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アスペンり精神

行天蓋雄
●日本アスペン研究所副会長

財団法人国際通貨研究所理事長

日本アスペンの役割

日本アスペン研究所の心の故郷とでも言うべきアメリカ

のアスペン研究所が､今年50周年を迎えました｡日本アス

ペンは､このアメリカ･アスペンの創立の志を日本の環境

の中でどうやったら生かしていけるのか､それを生かすこ

とが日本にとっても大事なことではないかとも1う気持ちか

ら､小林陽太郎会長を中心にアメリカ･アスペンの精神に

学ぼうという有志が集まってスタートしました｡

いま世界を席巻するグローバリゼーションとか情報革命

の中で､市場原理がすべてに優先するという見方が強まっ

ています｡国も会社も個人も､そういう枠組みの中で競争

し､勝ち抜いて生き残っていくことが世界全体にとって幸

せなんだと｡特に東西の冷戦が終わってイデオロギ｣間の

対立がなくなり､まさに政治的にはデモクラシーが唯一の

イデオロギーになって､市場原理が世界を動かすのが正当

だということになりました｡しかし､9月末にチェコ共和

国のプラハで世界銀行と国際通貨基金の年次総会があり､

その会議の開会式で演説をしたチェコ共和国のハベル大統

領は､経済的な利益の拡大だけが人間のさまぎまな営みの

目標となってしまっていることに対する危機感を訴え､人

間の倫理として基本的に持たなければならない価値観をも

う｢匿探し出す努力をする必要があることを強調していま

した｡アスペンは50年前に､まさに同じ主旨で現代社会が

直面している人間の精神的な危機に対して警鐘を鳴らし､

ヒューマニズムの立場から過ちが起らないように努めよう

という気持ちから始まったものです｡それは､我々は生き

るためにさまざまなことをしますが､その営みの中に人間

の心というものも同時に育てていかなければいけない､と

いうことです｡

日本の戦後の歴史を振り返ってみると､政治的には民主

主義が定着したでしょうし､経済的には資本主義的な市場

経済がたいへん発達しました｡しかし､その中で日本人は

何か心の拠りどころを失ってしまっている｡それを取り戻

すことも､日本アスペンの大事な役割だと考えています｡

生きることの意味を考える

アスペン･セミナーは企業や官公庁､NGO･NPOのト

⑳

ップやリーダーの方に参加していただくことに主軸を置い

ています｡いま日本の企業は非常に厳しい状態にあり､サ

バイバル競争のまっ只中にあることは重々承知しています

が､実は欧米でも同じような時期がありました｡しかし､

例えば錮年代のアメリカで､当時の企業のトップの人たち

がいまの日本と同じであったかと言えば､私は違っていた

と思います｡危機的状況の中でも､彼らは10年先､20年先

を見通す知恵と判断力を持っていた｡最近もアメリカ企業

のトップの人たちと話をしていて感じたのは､まさにチェ

コのハベル大統領が語ったことと同じような意味で､最近

の人間には何か基本的な倫理観あるいは価値観が希薄にな

っているのではないかという不安を､かなりの経営者が持

っていることです｡

最近では30代､40代で巨万の富を手にする人がずいぶん

いて､私がいったいあの人たちは貯めたお金で何をするの

だろうと言ったら､ある人がこともなげに彼らは二つのこ

としか考えていない､立派な家を建てることと大きなヨッ

トを持つことだと言っていました｡もちろん全員がそうで

はないでしょうけれど､そういうことが一種の風潮になり､

それが人間活動の目的になってしまうことに対しては､誰

しもいささかの不安を覚えるのではないでしょうか｡

ただ､幸いなことに苦から企業家は､経営に携わる一方

で自分のビジネスと若干違ったものごとについて考えるこ

とが少なくありませんでした｡趣味豊かな人は多いし､社

会的貢献で成果を上げている方も多い｡しかし､これから

の企業家はさらにそこから一歩進んで､思想･哲学にまで

思いをおよほすことがやはり必要だと思います｡そういう

ものも人間としての営みの中で大事な要素であるというこ

とを理解する必要があります｡ビジネスの世界は結果主義

だから､どんなに立派な偉そうなことを言っても会社が儲

からなければ駄目ということになります｡しかし会社を大

きくしてたくさん儲けることだけが万人にとっての唯一の

目標であるのかどうか｡人間にはいろいろな目標があり､

価値観があります｡それらを追求すると同時に､人間が生

