科系の問題意識でつまずいち

ゃった部分を細かくちぎって文科系に投げるとか、そういう教養だと大体うまくいかない

と、こういうことなんですね。今、松井さんがおっしゃったこともちょっと似ていて。だけ

ど、そう考えてくと罪は深いですよね。そこまで、自分は何系だっていうふうに、自称を作

ってしまう教育っていうのの罪深さっていうのは何となくあるような気が、僕はしていま

す。他に、いかがでしょうか。もう、時間がなくなってきた。はい、どうぞ。お願いします。 

 

齋藤：日産の齋藤ですけども。ちょっと似てたんですけど、背景というか、僕自身理系で、

エンジニアで、何の疑いもなく、僕は理系に進むと思ってて、そのまま理系にいって。あん

まり、こういう、文系と理系がどう分かれてるか、そんなものは当たり前で、何も疑問を持

たずにずっときていますと。もう一個あって、僕は日産自動車なんですけど、フランス人と

すごいがっつりやっていて。いろんな側面で、きょう、フランス人ってそういうことなのか

っての、いろいろ学ぶことができます。 

 もう一個、すごく共感するなと思ったのは、最後に先生出していただいた、これから対話
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の深めていくために必要なものって、対話を深めるって本当に大事だと思うんだけども、結

構、それは本当に難しいっていうのも、まさに身に染みて実感していますと。その教養みた

いなところで、そうすると、これから先って、教養、ここでも話してたんですけど、今話さ

れている教養の範疇に、もっと増えていったりとか足さなきゃいけないものがあるんじゃ

ないかな。例えば、マツイさんもおっしゃってたけど、デジタルリテラシーじゃないけど、

これ、理系の中ですら、プログラミングみたいなものに、分かんない人は、全然自分の専門

外になっちゃうとか、例えば、共感し合うっていうと、いろんなレセプターをちゃんと自分

で持たなきゃいけないような話だとか。 

 あと、対話だって、対話をきちんと構造的に作っていけば、対話を促すこともできるんだ

けど、そういう基礎的な知識だと、例えば、学習する組織みたいなような考え方だとか、あ

あいうのが教養に入っていくんだろうかと。こういうのはどう考えるのかなっていうのが

純粋な疑問で。誰かが考えているんでしょうかっていうのと、私たち自身がそういうのを考

えなきゃいけないですよねっていう、そういう、半分質問で半分コメントというか、つぶや

きなんですけど。 

 

隠岐：そうですね。日産で大変、いや、分かります。いろいろ、なんか、あると言っていた。

それは置いておくとして、すいません。話の仕方、対話をどうすればいいかっていうのは、

考えてる人たちは、今、いるはいると申し上げておきます。例えば、ロジカルシンキングと

かっていうのが一大分野になってきてるんですけど、哲学の人が今やって、あと、哲学カフ

ェとかあちこちでやって、対話の実践みたいな、高校に行ってやるとか、そういう、実践ベ

ースで進めてる動きがまずあるっていうのが一つで。 

 あと、もう一個、自分の目から見えてる範囲で話すと、対話というか、対話手法をどうす

ればいいかは、ヨーロッパが、今、ある種、政策ベースで開発しようとしてることがあって。

自分はちょっと、それこそ、科学技術振興機構の方とのつながりで話を聞いたんですけども、

要は、この辺に書いたことと、ちょっとその話を引き継いでて。政治の動向がどういうふう

に決まっちゃうかっていうことの考えに、人々の情念とか、非常に感情に引きずられるよう

な現象が増えていると。それに対して、民主主義を持たせるためにはどうすればいいかって

いうのは、本当に、政治学なり認知科学なりの熱い話題であり、かつ、政策レベルで、欧州

の人たちは気にしてるんですよね。それこそ、ブレグジットみたいなことが起きたときに、

必ずしも人々がファクトベースで判断しなかったんじゃないかと。それで経済的なダメー

ジを受けるとしたら、どうすればいいんだと。欧州の危機であるということで、ある、JRC

ってシンクタンクが各分野の人々を集めて、公募を募ってですね。人文系から、社会科学系

から、自然科学系から集めて、レポートを、今、作ってるのを読んだんですけども、内容が

まさにそんな内容で。かなり、だから、いろんなレベルで、ちょっと、私は、ここではまと

めることできないし、そもそも、まだ考えてる途中だと思うんですけど。例えば、話し合い

一つにしても、いすの形とか、部屋の、建築的なレベルから訴えかけて、人々をリラックス
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させて、ちゃんと物事を理解しながら話し合うの、どうすればいいかとか、民主主義と、一

