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謙虚であると同時に挑戦的な営み今道友信

見えないものを見る目を養う福原義春

◆アスペン･グラフィティ

知的対話を求めて古典と梅園する日々

◆アスペンセミナーに参カルて

じっくり思索の時を持つことの大切さ内永ゆ力乎

アスペン効果が消えないうちに佐藤孝雄

ヨーロッパの強固な思想体系に圧倒される石相子

｢なぜ｣と向き合うことの面白さを知る井口優

◆アスベン･グループだより

国際シンポジウム｢グローバライゼーションとアスペンの理念･投軌｣を開催

古典を手がかりに､人間的価値の本質を探る

アスペン･エグゼクティブ･セミナー

参加していただきたいのは､異質で多様なバックグラウンド

を持った､さまざまな分野のエグゼクティブ｡拠りどころとす

るのは､優れた古典や近現代の注目すべき文献｡人間を凝視し､

人間的価値の本質について自由で多元的なロ対甜'を重ねるこ

とにより､自己への内省と社会への洞察を深め､ヒューマニテ

ィーを高めて､より高次のリーダーシップを発揮する力を磨く

…■｡それが日本アスペン■エグゼクティブ･セミナーです｡

●対象者 企業の役員･幹部社員､官公庁の幹部､学者･
研究者､芸術家､NPO･NGO関係者など｡

●テキネト 東洋･西欧の古典およびコンテンポラリーな文

献から精選し､抜粋･編集した日本独自のテキ

ストを使用します｡

●構成

●開催期間

●使用言語

●その他

モデレーター2名､リソース㌧パーソン2～3

名を含め､20名強となります｡

5泊6日

日本語

原則として全日程参加bご夫婦でのご参加を歓

迎いたします｡

◎

｢アスペン･フェロー｣

発刊によせて

小林陽太郎
●日本アスペン研究所会長

富士ゼロックス株式会社取締役会長

日本アスペン研究所がスタートして今年の

4月で満2年を迎えますが､アメリカのアス

ペン研究所の設立(lg50年)のきっかけ【上

その前年に開かれた｢ゲーテ生誕200年祭｣で

した｡この催しには､フランスの神学者で医

者のシュヴァイツァー博士やスペインの哲学

者ホセ･オルテガ､シカゴ大学総長のR･M･

ハッチンスなど､世界的な賢人､巨人､教養

人が招かれ､記念講演を行っています｡中で

も｢われわれの時代の特徴のうちもっとも予

期せぎるものは､人の生き方においてあまね

く根来化がゆきわたっていることである｣と､

近代文明の病理､知の偏在と専門主義の弊害

を指摘したハッチンス氏の講演｢『対話の文明』

を求めて｣は､大きな反響を呼びました｡こ

れは､アメリカを含めた近代毒土会は､いつの

間【こか狭い専門分野にのみ捉われ､社会や人

間の生き方の全体像を見失っているという指

摘です｡それを受けて､各自が専門の壁を越

えて基本的なところで話ができるようになら

ない限りこれからの社会に未来はないという

強い危機意識が､米国シカゴの擢営者をはじ

めとする心ある人々の中に芽生えました｡そ

して､先を見通す判断力や健全な良識を育て

るためには､古典にかえって､基本的な命題

と現代の諸状況との対比の中から本質的な問

題の把握を行うことが必要ではないかと､ア

メリカ･コロラド州でセミナーが始まりまし

た｡それがアスペン研究所誕生のいきさつで

す｡

私が参加したのは1gT7年ですが､そのとき

何よりも強く感じたことは､日本こそこのよ

うな場を必要としているのではないか､とい

うことでした｡戦後日本の教育は､偏差値重

視に見られるように点数主義に終始し､考え

る人間を育ててこなかったとよく言われます｡

この方法は専門分野の教育では成果を上げま

したが､一方で､人間としての成熟度の面で

さまぎまなひずみを生んでいます｡昨今､日

本社会で繰り返し起きる不祥事の背景として､

人々のものごとの璃末な面しか見ない社会認

識の甘さや､倫理観の欠如といったことが指

摘されますが､その原因は､まさに日本の教

育が､なぜこのようなことが起こるのか､あ

るいは人はなぜ生きるのか､といった本質的

な問いを問うことを忘れてきたからにはかな

りません｡そのことを重く見る人たちによっ

て､これまで日本でもいくつかの試みが始め

られました｡しかし､もう少し本格的なビジ

ネス･リーダー養成の場がはしいということ

で､日本アスペン研究所が設立されたわけで

す｡

多くの共鳴者のご賛同とご協力を得て8本

アスペン研究所は今日に至りましたが､この

たび設立2周年を桟に､企業者位のよりいっ

そうのご理解を月易わり､また参加者の皆さま

相互の交流を図るための機関誌｢アスペン･

フェロー｣を発刊することにいたしました｡

この会報を通して､一人でも多くの方々にア

スペン精子申へのご理解をいただき､さらなる

ご賛同とご協力を得ることができましたら､

これに勝る喜びはありません｡



古典と対話するユニ｢クな
リーダーシップ･フbグラム

本間長世
●日本アスペン研究所副会長

学校法人成城学園学園長

アスペン･エグゼクティブ･セミナーは､ユニークなリ

ーダーシップ･プログラムです｡企業や各種団体のエグゼ

クティブ､中央官庁･地方自治体･各種法人等で責任ある

立場におられる方など､組織のリーダーとして活躍してお

られる方々を主たる対象とし､さまざまな古典からの抜粋

を編集した｢リーディングズ｣(日本語のテキスト)をあら

かじめ読んでおいていただき､その内容について参加者同

士で対話を交していただくことを通じてみずからの思考を

鍛え直し､他者の思考を理解し､新しい視点や発想を見出

し獲得することを目指します｡日常から自己を切り離し､

古典の世界に没入し､異なる分野の参加者と論じ合うとい

う､二重三重の意味で自己の知的関心や知的追求を拡大し

深める､≠リベラルクな自己開発のプログラムです｡

セミナーのプログラムは､間と日本｣｢自然･生命｣

｢認識｣｢美と信｣｢ヒューマニティ｣｢デモクラシー｣とい

う6つの主題を取り上げたセッションで構成されています｡

それぞれの主畦のためのリーディングズは､セミナーの企

画委員会の先生方によって厳選されたもので､欧米の古典

と併せてアジアおよび日本の古典から適切な部分を抜粋し

た文章が収められています｡現代の著作の中で特に重要と

見なされるものも､いくつか収められています｡

各セッションにおいては､モデレ一夕←が参加者間の対

話の進行を促し､リソース･パーソンが専門家の立場から

テキストの読み方を助けます｡アスペン･セミナーが､大

学の講義やありきたりのカルチャー･セミナーと異なる点

は､古典を通じての対話が生命であるということです｡共

に一つの古典を読みながら､自分の考えたこと､感じたこ

と､疑問に思う点を出し合って話し合うのです｡難しいと

思うものにもあえて挑戦することによって､古典との対話

が始まります｡古典の前では私たちはすぺて平等です｡謙

虚に､しかし率直に､古典をめぐって対話を重ねて､6つの

主題-それらは｢価値｣であり､また｢領域｣です-

をすべてカバーすることによって､真のリーダーシップの

条件である｢人柄に支えられた知｣(今道友信先生の言葉)