きる上で基本的な核になるものについてもたえず思いをめ

ぐらす｡人間にはこうした姿勢がやはり必要ではないでし

ょうか｡生きていることの意味､それを考えるきっかけを

アスペンのセミナ←で見つけていただきたいと思います｡

顔のある日本人をつくるために

小和田 憶
●日本アスペン研究所王里孝

財団法人日二本国際間題研究所理事長

アスペンとの出会い

一小和田さんがアスペン研究所と関わられたきっかけは｡

私は1979年から81年の2年間､ハ｣バード大学で教えて

いたことがあります｡そのとき､友人の教授たちからアス

ペン研究所のことを紹介され､そこで行われていた日本セ

ミナーにお誘いを受けました｡それまでアスペン研究所に

ついては名前だけは聞いていましたが､具体的にどのよう

な活動をしているところかは知りませんでした｡そこでは､

アメリカの企業のリーダーになるような人たちが日本につ

いて政治､経済面だけでなく歴史､文化､社会面について

もいろいろ勉強するセミナーだと聞き､興味を持って参加

したのが始まりです｡そして大変面白かったので､翌年も

リソ｣ス･パーソンとして参加しました｡日本にも会社､

省庁その他各界のリーグ←になる人たちが仕事のことを離

れて大所高所から今日の問題を考え議論する､こういう場

所があればいいのになあと思ったものです｡

一初めてアスベンのセミナーに参加されたときの印象は如

何でしたか｡

私が最も感心したのは､企業の役員クラスの人々が集ま

り､アリストテレスやプラトン､孔子､老子など東西の思

想･哲学の古典やシェイクスピアやメルビルなど文学の古

典をしっかり読んで､真剣に議論していたことです｡これ

は大変印象的なことでした｡企業に限らず役所でもそうで

すが､日本では大字を卒業したら学問のことなど全く忘れ

てしまえと言わんばかりの風潜があります｡そして日常業

務に追われているうちに､人間としての教養の部分が欠落

アスペン研究所

してしまいます｡その結果として､極端に言えばアンチ･

インテレクチェアリズム(反知性主義)のようなものが日

本社会に蔓延しているような気がしています｡

私はFl本で大学を卒業して､イギリスのケンブリッジ大

学で大学院生として学びました｡そのときから､同じこと

を強く感じていました｡イギリスのオクスフォード､ケン

ブリッジでは､最も優秀な文科系の学生は古典､理科系の

学生は数学を専攻するという伝統があります｡それから外

務省や大蔵省に入ったり､弁護士になったりと､自分の専

門の分野に入っていくのです｡つまり学問の中で最も基礎

的な､その人の頭脳を鍛えるようなものを大学で学び､そ

れがその人の自己形成の基になっているわけです｡専門の

ことはその後でやればよいという考え方です｡

一方､日本では､私自身が受けた教育を考えてみても､

大学教育でははじめからあまりにも専門性にこだわってい

て基本的なことをおろそかにしているように思います｡R

本の大学数育は､そこを変えていかないと駄目ではないか

という気がします｡アスペン研究所のセミナーは､そうい

う意味で欧米の大学の考え方の延長線上にあると思います｡

つまり矢口的な面での人格形成を一生の問題として継続させ

るという､非常に大事なことを行っているわけですね｡

私がアスペンに深く関わるようになったのは､そのよう

な経験を背景に外務審議官当時､アスペン研究所と日本の

関係強化に協力したときです｡その結果アスペン研究所の

日本からの理事に選ばれました｡その後94年から98年まで

国連大使として勤務していたときは､3年ほど日本セミナ

ーのモデレーターも担当しました｡これは｢ジャバニーズ･

アンド･ウエスタン･ソサエティーズ｣という､日本社会

と欧米社会の基本的特質を古典から現代に至る文献を基礎

として考え､議論するセミナーです｡それまでアメリカ人

のモデレーターだけで行っていたものですが､こういうテ

ーマをアメリカ人のモデレーターだけでやるのは適当でな

いということで､私がこれまでのいきさつもあってモデレ

ーターを頼まれ､喜んでお引き受けしたのです｡

-モデレーターをされて特に印象に残ったことは｡

参加されている方々は､日本人もアメリカ人もその他の

国の人たちも加わって多様な背景を持っています｡そうい

う人たちが非常に活発に自分の疑問をぷつけて議論しあう
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わけです｡モデレーターとしては､しばしば交通整理とい