方で、情動のコントロールの両立みたいなことを、結構真剣に考えてるなと、そういうフェ

ーズに、欧州は、例えば動いてて。アメリカでもあるかもしれないし。 

 そういうものを受けて、例えば、それが成熟してくんだったら、大学の教育なんかでも取

り入れていくっていうことはあるのかもしれないと、個人的には思ってます。なので、民主

主義をどうするかみたいな、そういう関心からもあるかなと思います。 

 

藤山：ありがとうございました。他に、どうですか。はい、どうぞ。 

 

星野：学際化のところでちょっとお伺いしたいんですけど。研究開発等をやっていると、よ

り、例えば、新たなものを生み出すにはより広い知識が必要とか、あと、より深い知識が必

要っていう議論が、時々対立することがあるんですけれども、今、イノベーション、迅速に

イノベーションを求められているような中では、どっちかというと、学際化っていうのが、

一つの、ちょっと実学的なのかもしれないんですけど、有効な手段として捉えられてるのか

なというふうに思っているんですけども、一方で、AI みたいなところが発展してくると、

単純な知識の組み合わせが学際化とは思わないですけれども、そういったところは、もう、

AI には勝てないんじゃないかなっていうところも思っていて。そうすると、今度、学際化

が求められてくるところっていうのが、少し変わってきたりとかするのかなっていうふう

に思っていて。その辺りについて、いろいろと問題をお持ちだと思うんですけど、その辺に

ついてご意見いただければなと。 

 

隠岐：そうですよね。AI について、むしろ専門の方が、多分、お答えした方がいいと思う

んですけど。でも、AIは、教師がいますよね。どのレベルかによりますけども、この分野レ

ベルのことだと、ちょっと、まだ、AIに勝手に探索してとかっていえないような気がする。

聞いてるのは、例えば、生命科学の論文のジャーナルをだあっと探索してもらって、その中

から人が気が付いてないような組み合わせを見つけてきてみたいなことをやろうとしてる

みたいに聞いたことあるんですけど、言葉の検索とかで。ただ、それは、人が、AIが探索可

能なデータセットっていうものにかなった論文グループのを作ってるわけですよね。 

 

星野：そうですね。そういう場合もありますし、どんどん、例えば、そのコンピューターの

進化が進んでいけば、それ自体、もう、取っ払うこともできるわけですよね。 

 

隠岐：もちろん、それはそうで。まだそこまでいっていない、つまり、そうなったときに、

多分、答えはもっと出ると思うんですけど、今、ちょっと自分の頭に浮かんだのは、例えば、

人文系の論文とかって、まだ探索可能な形になってないというか。例えば、今、理系の論文

だと、ほとんどが引用論文同士でツリーに、何ていうか、飛べるように XMLでなってますよ
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ね。あれが全然進んでなくて。そもそも、書籍の形のものが多い。グーグルブックに入って

たりしますけども、そういったもの、AI を読みにも来ちゃくれないですし、その状況で止

まってるんですね。なので、例えば、今、学際化とかっていった場合は、多分、そういう壁

があるところをつなぐ人間ってのはまだ要るなっていうのが、自分が思うことなんですね。

じゃあ、そこを取り払えたときは、それはちょっと、多分、あと 10年くらいで起きるかも

しれないですけど、そのときにないと見えないかなって気もしますね。というのも、取り払

われたら取り払われたで、意味のある、じゃあ、検索の範囲はどのぐらいかとか、そういう

ことを考えなきゃいけなくなるんでしょうし。何が言いたいかっていうと、歴史学のほうで、

今、デジタルユマイテージとか流行ってきてるんですけど、要は、歴史のデータもかなり、

最近デジタル化されて。特に英語圏とかフランス語圏とかは、高度化されたデータ、かなり、

古い文紋帳とかをネットに置いてあるんで、それをプログラムでわあっと読んで、何か結論

出すみたいなこと、やり始めてるんですけど、そのときに、多ければいいってもんじゃない

っていうのはどうしても、人間的なものの場合ってありまして。 

 例えば、日本のあることを知りたいのに、オーストラリアとかのデータ持ってきちゃった

ら困るじゃないですか。そういう細かいこといろいろあって、あるいは、同じ女性でも、こ

の 2人の言い分は違ったとか、そういうことを見える人がいなきゃいけなくて。それは、あ

らかじめ、ちょっと、どんなにやっても簡単にはプログラムとかで最初からあるようなとこ

じゃないので、人間がいるっていうのは。いくらでも出てくるような雰囲気がちょっとある

んですね。なので、そういう形でというか、その段階に至ったら見えてくる仕事はあるのか

なっていうふうに、ちょっと話ずれちゃいましたけど。なので、そのときになんないと分か

んないかなと思います。すいません、なんか。 

 