が培われ､参加者の方々がそれぞれの仕事に戻られた時､

アスペン･セミナーに参加したことの効果がじわじわと感

じられてゆくと思います｡

○

ビジネスの最先喘で活躍しているアメリカのリーダーた

ちの中には､広い教養を身につけ､激しい競争の中で的確

な判断を下せる人が数多くいます｡ヨ｣ロツパでも､アジ

アでも､ラテン･アメリカでも､優れたリーダーは教義に

裏打ちされた人格と見識の持主です｡21世紀の世界で､日

本が人類の意義ある存続-それは各個人が今遣先生がつ

ねづね強調されている｢魂の世話｣を怠らず､｢良く生きる

こと｣に励むことも意味します一に大きく貢献するため

にも､アスペン精神を体得したリーダーが日本からも肇出

すべき時であると信じます｡

日本でアスペン･エグゼクティブ･セミナーを開設する

ことに情熱を注いで来られた小林陽太郎さんは､かつてア

メリカの元祖アスペン･セミナーに参加して､短期利益指

向一辺倒だと思い込んでいたアメリカのビジネスマンの中

にも､哲学を論じ､倫理を論じ､それが利益追求と矛盾し

ていない底の深い人物がいることを知って､目から鱗が落

ちる思いをしたと語っています｡日本のアスペン･エグゼ

クティブ･セミナーはまだスタートして軌道に乗ったばか

りですが､これまでの参加者の方々からは｢目から鱗が落

ちた｣という感想がしばしば聞かれます｡セミナーの成果

は確実に上がりつつあると思います｡

謙虚であ紋同時に挑戦的な営み

令達友借
●日本アスベン研究所理事

哲学美学比較研究国際センター所長

アスペンの精神は､哲学的な考察について対話を重ねる

ということです｡日本で哲学的な古典をめぐって参加者が

対話をすることは､特に3つの意味で重要だと考えていま

す｡

一つは､日本では戦後50年間､哲学の重要性､あるいは

それぞれの人間にとっての必要性がほとんど無視されてき

ました｡だから､いまは哲学の持つ意味がわからない､状態

になっています｡そこでまず､哲学を一言で定義するとし

たらどう言えばいいか｡それには､哲学という言葉をつく

り､その学問を始めたソクラテスが哲学について何と言っ

ているかを考えてみればいいと思います｡彼が哲学につい

て述べたもっとも簡潔な定義は､｢哲学は魂の世話だ｣とい

うものです｡

日常､私どもは毎日三度ご飯を食べたり､頭が痛くなれ

ば熟を計ったり薬を飲んだり､お医者さまに行ったりしま

すから､無意識のうちに身体の世話はしています｡では肉

体の世話はしているけれども魂の世話はしているのか､と

ソクラテスは問うているのです｡これは多分すべての人が

はっとする言葉でしょう｡それでも何人かの人は､いや私

は日に何度か反省していると言うかもしれません｡しかし､

彼らが何を反省しているのかと言えば､人に対する態度が

ちょっと悪かったというような､自分が過去にしたことに

ついての反省が主で､自分そのもの､魂そのものの反省は

していないのではないでしょうか｡そうした根本的な反省

が哲学だと考えれば､すべての人がもう少し内省的になれ

るのではないかと思います｡身体の世話をするときには正

確な医学の知識が必要で､これがなければ身体の世話はで

きません｡ですから､本当に学問的な哲学は専門の学者が

やるより他はありませんが､ひとりの教養人として､常識

的な哲学ヒはどういうものかを学んでおかないと､魂の世

話はできないと思います｡それが､特に日本で哲学が大事

だと思う理由の一番目です｡

二番目に､それでは魂の世話をするにはどうすればも)い

か｡さしあたり､哲学的な古典を中心に本を読んで､そこ

から問題を引き出したり､感じたことを述べ合う方法で他

者と対話を始めることが有効だと思います｡と言うのは､

何の準備もない人が集まって対話をしようとしても､とも

すればスポーツや新聞に出たニュースの話題に終始してし

まいがちです｡また､自分が最近読んだ本の話でも､一方

が読んでいなけれぼl青報の交換で終わってしまい､あまり

深く話し合うことはできません｡そこでアメリカのアスペ

ン研究所は､いわゆる人類の知的遺産と言われているよう

な書物を選び､それを参加者全員が読んできて､なおかつ

研修の場でも再び読み込み､それを中心にお互いに問題を

引き出したり､疑問を語り合ったりする対話の方法を採用

したわけです｡それなら実のある対話になるからです｡

三番目にそこで行われる対話の意味ですが､対話とは､

人と会ってただ話すのではなく､きちんと向き合って､共

通した問題を語り合うことです｡最近､日本でもよく討論

が大事だと言われますが､討論と対話は似ているようで違

います｡対話は英語でダイアローグ､つまり相手をやっつ

けることが目的のディベートではなく､反論を含みながら

も最後は場を同じくする人々が対話を交わすことによって､

それぞれが持っていた知識あるいは見解がいままでよりも

→段高いものへ上がっていくような道を生み出す共同作業

です｡

おそらく絶対的な真理というものは､あまりに遠くて人

間には容易につかみ得ないと思いますが､しかし本当に意

味のある古典を読みながら対話を交わしていれば､なにし

ろ古典の著者は大変な学者や詩人や政治家ですから､そう

いう人たちの知識を土台にして､私どもが少しずつ自分を

高めていくことができるのではないか｡そうすることで真

理の一面を見ていくことになり､一歩ずつでも真理に近づ

くことができるのではないかと思うのです｡

一見､遠回りに見えますが､それは､未来を考える上で

も必要なことだと思います｡なぜなら､人間が偏った儲け

主義や国家主義､会社主義とか利己主義などに振り回され

ずに､人類の立場に立っていい未来をつくり上げていくよ

い学問やよい事業を創造していくということにつながる規

範と理念を､古典は教えてくれるからです｡古典は人類の

宝物ですから､セミナーでの対話を通してそれを内的に学

び､そして新しい時代に新しい未来を切り拓いていくとい

う､謙虚であると同時に挑戦的な営みができるのではない

かと思います｡ (談)