う点から難しいところもありました｡しかし､みなさんが

黙って先生の言うことを聞いているというのではなく､率

直に疑問をぷつけ､議論をしようという活発な雰囲気でし

た｡そういう意味で非常に面白かったし､やり甲斐があり

ましたね｡また､特にアメリカ人は自分が感じたこと､疑

問に思ったことは､例え素朴なことでも素直にどんどん出

してきます｡中には､なるほどそういう見方もあるのかと

思わされる意見も少なからずあって､モデレーターとして

非常に勉強になりました｡

教養重視の欧米､教養軽視の日本

一アスペンの着動がアメリカ社会にもたらしたものがある

とすれば､それは何だと思われますか｡

私自身､英国で教育を受けたこともあって､実はアスペ

ンを知るまでは西洋の教養とはヨーロッパの専売というEl｣

象を持っていました｡ヨーロッパにはヨーロッパ狼自の文

化の厚みがありますから､ヨーロッパの知識人には古典を

中心とした教養が身についています｡それも､ただ知識と

して付け焼き刃的に頭に入っているのではなく､特にリー

ダーとなるような人にはそれがその人の本質的な∴部をな

すものとなっています｡日本でも苦は漢学の素養が同じよ

うに人間的な深み､厚みをつくっていたと思います｡しか

し､少なくとも私が知るかぎり､私より少し上の世代くら

いからすでにそういうものはなくなっていて､漢学の素養

もなく､西洋の教養も身についたものとはなっていません｡

大学はもっばら知識を身につけるところとなっています｡

それさえ大学を出たら知識として教えられたことも忘れて

しまうという状態になってきたように思います｡それが日

本の近代化の問題点の一つではないかと思うのです｡

一方､アメリカはもともとヨーロッパ文化を輸入してで

きた国です｡文化の面でほ多少ヨーロッパの亜流という面

もあるかもしれないと考えるからです｡それ以上に､何と

言っても資本主義が高度に発展したところでもあり､特に

企業で働く人などは何ごとも利益第一主義で､文化論など

にはあまり関心のない人が多いのではないかと思っていた

のです｡ところが実際に接してみると､一流の企業家､経

営者には視野が広い人が多いのです｡それはアスペンのよ

うなものの存在が大きいのかもしれませんが､逆にアスペ

ンに参加ルようという気持ちを起こさせるようなバックグ

ラウンドがアメリカの教育の中に存在しているとも言えま

すね〕だから､少々高いお金を払ってでもアスペンに参加

し､少し現実のお金儲けの世界から足巨離を置いてものごと

を考えてみようという気持ちを持つのだと思います｡

これは非常に大事な点ですね｡最近､日本で露呈してい

るさまぎまな問題は､戦後の企業や役所が功利主義､経瀦=

効率一点張りで会社や国の経営を行ってきた結果だと私は

考えています｡そこでは､人間にとって最も本質的なもの

㊥

関金の挨拶をするエルマー･ジョンソン会長

としての文化とか教養というものがないがしろにされてき

た｡いま､そのツケが回ってきているような気がしてなら

ないのです｡

-小和田さんは長年､アスペンとつき合ってこられました

が､今回､50周年記念行事に参加きれて､アスペンの姿勢に

ついて何か変化をお感じになりましたか｡

私とアスペンとの本格的な関係は80年代からですから､

それほど盲羊しいわけではありませんが､変わってきている

部分と不変の部分の両方があると思います｡古典を中心に

して広い教養を自分のものとすること､古典の提起してい

るものを自分の頭で岨嘱してよく考えることが有能な指導

者をつくる上で重要である､という信念は基本的に変わっ

ていませんね｡アメリカには､安全保障問題だとかアメリ

カ糸至璃=の問題だとかについて､例えば米国経済が日本経済

に負けそうになったとき､問題はどこにあるのか､どうチ

ャレンジし､どう立ち向かうのかを考えるというような≡現

実的な問題についてセミナーを行う研究所はたくさんあり

ますが､古典を基盤に据えて考える訓練をしている研究所

はアスペン以外にはありません｡そういう点ではアスペン

は変わっていないし､その路線は今後も大事にしていくべ

きだと思います｡

他方､変わってきている点があるとすれば､以前は古典

を読んで問題を考えるということに集中していたのが､最

近はそれを今日われわれが直面している問題と結びつけて

考えようという意識がだんだん強くなってきていることで

す｡その両者のバランスの上に現在のアスペンは成り立っ

ているような気がします｡つまりエグゼクティブ･セミナ

ーとポリシー･セミナーとをバランスさせて両方を行って

います｡日本のアスペンも､将来の問題としてはそのよう

なバランスをどうとっていくかを考えた方がいいと思いま

す｡

日本の研究所もー呪実問題直結型が多いのですが､アスペ

ン･ジャパンは人間として生きることの意味を問いながら

ものごとを見ることと､同時にこのような歴史的､総合的

な視点から現実の問題を戦略的に取り上げることを組み合

わせる形でエグゼクティブ･セミナーとポリシー･セミナ

ーとを両立させるという方向がいいのではないかと思いま

す｡たとえポリシー･セミナー的なものであっても､単に

時事的なものを追いかけて何か結論をすぐ出すのではなく､

もっと基礎にあるものを深く勉強するという方向でのポリ

シー･セミナーは十分あり得ると思います｡そういうもの

をバランスをとりながらやっていくことは､R本人が自分

の国のさまざまな問題について戦略的なものの考え方を養

成する上で役に立つのではないかと思います｡

一広〈世界を相手に仕事をする上で､日本人にとってアス

ペンの取り組みは役に立つと思いますか｡

例えば日本人には顔がないとか､日本人と話していても

面白くないとよく言われます｡そういうことを言われてし

まうのは､結局､個々の日本ノしに個人としての魅力がない

人が多いからではないでしょうか｡それはどういうことな

のか｡やはり､読書や個人の体験を通じて身につけた教養

とか､その人自身が発散するものを持っている人が少ない

からでしょうね｡だから話をしても面白くない､というこ

とになるのだと思います｡

人間の魅力とは､いい意味での真の教養をどれだけ自分

の中に積み重ねているか､それが自分の個性としてどう出

てくるかということにかかっていると思うのです｡これは

アスペンの精神にも通じることですが､私はこの問題は家

庭教育も含めて日本の教育そのものに関わる事柄だと思い

ます｡そういう意味で､日本人がしっかりした顔を持つ存

在となる上で､アスペン的なプロセスは大きな意味を持つ

と思います｡

対話力をどうつけるか

一日本人は対言計)漕手だと言われますが､対話を)舌発にす

るためのノウハウのようなものはあるのでしようか｡

決して言葉尻を捉えるわけではないのですが､対話とい

うものを文字通り｢ダイアローグ｣として考えるとすると､

日本人はそれほどダイアローグが不得意ではないと思いま

す｡ただ､大勢の中で議論をして相手を説得するというこ

とは1まり得意ではないですね｡外務省の中でも､二国間