星野：ありがとうございます。 

 

藤山：あと、最後 10 分ぐらいしかないので、だんだん少なくなってきますけども。せっか

くオブザーバーの先生たちもいらっしゃるんですから、ちょっと梅原さんの後、もしオブザ

ーバー席からでも、感想なり、何かありましたら、どなたかお一人お二人、お話しいただけ

ればと思います。じゃあ梅原さん、どうぞ。 

 

梅原：準備時間をご用意させていただきます。ホシノさんへの、実はコメントなんですけど。

CMになりますけども、JSTの CR 技術というところ、知のコンピューティングっていう戦略

ポロポーザルっていうの出してまして。そこでは、データがインフォメーションになって、

インフォメーションがナレッジになって、ナレッジがウィズダムになるっていう、このピラ

ミッドのモデルなんですけども、それを、AI なり、人間と機械がどうやって共同して作っ

ていくかみたいな話を、数年前から出したことがあります。まさにその内容だと思いますの

で、ご感心があればという CMでございます。 
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藤山：ありがとうございました。オブザーバーの席の方、どなたかいかがですか。 

 

有信：どうもありがとうございました。感想といっても、皆さんそれぞれいろんな観点から

話を出していただいたんだけど、きょうのお話の中で、リベラルアーツということで、西洋

の流れの中でリベラルアーツという言葉にこだわらざるを得なかったっていうところがあ

るのかなっていうのが印象ですね。例えば、途中で出てましたけども、東洋系の話だとか、

特に、中国の思想の話だとかインドの思想の話、特に仏教に関わるような話は、ある意味、

お寺で言うと修行僧とか、各寺に行って、まず問答から始めていくという形で、ずっと知識

をため込んで、あるいは、新しい発見をしていったっていう経緯があるわけですよね。日本

の中で、今、その教養のもとになっているのは、インド、中国から来た仏教をベースにする

ようなところがあって。この辺と、明治以降入ってきた西洋の流れとで、日本の中でどうい

う形で新しい思想形成ができていくのかなっていうのを考えながら聞いてました。どうも

ありがとうございました。 

 

兵頭：兵頭と申します。現在は城西国際大学のほうでおります。それで、皆さんの意見、集

約して考えていくと、なんか、三つぐらいの箱の中に全て入っていったのかなというのが、

一つ思ったところです。一つは、リベラルアーツ、これを引き戻しでいくと、それぞれの個

人、個の問題として引き寄せていくべきものなのだと。それは、先ほど、まさにお話にあり

ましたけれど、意思決定をする前の段階と、そのときの自分の軸になるものと、それをきち

っと再構築していくためのものというのが、一つ、あるのかなと。それと、あと、先ほど、

幅と深さって話がありましたけれど、幅という意味では、多文化的な適応能力、それが典型

例になりますけれど、そういう幅を広げていくという、一つの視点があると。もう一つが、

やはり深さの部分と。これは、本質的なものを、論理学を始めとして突き詰めていくと、そ

ういうことに関する意見も出てきたのかなということで、きょう学んだのは今の 3点、それ

を集約していくと、一つのリベラルアーツという考え方が、きょうの段階では中間というこ

とでできたというのが感想であり、私の学んだところでございます。ありがとうございます。 

 

藤山：ありがとうございます。 

 

黒田：非常に貴重なお話、ありがとうございました。いつも、隠岐先生の話聞くと、僕は教

養がないなということをつくづく感じさせられる、そういうお話ばっかりなんですけども。

きょうの話は非常に面白かったと思います。一番、共鳴したというか、納得のいったのは、

教養教育とか、教養リベラルアーツっての、何を教えるべきかってことを考えてみると。し

かし、何を教えるべきかっていうときには、一体、教養教育なり教養を知ることによって、
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どんな人間を作りたいのかっていうことに考え方がないと、何を教えるかはなかなか決ま