○



見えか鳴のを見る目を養う

福原義春
●日本アスペン研究所副会長

株式会社資生堂取嫡役会長

項末化の危機

現代はまさに価値の多棟化と変化の時代であり､私たち

は否応なくそうした時代の変化に対応することを余儀なく

されています｡しかし､その変化の底に実はもっと大きな

流れが存在しており､いつの時代もその流れを見据える目

を持った者が次の時代を拓いてきたことは間違いありませ

ん｡大事なのは､目先の変化にとらわれず､時代の底流に

あるもの､現象の奥にある見えないものを捉える力を身に

つけることだと思います｡その力こそが､いま求められて

いる｢知｣の姿ではないでしょうか｡敢動の時代にあって､

政治､経済､社会､技術などあらゆる分野で､その大きな

流れを見据えるための哲学が必要とされているのです｡

しかし､日本は戦後50年の間､この時代の底をゆったり

流れる大きな流れを見据えるのではなく､目前の現象に振

り回されてきた感があります｡アメリカは50年前に､この

ような目先の現象だけに振り回される≠墳末化の危機かに

気づき､アスペン研究所をつくりました｡そこは､内外か

らさまざまな分野の人々が集い､古典から得られる｢知｣

をベースに思索を深め､生起するさまざまな社会現象を的

確に読み解く洞察力を磨く場となっています｡遅ればせな

がら日本にも｢日本アスペン研究所｣が発足したのは､時

代の大きな流れを見誤らないために､いまこそわれわれも

教養を深め､｢知｣を鍛えることが必要だという､富士ゼロ

ックスの小林陽太郎会長をはじめとする多くの財界人の認

識によるものです｡

もっとトータルな人間性を求めて

世界のグローバル化により､いまや世界中の人々が他の

国が持つ歴史や文化の厚みを互いに理解し合い､異質な社

会が持っている｢知｣を共有し合うことで共存共栄の道を

追求してゆく時代になりました｡私たち経営者やビジネス

マンも､商取引の話以外に､海を越えた人々との共通の話

題をどれくらい持っているかが問われる時代になっている

のです｡しかし､共通の話題と言っても､趣味やスポーツ

の話だけでは自ずから限界があります｡必要なのは､古今

東西の古典や歴史､文学､美術､哲学といった幅広い教養

に裏打ちされた､独自の知見だと思います｡私がフランス

のエグゼクティブとお会いするとき話題にのぽるのは､い

つも詩の話であり､絵画の詣です｡中国の政府高官との歓

談でも､中国の故事や古典の引用が盛んに登場します｡こ

のようなとき､ただうなずいているだけでは相手もシラケ

るばかりでしょう｡互いに共通の話題､共通の教義を持た

ずに対話を続けても､それらの人々とよいネットワークを

つくることは到底不可能だと思います｡

当社の役員がヨーロッパ出張のおり､ローマ空港で時間

待ちの退屈しのぎにゴルフのスイングをしたところ､イタ

リア人の通訳に､日本人は退屈するとすぐ立ち上がってゴ

ルフのスイングをするけれどどういう意味があるのかと聞

かれ､赤面したと言っていました｡ゴルフが悪いとは思い

ませんが､それだけしかないと見られるのではあまりにも

情けなしゝような気がします｡今後ますます国際化するビジ

ネス･シーンの中で､私たち日本の経営者､ビジネスマン

には､どこの国へ行っても適用する高い教義がいっそう求

められることになるのは確かです｡19世紀のイギリスに

は､思想家､芸術批評家であると同時に経済学者でもあっ

たジョン･ラスキンがいました｡ラスキンは､それまでの

経済学が人間を利潤と効用を追求する存在と見なしてきた

ことに異をとなえ､経済活動には強い倫理感が不可欠であ

り､それはすぺての人間の精神と肉体の幸福を追求するも

のでなければならないと言っています｡つまり､人間は金

儲けのために生きている存在ではなく､もっとトータルな

ものであると言っているわけです｡

壮年になってから得る知識と教養

かつての右肩上がりの経済成長の中で､日本は学校でも

企業でも効率第一できて､経済的価値だけを重視し､本当

の知や教養を軽視してきました｡そのことのツケが､いま

廻ってきたように思います｡本来ならば企業経営にも哲学

者や社会学者が加わり､時代の底流を見きわめながら､ち

ょっと立ち止まって､果たしてこの会社はこれでいいのだ

ろうかと強く戒める､そうしたゆとりを持つことが必要な

のです｡健全な企業経営を支える､そのようなコモンセン

スや判断力は､深い教義があってこそ生まれてくるものの

ような気がします｡

さらに､組織のイメージや結束力を決定するのは､経営

者のリーダーとしての人間的な魅力です｡そこでものを言

うのは､やはり見えないものを見る｢知｣であり､教養だ

と思います｡洋の東西を問わず､哲学や歴史や文学､美術

などについての深い考察を重ねてきた人物には､人間的魅

力が備わっています｡これからの企業もまた､この人間的

魅力によって経営されなくてはなりません｡その意味で､

4(代､5叶宅になってから得た教養は人生経験の少ない学生

時代の素養とはひと味もふた味も違ったものになり､それ

が持つ重さも比べものにならないと思います｡

つまりこれからの企業は､経済的な合理性や効率の追求

だけでなく､知や感性を磨きながらつねに新しい文化を生

み出していこうとする創造的な人々によって支えられてい