の交渉こそ本当の外交であり､多数国間外交や会議外交は

外交の本道ではないと考える人があります｡そして､それ

を軽視したり､苦手と思う人が多いのです｡これは企業の

中でも同じではないでしょうか｡

しかし､広い意味での対話は二者間だけに成立するもの

ではありません｡大勢を相手にしてその中で相手の言って

いることを理解し､こちらの言っていることを理解させて､

全体を共通の結論に導いていくプロセスこそが重要だと思

います｡そのプロセスとは､説得の技術と言い換えてもい

いのです｡そして相手を説得するには､自分の立場がはっ

きりしていて､それをきちんと説明できる能力がなければ

いけないわけです｡そういう雷IL練を日本人は受けていませ

ん｡どこかで訓練をしないといけないのではないでしょう

か｡本当は､それこそ学校の役目だと思うのですが｡

もう一つ､これはアメリカの大学で教えていた経験から

痛感することですが､アメリカ人は我々が常識から考える

ととんでもないと恩うようなことを堂々と言います｡大学

でも､先生から見ればなぜそんな馬鹿みたいなことを､と

思うようなことを平気で堂々と質問します｡日本の学生は

絶対そんなことは言いません｡こんなことを言ったら馬鹿

だと思われるんじゃないかと､抑制してしまいますね｡し

かし､本当はそういうことはあまり抑制しないで､どんど

ん率直に考えたことを言う癖をつけることが大切だと思う

のです｡少なくとも､そういう姿勢が外国との関係そは重

要だと思います｡

一説得力の問題は､政治でもビジネスの世界でも共通した

日本人の欠点のようですね｡

日本では､理屈で言い負かされそうになると地位にもの

を言わせようとする人がよくいますからね(笑)｡そんなこ

とをやっていたら､いつまでたっても日本はよくならない

と思います｡会社でも､上の人の言っていることだからと

いって､おかしいと思っても言わない､あるいは黙らされ

てしまう､そういう体質が最近のさまざまな不祥事の遠因

になっていると思います｡これからは､そういう面をどん

どん変えていく必要があるのです｡社長それは違いますと

言って議論し､社長の方にも｢言われてみればそうだな､

考えてみないといけないな｣と思わせるような関係をつく

っていかないといけません｡自分の思っていることをきち

んと相手に伝えること一国際的にはこの能力がないとや

っていけないのです｡

そういう点でも､アスペンでの対話のプロセスは非常に

有効だと思います｡ああいう体験をすることによって､自

分に刺激が与えられ､思考のプロセスが身につくのではな

いでしょうか｡

◎



アスペン研究所(USA)50周年記念国際シンポジウム

米国アスペン研究所は､創立50周年を記念する一連の特

別行事を本年2月から米国各地で実施してきましたが､そ

の総括編とも言うべき国際シンポジウムが8月19日から22

日まで､研究所発祥の地コロラド州アスペンで盛大に開催

されました｡｢グローバリゼーションと人間の条件｣というテ

ーマを掲げたこのシンポジウムには､世界各地から著名な

思想家､政治指導者､芸術家､科学者､宗教家､ジャーナ

リストなど約2000名が参加し､グローバリゼーションがも

たらす人間社会の変化と新しい課題をめぐり､その光と影

の両面についての活発な議論が展開されました｡シンポジ

ウムのサブ･テーマと主なスピーカーは次のとおりです｡

｢クローバリゼーションをどう理解するか｣

ビル･ジョイ(サン･マイクロシステム社チーフ･サイ

エンティスト)

ジェラルド･レヴイン(タイム･ワーナ一社会長)

ジェシカ･マシューズ(カーネギー財団会長)

テオ･リンマー(｢ツアイト｣誌編集長)

ジョセフ･ナイ(ハーバード大学教授)

rクローバリゼーションと宗教･社会正義｣

ヘレナ･コバン(中東ジャーナリスト)

Tu WeトMjng(ハーバード大学教授)

エリー･ワイゼル(ノーベル賞受賞者)

ゲアリー･ウイルズ(ノースウエスタン大学教授)

｢グローバリゼーションとリーダーの責任｣

ノーマン･オーガスティン(ロッキード･マーティン社

会長)

ナヤン･チャンタ(｢ファー･イースタン･エコノミッ

ク｣誌編集長)

ハーマン･デーリー(メリーランド大学教捜)

レスター･サロー(MIT教授)

｢クローバリゼーション一対話の必要憺｣

トーマス･フリードマン(｢ニューヨーク･タイムズ｣

コラムニスト)

マイケル･サンデル(ハーバード大学教授)

｢グローバリゼーションと人権｣

メアリー･ロビンソン(国連人権高等弁務官)

シセラ･ボク(ハーバード大学人口問題研究所)

｢グローバリゼーションと法の支配J

デレク･ボク(元ハーバード大学学長)

ゲハード･カスバー(スタンフォード大学学長)

サスキア･サッセン(シカゴ大学教授)

カス･サンスタイン(シカゴ大学教授)

r科学技術と人間精神の開花｣

ジョン･ブラウン(米国ゼロックス社チーフ･サイエン

ティスト)

ダニエル･コールデイン(NASA行政官)

パトリック■ウィットニー(イリノイ工科大学デザイン

⑳

研究所所長)

ニール･ジェコブスタイン(テクノレッジ社長)

｢科学技術と自然環境J

ブルース･パピット(米内務省長官)

ジェド･デービス(シェル･インターナショナル副社長)

マレー･ゲルマン(サンタフェ研究所所長､ノーベル賞

受賞者)

テモシー･ワース(国連財団会長)

rクローバリゼーション時代の文化と文明｣

マーサ･ヌスバウム(シカゴ大学教授)

ルース･シモンズ(スミス･カレッジ学長)

ベテイ■スー(テキサス大学教授)

リチャード･セネット(ニューヨーク大学教授)

ロノて一卜･プットマン(ハーバード大学教授)

特別講演者

ジェームズ･ウオルフェンソン(世界銀行総裁)

オスカー,A･サンチェス(前コスタリカ大統領､ノー

ベル賞受賞者)

ノール･八ッサン(ヨルダン王妃)

ジミー･カーター(元米国大統領)

シンポジウム講演者の発言から

｢グローバリゼーションは､人窺史にとって決して新し

いことではない｡主要文明はすべてグローバリゼ｣ション

の足跡を残している｣(テオ･ゾンマー)

｢グローバリゼーションは､空論でもなければ､幻想で

もない｡それは気候と同じように避けられない事実であり､

善悪の価値判断ができない事実である｣(オスカー･サン

チェス)

｢グローバル経済は､法繹､警察､裁判官､刑務所が存

在しなかった頃の開拓時代の辺境米国経妾斉にイ以ている｡い

ずれ統治者が必要になるであろうが､米国のビジネス･リ

ーダーにはその役割を近し将来に果たせる能力はない｣(レ

スター･サロー)

｢世界規模のオムレツをつくるには､まず国民国家とい

う卵を割らなければならない｣(ハーマン･デーリー)

｢貧富の差は､グローバリゼーションによってもたらさ

れるのではなく､グローバリゼーションが足りないから発

生する｣(トーマス･フリードマン)

｢グローバリゼーションは､すべての人々の生活改善に

つながる;呪実的方法であり､新しい世代の夢と希望である｣

(ジェームズ■ウォルフ工ンソン)