んないかもしれない。ところが、もっと教養教育ってのを考えてみると、人間が自分の価値

観を持って、将来どんな人間になりたいかっていうことを考えることができる、そういう人

間を作ろうというのが教養教育じゃないか、もしくは、教養のあるべき姿ではないかってこ

とを、きょう、お話を伺って非常に感じました。 

 それから、もう一つは、隠岐先生、これはおっしゃったことで。啓蒙思想が目指した理性

的な会話が、だんだんできなくなっているっていうのは、現代の一つの特徴だっていうこと

だったんですけど、その教養教育っていうのは、価値観の違う人間が集まって、理性的な判

断ができるような教育をしようというのが教養教育の根幹なんだろうと。従って、何を教え

るかってことよりも、何を教えるかを考えることのできる人間を作らなきゃいけないわけ

ですから、そういうものを作っていったら、当然価値観が違ってる。その価値観がぶつかり

合って、話ができる。そういう人間を作らないと、啓蒙思想の本来の趣旨は生きないんだろ

うという気がしてきました。 

 また福沢諭吉のこと言いますけど、福沢諭吉は、多事争論という話をしてまして。いろん

な価値観を持った人間がいるんだと。そのいろんな価値観を持った人間がいろんな形の価

値観を持ってぶつかり合うことができるかできないかで、その知の力が違ってくるんだと。

日本は非常に画一的な価値観しか持ってなくて、いろんな人の話をしても、その画一的な価

値観に惑わされてしまって、違った価値観を許容する、もしくは許容できるような人間の価

値観を持っていない。そこが西洋と一番大きく違うところなんだと、彼は言ってるんだと思

うんですけど。そういう観点からすると、あまり教養教育というものを、形をはめてしまう

と、日本はますます画一的な価値観しか持たなくなってしまうと。これは、非常に危険な現

象だなというふうに思っている次第です。なんか、そんな感想ばっかりで申し訳ないですが。 

 

藤山：教養教育がカリキュラムになると教養じゃなくなっちゃうっていう可能性を持って

る。ありますよね。ありがとうございました。今の話を含めて、最後、ちょっと締めていた

だきたいと思いますけど、いかがでしょうか。 

 

隠岐：大変深いコメントばかりで、本当にありがとうございます。私のほうが、むしろ、リ

ベラルアーツって、これ、この機会に改めて考えさせられたというとこがあります。ちょっ

と、歴史なので、過去に誰が何言ったかってところで面白くなってしまうという癖があるん

ですね。それでちょっと、あと、現場にいることもあって、リベラルアーツといわれても、

正直困ったなという気持ちでここに来て。ですけど、話し合うことで、逆にアイデアいただ

いたというか。この場自体が、ある種対話の場に、私にとってはなったなと思っていて、そ

れがとてもありがたいと思ってます。 

 最後に、日本とか東洋ってことが出てきたので、一言付け加えさせていただくと、日本の

場合、あとアジアとか、非西洋の国というのは、少し苦しいところがあったのかなと思いま



47 

す。特に、近代化の過程で、要は、どういう価値の基準に自分たちを置くのかってことで、

かなり分裂を感じたというか。福沢諭吉は、すごくその気持ちを持ってたと思いますけども、

つまりは、福沢諭吉の時代っていうのは、まさに西洋のモデルであって、小学校の道徳教育

まで、一時期英語の、イギリスとかフランスのほうの翻訳使うとしたんですね。完全に塗り

替えようとしたんですね。なぜかというと、それまでの儒教とか仏教とかの思想が、受動的

な人間しか生まないというようなことを感じたから。彼らはそう考えた。植民地化されたく

ないとか、そういうような気持ちもあって、本当に欧米のようになろうとして、その反動が

いったんあったわけですね。それで、その後うまくいかない。そもそも、現場では先生が教

科書を理解できないみたいなことになったので。今度は行き過ぎて、儒教が非常に、保守的

な形でというか、復活して、戦前の教育のようなものになっていくと、非常に振幅のあった、

歴史上でもかなり揺れ動きのあった国で。 

 同じようなことは、多かれ少なかれ、植民地化された国とか、後から近代化した国っての

はあるんだと思います。この分裂ってのは何なのかってのを理解することも、例えば、歴史

研究者としては課題だと思ってるし、その成果を、例えば、何か教育に生かしていけたらな

と思ってることもあります。ただ、最後に、そういうわけで、繰り返しになるのは、どなた

かのコメントにありましたけども、物事を決めるときに、データも大切なんですけど、ある

種の、価値の自分なりの基準があって、それをきちんと言える状態になってるってのは、や

っぱり人は必要と感じるんだと思うんですね。それが、他の人の価値基準と違ったにしても、

とにかく批判精神を持ってそれを提示できるのが望ましいと。そのことを考えるに、どうい

う価値体系を持ってけばいいのかっていうのも、揺れをずっと感じてた国の地域の人たち

っていうのは、ある意味苦しいけど、豊かな過去を持っていて、それを未来に生かしていけ

ることもあるのかもしれない、そういう希望を持ってる。ちょっと話が脱線しましたけど、

そういうことを思ってます。本当に長い間ご清聴いただき、あと、活発な議論をいただき、

ありがとうございました。心からお礼を申し上げます。 

 

藤山 最後に隠岐先生に大きな拍手を。 

第 2回目の会は終わりにしたいと思います。ありがとうございました。 

 

(了) 