くものでなくてはならないのです｡



知的対話を求めて

古典と椿閲する日々
本当の教養とは何か｡これは教育関係者に限らず､多く

の心ある人々の間で問い続けられている疑問である｡この

間いを自らに課し､対話と古典から学′Sぐアスペン･エグゼ

クティブ･セミナー｡ここには､過去の人々は何に価値を

見出し､どう生きたのかを考え､そこからわれわれは何を

基準に､どう行動すればよいのかを探って､その筈えを見

つけようとする人々がいる｡去る2月11日～16日､千葉県

木更津市｢かずさアーク(かずさアカデミア/トク)｣で開

かれた冬季セミナーで､そのユ

ニークなプログラムに取り組む

人々の表情を追ってみた｡

写真･児玉房子
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アス乍ン･セミナ⊥に

参地して

〈1999年7月第引回参加〉

以前このセミナーに参加した上司が､久しぶりに哲学と

か東西の名著と呼ばれるものを読み､それをベースにディ

スカッションをする1週間を過ごしてみて､ものごとをゆ

っくり考えることがこれほど大事なことだとは思わなかっ

たと､日頃に似合わず真面目な顔をして言っていたんです｡

そこで､では私も目からウロコの体験をしてみようと軽い

気持ちで参加したのですが､これが大変な間違いでしたね｡

ちょうピソフトウェア開発研究所を立ち上げる直前の海

外出張等で慌ただしい時期だったので､送られてきた少な

からぬ量のテキス下をじっくり読むヒマがなく､まきに一

夜漬けで参加という情けない状態になりました｡そのため､

セミナーの最初のころはモデレーターのお二人の先生にう

まくリードしていただきながら進んだものの､ここは対話

の場だからと意見を求められても､なかなかうまくまとま

らないんです｡それで､毎晩--一所懸命テキストを読んで理

解につとめ､参加者全員で議論を重ねていきましたが､不

思議なことに自分の意見にこれまでの人生で考えてきたこ

とを凝縮していけるようにな町､ものごとをかなり深く考

えるようになっていました｡

そして､セミナ｣から帰ってしばらくは哲学に凝りまし

て､会社でスタッフとの会議のときには､すぐアスペンの

謡や哲学の話をしていました｡それまではビジネスの勝っ

たの負けたのという謡ばかりしていたのが急に哲学の話に

なったので､みんなあっけにとられていましたね(笑)｡

私がなぜこんなに哲学に魅かれたのかを考えてみると､

これまで自分が受けた教育の中には､倫理や価値について

体系だてて考える機会が殆んどありませんでした｡ですか

ら､自分は何に拠って立つべきか､何をベースにものごと

を判断すればいいのかという問題について､以前から疑問

を感じることがあったんです｡宗教を持っている人はその

宗教の教義などに判断の拠り所を求められるでしょうが､

私のように無宗教の企業人は､ビジネス的なジャッジだけ

でものごとを決定していくことになります｡しかし､ビジ

ネスも国際化､複雑化するいま､もっと大きな観点に立っ

て判断することを求められる場面が､これからますます多

くなると思います｡哲学や古典を学ぶことは､そうした判

断力を養う上で有効なのではないでしょうか｡

◎

じっくり思索り時を持づ

ことの大切さ

内永ゆか子さん
●日本アイ･ピー･エム株式会社

常務取締役

ことにインターネットのようなもので世界が瞬時にネッ

トワ←クで繋がる時代になってくると､物理的な国境の意

味がだんだん薄らし)できます｡そのとき国とは何か､自分

たちが拠って立つアイデンティティーとは何かが問われる

ことになる｡そのような混沌とした状況の中で､もう一度

原点に戻って社会の根本原理とは何かを考えることは､と

ても大事だと思いました｡

セミナーでの､認識の問題や倫理の問題を｢自然･生命｣

｢ヒューマニティ｣といったさまざまな切り口から考え掘

り下げてゆく作業は､すごく刺激的で面白かったですね｡

テキストは古典でも､例えばカントの時代の問題意識も現

代の最先端の問題意識とあまり変わらないんです｡結局､

人間の営みの基本的な部分はそう違わないんですね〕そう

いう意味でも､アスペンで哲学をもう一度見直す機会を与

えられたことは､自分がこれから行動してゆく上で価値判

断をするときのいい物差しをいただいたという感じがしま

した｡これまでは､私はいつもバッと反射的にものごとに

対処してきたのですが､それは頭ではなく脊椎でものを言

っていたなと思うんです｡しかし､スピードを求めてどん

どん先に行こうとするこんな時代にこそ､もう一度ゆっく

り思索し､行動を起こしていくことが必要なのではないで

しょうか｡そのことを強く感じさせてくれたのが､アスペ

ン･セミナーでした｡

これは参加されたみなさん共通の思いだと思いますが､

1年経つとあのときの感動をかなり忘れてしまいます｡で

すから､もう一度頭のリフレッシュができるように､また

セミナーを通じて生まれた人のネットワークはビジネス上

のネットワークとはまたひと味違ったものなので､その絆

を深めるためにも､数年に1回はOB会のようなものを開い

ていただけるといいですね｡ (談)
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アスへン･セミナーに