｢デジタル世界が教えられないことが3つある｡他人の

言葉に耳を傾ける技術､相手の應が見える人間的コミュニ

ケーションの技術､そして年輩者から学ぶ技術である｣(Tu

Wei-Ming)

注力一夕一元米国大統領の基調講演要旨は7頁に掲載

《シンポジウム基調講演より》

グローバリゼーシオンと人問の条件

ジミー･カーター氏
●元アメリカ合衆国大統領

世界市民として

アスペン研究所は､設立以来､人間相互の垣根を取り払

うぺく努力してきた数少ない研究所の一つです｡たえずコ

ミュ土ケーションや友情､平等などについて考察を深め､

人々の悩みを軽】威するよう努めてきました｡私どもカータ

ーセンターは､長年このアスペン研究所と深く関わって今

日に至っております｡

私は大統領の任期中に､中東和平､米中国交正常化､ジ

ンバブェの独立､ソ連との核兵器削減交渉など､常に世界

情勢と関わり､自分を世界市民と考えるようになりました｡

いまでは立場は変わりましたが､当時以上にそう考えてお

ります｡

現在､私は生まれ育った小さな町､アトランタ州プレイ

ンに住んで､日曜日には聖書の講義のための集まりを開き､

外国人を含め多くの訪問者を迎えています｡ここは都会か

ら離れていますが､電話､ファックス､インターネットで

世界とつながっています｡30年前､インドの平和部隊にい

た私の母と連絡を取るには30日かかりました｡いま､南ア

フリカの平和部隊にいる孫のジェイソンとは即座に連結で

きます｡これがグローバル化なのです｡

今回｢グローバリゼ｣ションと人間の条件｣というテ←

マのこの会議で話し合われた緊急の課題は｢貧困｣です｡

今日の世界が直面している貧富の格差は急速に拡大してい

ます｡1900年に､富める国と貧しい国の1人当たりの所得

格差は9対1でした｡1960年には13対1になり､2000年に

は72対1になりました｡世界人口の半分以上が1日に2ド

ル以下で生活し､1鵬リJ景上が1ドル以下で生活していま

す｡彼らの生活には将来への希望はありません｡過去10年

間にアフリカの12の国で､平均寿命が17年も短くなってい

るのです｡

冷戦が終了したいま､アメリカは唯一の超大国です｡し

かし世界がアメリカをどう見ているかを我々は理解してい

ません｡多くの人はアメリカを戦争と結びつけています｡

イラクやキュ｣バに対する経済制裁は､結局は人民を苦し

めただけでした｡コソボ紛争のときアメリカは難民を援助

しましたが､アフリカには何百万人もの難民がいます｡コ

ソボでは難民700人に対し医師が1人いましたが､アフリカ

では難民10万人に対し医師1人です｡我々はアフリカに住

む多くの黒人の生活環境を考えていないのです｡

また､アメリカは地雷廃止に反対している唯一の国です｡

戦時での人権侵害を防ぐ､国際犯罪法廷の設立を妨をヂてい

る唯一の国です｡アメリカは包括的核実験禁止条約を上院

で否決し､スターウォ｣ズによる防衛を考えています｡世

界はアメリカを､比類のない富と力と影響力を持った国だ

が世界の人々の生活環境には無神経な国だと考えています｡

｢偉大さ｣の基準を問い直す

グローバル化は大切です｡しかし一方で､そのグローバ

ル化が1日1ドルで暮らす､テレビも電話もコンビュ←タ

ーもない人々を排除しているかもしれません｡世界中の労

働力を均質にしようという試みが､ときとして文盲や最下

層の人々から仕事を奪うことになっているかもしれません｡

また､質しい人々が｢外の世界は自分のいる世界よりもず

っと豊かである｣ことを認識し始めています｡

カーターセンターは､地球で起きている110の紛争を日々

監視しています｡昨年は71が暴力へと発展し､そのうちの

30が数千の戦死者を出した戦争になりました｡人々の欲望

や欲求不満が戦争をもたらすのです｡外の世界の豊かさを

認識するというグローバル化が､それまで顕在化しなかっ

た衝突を生み出すことになっているのかもしれません｡

我々は経済的にも､政治的にも､社会的にも､文化的に

も偉大な国に住んでいます｡ただ､世界の人々の生活環境

を考える場合には､｢偉大｣という言葉の定義を改める必要

があります｡52年前に発表された｢世界人権宣告｣には､

地球上のすべての家族が最低限度の生酒ができる経済力を

持つぺきだとあります｡1日に1ドルでは無理です｡人や

国の偉大さの基準とは､余った富を必要としている人々と

わかち合えるかどうかではないでしょうか｡

このシンポジウムをきっかけに､市民として一人｢人の

責任について考えてくだきい｡1949年のゲーテ生誕200年祭

で引用された｢人の役に立ち､善良であることを崇高な人

という｡それが他の生き物と人との遠いだ｣という言葉を

思い出します｡私はこれを少し変えて｢人の役に立ち､善

良であることを崇高な国という｣と言い換えたいと思いま

す｡

㊥



｢グローバリゼーションと

人間の条件｣をテーマに
去る8月､米国アスペン研究所の創立50周年を記念してコロ

ラド州アスペンで開かれた国際シンポジウムに参加した｡21世

紀に向けてIT革命とグロー′くリズムが時代を特徴づける大きな流

れであることは否めないが､各民族固有の文化やアイデンティ

ティーをどう位置づけるかという問題は残る｡登れを考えるき

っかけになっただけでなく､グローバリズムの本家本元のアメ
リカでも､その定義が一様でないことを知ったのは大きな収穫

だった｡ (写真･編集部+米アスペン研究所)
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○アスペンの木