参加して

〈柑98年2月黄l回参加〉

このセミナーは従来のセミナーとは違う､日本で初めて

の試みなんだと上司に言われ､どうなることか全くわから

ず参加しました｡日頃､私は雑学吉し煮で比較的本を読んで

いる方だったので､とりあえずお前が行ってこいというこ

とだったんでしょうか｡しかし､膨大な量のテキストが送

られてきたのには驚きましたね｡

セミナーでは､読んだものについて対話をしなければい

けないのですが､私の場合､こうした対話形式は初体験な

ので､最初は発言がどうしても質問夙になるんです｡する

と急にその場が教室になってしまって､モデレーターの先

生方とは教師と生徒の関係になってしまう｡というわけで､

まず対話に慣れるまでが一苦労でした｡でも､みなさんと

議論を重ねていく過程で､自分の読書がとかく結論や正し

い答えを急いで探すという受験勉強のような読み方になっ

ていて､書かれたことについて思索をめぐらしたり､自己

形成を因っていくような作業を殆んどしてこなかったこと

に気づかされました｡これが､私がセミナーに参加して最

も反省した点です｡

セミナーの各セッションの立て方､テキストの選び方は

とても工夫されており､われわれがもう一度原点に還って

勉強をするには最適な方法だと思いました｡特に企業人と

しては､哲学や認識の問題を現実世界とどうからみ合わせ

生かしていくかを考える必要がありますし､またそのため

には十分時間をかけないと深い対話はできませんが､世界

と日本｣とか｢デモクラシー｣などのセッションは､身近

なところからそれらについて考えることができ､なかなか

面白かったですね｡

私は人事や企画といった苦痛での仕事が長かったので､

企業倫理の問題､あるいは個人と企業の間の意識のギャッ

プをどう埋めるかといった問題に関心を持っていました｡

しかし参加してみたら､テキストは本当の古典ばかり-｡ビ

ジネスのどの字もなく､どこで俗世間の問題と結びつくの

かと最初はとまどいました｡でも後で考えると､それで正

解だったんです｡日頃私たちは､本にすぐ何かに役立つ処

方箋的なものを求めがちですが､それは何にでも効くよう

でいて､実は何にも効かないことが多い｡このセミナーで

は､根源的な問いについて､一歩退いて全体を大きく見て

アスペン効果が

消えかうちに

佐藤孝雄さん
●東京電力株式会社

常任監査役

考える､あるいは掘り下げて考える訓練をするわけですが､

そのためには古典から始めないと普遍的なものに出会えな

いんですね｡そのことを､ここで学んだように思います｡

このセミナーでの対話は､それによって何か知識が得ら

れるわけではなく､その場で結論が出るわけでもないので､

多少フラストレーションが残ります｡そこで､出された問

題を自分でもう少し考えてみようという気持ちになる｡こ

れは参加されたみなさん共通の思いですが､こうした点も

なかなかうまく工夫されているなと思います｡とにかくセ

ミナ｣が終わって数カ月間は､熱に浮かされた状態になっ

ていましたから(笑)｡2年経ったいまでも､そこでひっか

かった問題は頓に刺さった骨のようになっているんですよ｡

いまの企業人には哲学がないとよく言われます｡確かに､

近代化の過程で､社会もわれわれ人間も細かく細分化､専

門化する方向に行き､ものごとの全体の中での位置づけが

わからなくなってきています｡それをもう｢堅総合し､全

体を見るためには､哲学的な考え方が必要なんですね｡哲

学とは､総合科学ですから｡つまりこれから必要なことは､

人間が本来持っている知恵や情熱を取り戻し､本当に人間

にとって必要なことは何か､人間が自然や社会から必要と

される活動とは何かを考え直してみることだと思います｡

その意味で､これからは複雑な知の体系をつくることより､

ものごとに共通する普遍的なものを探すことが求められて

いるのかもしれないと､セミナーが終わってからしみじみ

感じました｡

もともと私は哲学とか心理学､社会学などに関心があり

ましたが､これまでは手当たり次第､消費型読書で読んで

きましたので､これからは少し系統だてて読むこと､読ま

ないまでも､せめてこれだと思う本が書店の棚から消えな

いうちに買っておこうと､多少アスペン夙に本を選ぶよう

になりました｡これを私はアスペン効果と称しているんで

す(笑)｡

この効果が薄れないうちに､またアスペン･セミナ｣OB

会などで｢魂の世話｣をするのもいいなと思っているとこ

ろなんですよ｡

(談)

◎



アスペン･セミナーに

参加して

く1999年11月第5回参加〉

第3回｢日本アスペン･エグゼクティブ･セミナー｣参

加者､斉藤千香子さん(国連難民高等弁務官事務所副代表)