○シンポジウムの-コマ

◎○シンポジウム会場

○アスベン市メインストリート

○通りは観光客も混じってにぎわう

○セミナー施設から宿舎を望む

○ゴンドラから市内を望む

○緑の中のセミナ【施設

◎シンポジウム会場｡7[】アとのやりとりも盛ん

に行われた

◎アスベン研究所専用のワゴン車



アスペンは社会り変革をうながす
一米アスペン研究所50周年記念国際シンポジウムに参加して

大原謙一郎
●日本アスペン研究所理事

財団法人大原美衝寵理事長

アスペンにアメリカ社会の健全さを見た

私がアスペンという名前を聞いたのは25年くらい前にな

る｡当時､知人からアメリカにアスペン研究所というすご

いところがあると教えられたものの､縁がなくてそのまま

で来てしまっていた｡それがある日､富士ゼロックスの小

林陽太郎会長から日本アスペン研究所の設立に参画してほ

しいと言われ､そこからつき合いが始まったのである｡

そして今回､米アスペン研究所の50周年記念国際シンポ

ジウムに出席してみて､アスペンを生んだ国､アメリカ社

会の強さ､健全さを見せられた思いがした｡アスペン研究

所に集う人々は､早く言えばその社会のエスタブリッシュ

メントと言うべき人々であり､文化､思想､哲学などにつ

いても深い造詣と見識を持っていることが特徴である｡そ

のような､いわぼ体制を支える立場の人々が集まる場であ

⑬

りながら､アメリカに批判的な意見､反体制側の意見にも

真筆に耳を傾けようとしている姿勢が､何より強く印象に

残った｡

例えば､前コスタリカ大統領でノーベル平和賞受賞者の

オスカー･A･サンチェス氏の基調講演は､アメリカが徴

慢な世界政策を進めるのは困るというもので､現在､世界

で起きているさまざまな危機一経済的な危機､精神的な

危機､民主主義の危機など一に対し､アメリカが自分勝

手な価値観で行動すれば世界を破滅に追い込むことになる

だろうと指摘｡だから､アメリカは経済的､軍事的な面で

のスーパーパワーを持つのではなく､モラルで行動するス

ーパーパワーになってほしいという内容だった｡また､元

アイルランド大統領のメアリー･ロビンソン女史は､現在

の国連人権高等弁務官の立場から戦争の悲惨ぜを訴え､コ

ソボやアフリカなどでアメリカ主導の多国籍のミリタリー

パワーがどれほど無力であったかをさまぎまな事例で示し

て､紛争の解決にミリタリーパワーを用いることの無意味

を強く強調していた｡このような従来のアメリカのいき方

に対する批判的な意見に対しても､聴衆は立ち上がって拍

手を送り､快くその意見を受け入れていた｡どのような意

見にも耳を傾け､アメリカ社会をよりよい方向に持ってい

くべく真剣に考えようとする姿勢が､そこから伺えた｡

中には､グローバリゼーションなどとんでもない､アメ

リカの労働者を守るために中国に対してはもっと制裁を加

え門戸を閉ぎすべきだと､一昔前のアイアコッカのような

ことを言う人もいたが､そのような意見に対しても勿論拍

手が起こる｡アメリカという国は､このようにさまざまな

意見が混在していることを隠さず､むしろどんどん表に出

していくことをよしとしているようだ｡そこがこの国の健

全さの表れだなと実感させられた｡それぞれ拠って立つ社

会や思想や立場の違う人々に自由に話す機会を与えるとい

う態度は､シンポジウムのどのセッションでも一貫してお

り､アメリカ中心的な発想をする人も､リベラルな意見の

持ち主も､おのおのの意見を対等に述べ合い､本当にフェ

アな場が実現していた｡アメリカの強さとは､このように

反対意見もどんどん言わせて､それを参考にあらゆる場面

を改革していこうとする姿勢にあるのだろうQアスペンが

アメリカ社会の中で果たしている役割はとりあえず体制内

改革にとどまるにしろ､ここからいろいろな改革が始まる

という感じを強く受けた｡

いま一つ注月すべき点は､このような社会の変革を求め

る会議が､政治経済の論議に止まらず､宗教の議論で始め

られ､文化の議論で締めくくられたことである｡

『グローバリゼーションと宗教･社会正義』というセッ

ションの議論は､キリスト教､イスラム教､ユダヤ教､儒

教など異なる立場の人々が互いに人質の未来を語るという

ものであったし､最後の『グローバリゼーションと想像力』

のセッションでは､ワシントンのナショナノレギャラリ←の

プラケン名誉館長とハ｣バード大学の美学教授スカリー女

史が､ぞれぞれ美術や｢美｣が世界相互理解に果たす役割

を語った｡このように､人間性の原点にまで遡る議論がで

きたことも､このシンポジウムの特徴であると感じられた｡

ビジネスマンの質を磨く場に

ひるがえってわが国のことを考えてみると､現在の日本

は言葉とか知性の持つ力が弱まり過ぎているように思えて

ならない｡学校でも企業の入社試験でも､きちんと勉強し

たことより部活動に熱心だったことを評価する傾向にある｡

日本は本当にそれでいいのだろうかと､いささか心酉己にな

る｡知性の力や言葉の持つカをもっと日本は見直さなくて

はいけないと思うし､そのためにはアスペンでの議論のよ

うに､言葉と言葉､知性と知性が火花を散らすような場を

もっとつくる必要があるだろう｡

確かにアメリカのアスペン研究所は素晴らしいけれど､

一つ気になることがあった｡それは､参加者の殆んどが白

人系のいわゆる裕福なマジョリティーの人々ばかりで､マ

イノリティ｣の人々の姿が殆んど見当たらなかったことで

ある｡エスタブリッシュメントの世界にマイノリティーは

足を踏み入れられないという構造が､アメリカ社会には厳

然とあることを見せつけられた光景だった｡日本の場合は､

身分社会がまったくないとは言わないがゆるやかなので､

そういう日本の雰囲気を活かしながら､本当にフランクに

ものが言える場をつくっていってほしいものである｡

アスペンでは､歴史､酵､思想､芸術､文化などをめ

ぐって､同一のテキストを読んで議論するという方法をと

っている｡これは共通のグラウンドに立つことになるので､

お互いの意見がわかり易い｡それにより､いろいろな議論

の仕方､人の話の聞き方､それに対するコメントの仕方､

といったものの訓鰊龍なっているような気がする｡

アスペンのセミナーに参加してどんなメリットがあるの

か､企業の人間が古典を勉強して何か商売の役に立つのか､

と思われる人も多いことだろう｡ここで異業種交流ができ

ると思う人もいるかもしれないが､それだけで終わってし

まってはちょっと困る｡セミナーには､上司から指名され

て参加憧れる方が多いと思うが､そこでなぜ上司がこうい

う場の必要性を感じたかを考えてほしい｡上司の方は､多

分､世界に出ていって､教養の面で恥ずかしい思いを何度

もされたに違いない｡その思いを参加される方は十分に汲

み取って､このセミナ←での古典体験が自分のグロ←パル

なビジネスマンとしてのキャリアには不可欠だとの認識を

持つことが必要だと思う｡

残念ながら､ビジネスマンの貿という点で日本人は負け

ているような気がする｡例えば､構想力とかイマジネーシ

ョンといったところがどうむ弱い印象を受けるのだ｡アス

ペンで古典を学ぶとは､広い世界に自分の目が開かれるこ

とであり､それにより構想力やイマジネーションといった

ものが鍛えられ､よりクリエイティプな思考を身につけら

れると思う｡

今回､米アスペン研究所の行事に参加してもっとも強く

印象に残ったのは､アメリカという社会がアメリカの殻を

脱ごうとしている姿を見たことである｡それは､アメリカ

の社会がこれから大きく変わっていくだろうことを予感さ

せるものだった｡その自由でクリエイチイプな姿を目の当

たりにして､これは日本もうかうかしていられないぞ､と

の思いを新たにした｡株価などにかまけている間に､両国

の差はますます開いてしまうだろう､と｡

日本のアスペン研究所も設立から2年経った｡これから

もセミナーに多くの企業の方々にご参加をいただき､良質

な対話､議論というもののあり方を考えていただく場とし

てこのセミナーの存在を広め､一日も早く日本の内的改革

というものが実現できるよう､私も精一杯お手伝いをして

いくつもりである｡ (談)
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アスペン･セミナーに

参加して

〈柑98年2月第1回参カロ〉

セミナーヘの参加は､当時の社長からこんなセミナーが

できるけどどうだと廊下ですれ違いぎまに声をかけられ､

資料を渡されたのがきっかけでした｡私は基本的に集合教

育とかセミナーのたぐいは嫌いなのですが､会長の小林陽

太郎さんが説かれた｢いまなぜアスペンなのか｣という内

容の格調の高さに魅かれたのと､このセミナ｣がいわゆる

企業向けセミナーとはかなり違った試みをしようとされて

いる印象を受けたので､ぜひ参加をと思い立ったわけです｡

そうは言ったものの､送られてきたテキストの量を見て､

正直これは参ったなと思いましたね｡結局､3分の1ほど

読んだだけで出席する羽目になりましたが､幸い､このセ

ミナーでは受験勉強的な知識や]理解度のたぐいは全く要求

されないことがすぐにわかり､私自身はかなり早くセッシ

ョンに適応できたような気がします｡

セミナーで特に気に入ったのは､｢自由な表現と対話｣と

いうスタイルです｡ここでは､テキストを受け取ったらま

ず1対1で著者と対話をし､それからモデレーターやリソ

ース･パーソン､参加しているメンバーたちと対話を重ね

ていくという方法がとられていました｡最初は自分の感想

をどう表現し､それがどのような対話の材料になるのかに

興味をそそられて楽しんでいましたが､自分がかなりいい

ポイントを突いたかなと思ったものが外れたり､気楽に言

ったつもりのコメントが意外に盛り上がって発展したりと､

なかなかスリリングなんです｡それはやはり､モデレータ

ーの先生方やリソース･パーソンの先生方の対話の引き出

し方がお上手だったからで､次第にセミナーのやり方､教

材の選び方､先生方の話の持ってゆき方など､セミナーの

すべてに興味を覚えるようになりました｡

先生方はみなさん素晴らしかったのですが､ことに私と

専門が近い猪瀬博さん(残念ながら10月に亡くなられまし

たが)が大変に博学でしっかりした意見をおっしゃるのに

は､同じ技術系の人間としてショックを受けました｡猫瀬

さんに､いまの日本には自然科学と人文科学の対話が全く

不足しており､それは日本に対話の文明がないからだと指

摘されて耳が痛かったのですが､確かに日本では､会社に

入って順調に昇進し､経営トンプのレベルに行くというこ

とは､無能への階段を登っていくプロセスになっています

ね(笑)｡その過程で､哲学的､本質的なものを踏まえて経

⑬

｢自､由な表現と対話｣

の大切さ
香山 晋さん
●株式会社東芝上席常務

iバリュークリエーション社社長

営を､社会を､人間を佃者と語り合うことなど殆んどされ

ていないし､必要ともされていませんから｡日本でリーダ

ーシップ･プログラムというと､悪い意味での体育会系的

リーダーを養成しようとするか､コミュニケーションと称

して和気あいあいの宴会をやるか､どちらかになりがちで

すね｡しかし､アスペン･セミナーはそのどちらとも違っ

て､普遍的なものを一度きちんと議論してみる体験を通し

てお互いを知的に刺激しあう習慣を育もうというユニ｣ク