から突然このセミナーへの参加を勧められた時には､正直

言ってかなり躊躇した｡小林陽太郎会長が米国アスペン研

究所に深く感銘され日本に開設したセミナーの参加者は､

全員まさに日本のトップ企業の中枢にある方々ばかりであ

り､さらに古典を読み感想を発表する対話形式のセミナー

ということにも怖気づいた｡が､二度とないすばらしいチ

ャンスを与えて]貢いたことは望外の喜びで､勤務先の了解

を頂き出席の準障をした｡送付されたテキストを事前に熟

読玩味するのが参加者に課せられた重要条件だが､これが

かなり厳しかった｡プログラム企画委員の先生方が選ばれ

たテキストはすばらしい書物ばかりである｡が､実際は難

解な文章を読みこなす時間的･精神的ゆとりのないまま､

とにかく｢読んだ｣状態で出席した｡

セミナーは5泊6日の中に､6セッション､2つの懇話

会､文化プログラム､総括セッション､開閉会レセプショ

ンが上手に構成されている｡セッションは｢世界と日本｣｢自

然･生命｣｢認識｣｢美と信｣｢ヒューマニティ｣｢デモクラ

シー｣の6本立てで､本間長世先生､今遣友信先生という

すばらしいモデレーター､また優れたリソース･パーソン

の指導･助言を得てすすめられた｡

私達は､旧約聖書の書かれた時代から現代までの3千年

に及ぶ時間の幅と､人間の心に触れる哲学･宗教､そして

ヨーロッパり強固な

思想体系に圧倒される

石神澄子さん
●社団法人日本ユネスコ協会連盟

エグゼクティブ･セクレタリー

東洋･西洋､美術･音楽と実に深く広い｢知｣を学んだ｡

難解なカントの『実検理性批判』に頭が硬くなりながらも､

人と神､人と人との契約が全ての基本となっている西i羊思

想に学び､仏教､神道にも触れた｡孔子､朱子学からも学

んだ｡そしてキリスト教と兄弟ともいえる科学の誕生(仏

教から科学は生まれていない)が300年程前で､特に20世紀

に科学は飛躍的な発展を遂げた｡が､人間の精神との関係

については､法王ヨハネ･パウロⅠⅠ世が｢法王庁科学アカ

デミーへの進化に関する教書｣で述べているように､｢時間｣

の概念の入る科学者に｢時間｣を超える精神的な世界の説

明分析はできない｡総じて､私はヨーロッパ社会が数千年

かけて築いてきた岩盤の如く強固な思想体系に圧倒された

印象だった｡和辻哲郎の『鎖国』､朝河貫一の『日本の禍

機』や吉野作造､石橋湛山に改めて学びつつ､このままで

はいけない日本､そして自分ができる何かから始めなけれ

ばいけないとの思いが深く残った5日間だった｡

最終日は残念ながら欠席させて]扇いたが､モデレーター､

リソース･パーソンの先生方のすばらしいご指導と事務局

の完璧な対応には心から感激しました｡5日間を共にした

参加者の方々とはいわば同級生のような連帯感が生まれ､

あの集中度をなつかしく思い起こしています｡このように

かけがえのない機会を与えてくださった関係者の皆様に心

から感謝いたします｡

⑳

アスペン･セミナーに

参加して

〈柑99年2月第3回参カロ〉

金融という世界に身を置いていますと､とかく世の中は

円とドルで動いているという錯覚に陥りがちなんですが､

私はそうした感覚になんとなく違和感を覚えていました｡

そんなおり､日本にもアメリカのアスペン研究所のような

ものが必要だということでこのセミナーが始まったことを

知り､｢われわれは金紗ナばかりやっていてはいけない､人

間の生きる基盤にはもっと別なものが必要だ｣というアス

ペンの趣旨に感銘を受けて､思い切って自費で参加博せて

いただきました｡実は私は､四十を過ぎたらアメリカのア

スペン研究所に行ってみたいと思っていたんです｡それが､

日本版が設立されたと聞き､英語で講義を受けるより気楽

だろうとのんきに考えたわけですね(笑)｡

私は､大学では行政学とか法律のようなお堅い実務ばか

り学んでいたので､古典を読むのは新鮮な体験でした｡し

かし､まず送られてきたたくさんのテキストを読むのに→

苦労｡セミナーに参加してからも､例えば｢認識｣のセッ

ションなどは､最初はテンプンカンプンでまったくお手上

げの状態でした｡でもモデレーターの先生方が非常に親身

になってうまく導いてくださったので､とてもよく理解で

き､同時に｢わかる｣ことの面白さを味わえました｡それ

が素晴らしかったですね｡いろいろな方たちと対話をして

いく中で､共有の知を高めていくプロセスはすごく楽しか

ったし､知的な興奮がありました｡みなさんとの夕食後の

バーでの→杯という経験も､私にとっては有意義でした｡

中には会社の業務命令で参加された方もいて､最初は気

乗りしないふうでしたが､だんだん面白くなってこられた

らしく､半ばくらいから非常に熱心に積極的に意見を述べ

られていたのが印象的でした｡

これは小林陽太郎会長も言っておられたことですが､古

典を読むことは､短観利益的な思考ではなく､長期的に人

間として何をなすべきかを考えるためのバックグラウンド

づくりには欠かせないことなんですね｡ですから､セミナ

｣の中で改めて古典を読んだり考えたりする機会を与えて

いただき､また古典をひもとくよいきっかけをつくってい

ただいて､非常によかったと思っています｡セミナーから

帰ってからは､経営活動とは究極のところ倫理的なもので

なくてはいけないと周囲に説いてまわって､璽盛を買って

｢なぜ｣と向き合うことり

面白さを知る

井口 優さん
●オランダ銀行東京支店

総合リスク管理部郡長

いるんですよ(笑)｡

いまの日本は､自国の文化についての情報発信力がすご

く落ちていますね｡苦は岡倉天心にしろ新渡戸稲造にしろ､

英語で日本文化についての本を書いて､外国人の日本理解

に大きく貢献しました｡いまは､ハンバーガー･イングリ

ッシュはできても､自分たちの文化については語れない､

外国人に説明できない人が増えているように思います｡し

かし外国の人たちは､上に行けば行くほど文化的なものへ

の造言旨が深く､お会いするとビジネスの話でなくいきなり

モーツアルトが出てきたりしますからね｡私は座禅をやっ

ているので､禅についてもよく聞かれます｡そんなとき､

逃げないできちんと話ができるだけのものを身につけてい

ないと､日本人はこれからますます厳しい思いをすること

になるでしょう｡そういう意味で､アスペン･セミナーで

古典の読み直しができたことの意味は大きいと思います｡

セミナ｣に参加して､書物にはハウ■ツ｣ものとそうで

ない書籍とがあることがわかりました｡そして､いまの日

本はハウ･ツーの方ばかりが氾ラ監していますね｡でも｢ハ

ウ｣､｢どうすればいいか｣という質問は法律や人に聞けば簡

単にわかりますが､｢なぜ｣というものごとの梶本的な問い

には自分で答えるしかない｡セミナーでは､まさにその｢な

ぜ｣と向き合う機会を与えていただいたわけで､貴重な体

験ができました｡古典も､3〔代には3叶モの､4〔代には40代

の､5叶宅には5叶℃の読み方があるでしょうから､これから

も繰り返し読み直す作業を続けていきたいと思っています｡

そのために､これからも数年ごとに､われわれOBのフォ

ローアップのためのセミナ←なども開いていただけるとあ

りがたいと思います｡ (談)



lアスペン･グループだより

国際シンポジウム｢グローバライゼ一拍ンとアスペンの理念･役乱を開催

去る3月9日､日本アスペン研究所は､

アメリかアスペン研究所会長エルマー･

ジョンソン､イタリア･アスペン研究所

会長カーロ･スコニヤミリオ､フランス･

アスペン研究所副会長ラフアエル･ハダ

ス=レベルの各氏らを迎え､国際シンポ

ジウム｢グローバライゼ｣ションとアス

ペンの理念･役割｣を､東京･六本木の

国際文化会館で開催しました｡

エルマー･ジョンソン氏は､その基調

講演｢グローバライゼーションと人間の

条件｣の中で､現代社会における人間の

精神と人間的価値観の重要性について､

おおよそ次のように述べられました｡

人間的価値の回復

｢今年､アスペン研究所が50周年を迎

えるにあたり､私どもはさまざまな催し

を計画していますが､その全体テーマに

『グローバライゼーションと人間の条件』

を選びました｡アスペン創設以来の理念

である人間的価値の回復のために私たち

が取り組むぺき課題はたくさんあります

が､もっとも今日的な現象として､私た

ちは｢市場のグローバル化｣｢技術の革

新｣｢人口動態の変化｣｢容赦のない都市

化｣に注目したいと思います｡それは､

この4つが現代を規定し､人間の榔申に

少なからぬ影響を与えていると思うから

で､これらの問題を考えるために先のテ

ーマを選んだわけです｡

グローバライゼーションは､これらが

相互に関連する要素を持ち､直接的にも

間接的にも私たちの生活を左右し､今後

ますます相互依存の世界を現出させるも

のです｡自然界がそうであろように､も

のごとにはメリットとデメリットがあり

ます｡グローバライゼーションは生活を

よくする面もあるでしょうし､アスペン

研究所が掲げた理念をさらに拡大するき

つかけにもなるでしょう｡しかし､文化

的､伝統的には､アイデンティティーを

奪うという点で大きな脅威になります｡

アメリカナイゼーションとグローバラ

イゼ｣ションは同義語ではないかと多く

のアメリカ人は疑い､そうなることを恐

れています｡自分たちの人生が､自分で

管理できないところに行ってしまうので

はないか｡職場での人間の価値はどうな

ってしまうのか｡環境は持続できるのか｡

市場のグローバル化が進み､国民国家は

衰退するのではないか｡国民国家がなく

なれば､誰が問題を解決してくれるのか｡

また技術の電子化､ネットワーク化が進

み､技術偏重の社会になれば､教育や熟

練労働の問題はどうなるのか｡人権は守

られるのか｡社会的共有財産としての自

然環境などはどうなるのか｡

このように問題を羅列することは簡単

◎

｢変化の時代｣における人間的価値を論じるパネラーのみなさん

基調講演をするエルマー･ジョンソン氏

ですが､問題の解決方法を見つけること

は容易ではありません｡今年1年の取り

組みでは､解決の糸口はつかめないかも

しれません｡しかし､何年かかろうと､

私どもはこのような現代の課題に取り組

んでゆくつもりです｡

この夏に開催予定のシンポジウムには､

アナン国連事務総長､世界銀行のウオル

フェンソン総数､ヘンリ｣･キッシンジ

ャー､ジミ｣･カーター元大統領などが

出席され､またさまざまな分野の学者や

ジャーナリスト､NPO､NGOの人たち

が参加して､いろいろな視点から話をす

ることになっています｡人間的価値の回

復をめざす立場から､世界のさまぎまな

問題の解決に向けて､正義に満ちた社会

市場をつくり､社会政策に人間的視点を

反映させる努力を､あらゆる機会を通じ

て続けていきたいと考えております｣

この基調講演に続き､日本アスペン研

究所･本間長世副会長の司会で､エルマ

ー･ジョンソン､小林陽太郎旧本アス

ペン研究所会長)､福原義春(日本アス

ペン研究所副会長)､カーロ･スコニヤミ

リオ､ラフアユル･ハダス=レベルの5

氏によるパネル･ディスカッションが開

かれました｡

福原義春副会長はIT革命と人間の条件

に角凱｢いま私たちはIT革命の時代を迎

え､止めることができないグローバライ

ゼーションの流れの中にいます｡そして､

私たちの日常は技術に被いつくされよう

としています｡技術の進展は素晴らしい

ものですが､それだけでは人間が人間と

しての存在を全うすることはできないの

ではないでしょうか｡それが人間の生き

る意味に生かされることで､初めて人間

の全体像に近づけるのではないかと思い

ます｣とコメントしました｡

lヨーロッパの視点から

カ｣ロ･スコニヤミリオ氏はヨーロッ

パの視点から国民国家の限界に言及し､

｢現代の最大の課題は変化だと思います

が､変革の方向性を定める価値の基準を

どこに求めるかが重要です｡それは民主

主義における自由や平等の概念をどう考

えるかということでもあります｡グロー

バライゼ｣ションあるいは電子ネットワ

ーク化によって国民国家の存在があいま

いになれば､国民国家を超えた機関が必

要になります｡このような状況に対して､

国際的な文化を持うた指導者を育てるこ

とができる､真に国際的な組織であるア

スペン研究所が､この間題解決の一翼を

担う機関になることを期待しています｣

と述べられました｡

ラフアエル･ハダス=レベル氏もヨー

ロッパの立場から､ニューエコノミーは

新しいパラダイムとなりうるかという経

済学上の疑問点を提出され､｢経済のグロ

ーバライゼーションは技術革新､市場間

左から福原義春､カーロ･スコニヤミリオ､

放をもたらしましたが､大きな特徴は世

界各国が相互依存をいっそう深めてゆく

ことであり､これをフランス人は大変重

大に考えています｡そして､アメリカ塑

の経済モデルが果たして世界的に受け入

れられるかどうかを考える必要がありま

す｡電子化に伴う仮想経済と実体経済の

ズレが大きくなれば､世界経済が破綻す

る危険も予想されます｡アメリカの→人

膠ちでいtlのか､他の経済モデルもあり

得るのではないか｡その意味で､もう一

つの経済モデルとして日本型の経済のあ

り方にこれからも注目していきたいと考

えています｡また､人間的価値の問題と

しては､新しい世紀に向けて『連帯j と

いう軌念を提唱したいと思います｣と発

言されました｡

最後に､小林陽太郎会長は日本の近代

化と教育の問題に触れ､｢明治期に日本

の若者は学校教育を適して豊かな古典･

ラファ工ル･ハダス=レベル､小林陽太郎の諸氏

文学を学び､人道主義的価値に触れるこ

とができました｡それは戦争で中断され

ますが､戦後､アメリカ型の教育制度を

導入し､教養課程を重視するシステムが

確立されます｡しかし､高度成長期の経

済的成功により､ある産のごう慢さが社

会全体に拡がり､非経済的価値をないが

しろにする傾向が顕著になりました｡つ

まり私たちは､効率を重んじるビジネス

向きの人材を育成することはできたけれ

ど､人はなぜ生きるのかを問うことはし

なかった｡新しい世紀に向けて､私たち

はいま新しい教育制度の改革を進めてい

ますが､アスペンの理念である人間的価

値の尊重はかけがえのないものであり､

ビジネスの世界でも､その観点から自己

認識を持ち､他の地域文化をきちんと認

めることができるリーダーを育成してい

かなければなりません｣と述べました｡

これらの発言を受けて､フロアからも

活発な質問があり､2時間半におよぶシ

ンポジウムは盛会裡に終了しました｡
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