なものですから､私にとっては目からウロコとまでは言い

ませんが､ものを見る透明度が増したことは事実です｡こ

うした対話が､ふだんの経営の場面でも､経営者の会合の

場でも成立するようになれば素晴らしいだろうなとつくづ

く感じました｡

当時のメモを見てみると､教育の原点ということでスパ

ルタの話が出ていました｡スバルタでは､子どもたちに質

素､勇気､根性､忍耐などを教える一方で､優雅さをも重

視したとあります｡優雅さを伴わないと､人間は道徳的で

あったり知的なふるまいをすることが難しくなります｡こ

のセミナーはまさに､膨大なしかもある種難解な書物を読

んでみろ､緊張感のもとに身を置いてみろと厳しく課す一

方で､みなさんはエグゼクティブにふさわしい優雅さを身

につけることを忘れてはいけませんよと教える､そういう

仕掛けになっていたと思います｡私は極端な贅沢というの

は好みませんが､目的､内容にふさわしい舞台仕掛けとそ

れらにふさわしい食事は必要であると思っています｡アス

ペンの会場はその点申し分なく､セッションも楽しかった

し､食事も大変美味しかった｡それ以上に楽しかったのが､

食後炉端に集まって､お酒を飲みながらのお喋りでした｡

イ＼林さんはじめ､各界のリーダーとも言うべき方々が問題

意識を持ってセミナ←に参加憧れ､夜､みんなで集まって

内容のある懇談を交わされる｡こういう試みが持続すれば､

日本社会も少しはよくなると思いましたね｡

そして､もう一つよかったことは､夫婦で参加できたこ

とです｡個人として考えたり対話をすることは勿論大事で

すが､夫婦という単位での対話への参加､あるいは夫婦間

での普遍的な問題についての対話という経験はなかなか得

難いものです｡いく度も発言のチャンスをいただいた妻も

非常に満足したようでした｡ (談)

私が長袖ここのセミナーのお話を伺ったのは､第4回目

の募集のときでした｡そして､そのとき]親したテキスト

リストを見て､本当に感動しました｡限られた期間の中で

有効なセッションができるよう練りに練って選ばれたもの

ばかりですから､それは魅力的でした｡ちょうど少し歯応

えのあるものを読みたいと思っていた矢先でしたので､さ

っそく本屋でリストに載っていた本を数冊買い求め､読ん

でみました｡しかし一人で読んでいくには限界がありそう

だったので､これはぜひセミナーに参加してみたいと思い

ました｡

古典や哲学の本を読んでいると､自分の理解は本当に正

しいのか､他にいろいろな解釈があるのにそれも封]らずに

一人で穴蔵にこもって読んでいるだけではないのかと､少

し不安になります｡でも､テキスト･リストに載っている

ような本は深い思索を必要とするものばかりなので､電車

の中で友人たちと気軽におしゃペりというわけにはいきま

せん｡となると､やはりセミナーに参加して他の方々と感

想を話し合ったり､先生方にコメントしていただくのがい

いと｡そうすれば､きっと一人でよりもいい読み方ができ

るのではないかと思いました｡でも､仕事との調整がうま

くいかなくて､ようやく念願が叶ったのはそれから2回も

後になってしまいました｡

参加するまで､人生の基本的な価値について深く考える

ことがこれほど大事なことだとは思ってもいませんでした｡

例えば､自分たちが生きていく意味について職場などで誰

かに話をすれば､｢わあ､この人どうしちやったのかしら｣

と思われるのがオチですね(笑)｡でもセミナーでは､そう

した会話がごく自然に交わされ､その内零が日に日に深ま

っていくのがわかり､それが非常に印象的でした｡そうし

た問題について考える時間を持てただけでも､とても幸せ

なことだったと思います｡

また､合宿形式で日常生活から切り離されていたのもよ

かったですね｡仕事をした後でセミナーに参加し､帰宅し

て家事をこなして､という毎日をくり返すよりは効果的だ

ったような気がします｡セミナーに参加した数日間は余計

なものが一切入らないので､一つのまとまりとして記憶に

残りますから｡

日常携わっている個別の仕事は､森の中の一枚の葉のよ

美しい生き方り
よりどころとして

山口裕祝さん
●運輸省運輸政策局国際業務第一課

国際調整官

うなものだと思います｡その木を育て支えてきた土や水､

空気のことを知らなければ､拠りどころを持たない葉はい

つか枯れてしまうでしょう｡それらについて深く認喜親して

いるか否かによって､ものごとを判断するときの自信にも

大きな差が出るような気がします｡運輸省での私の職場は

先進国との二国間交渉の窓口などになっており､私もささ

やかな交渉案件を担当しております｡全体から見れば本当

に小さな分野でも､私にとっては毎回緊張するものです｡

限られた時間の中での討論の場合､あらゆる場面を想定し

て準備をしておくことはなかなか難しt)ですから｡でも､

何ごともそうですが､何を守らなくてはいけないかがはっ

きりしていれば､本当は怖いものはないような気がします｡

たとえ自分が徒手空拳で何か困難な問題に立ち向かわなけ

ればならなくなったときでも､自分の胸の内i･こ照らしてど

うかと判断できるものを持っていれば強いのではないかと

思います｡そういう基本的な価値観を自分の生き方の中に

つくっていければいいのですが｡セミナーでは､その判断

の最後の拠りどころのヒントとなるものを与えていただい

たような気がします｡

私がこれまで学んだ経済学､政治学､法律などはどれも

立派な学問分野だと思いますが､生き方についての判断の

最後の拠りどころとなるものを与えてはくれないような気

がします｡そ-ういう意味で哲学は､人に生き方の指針を与

えてくれるものであり､人が最後に行き着く場所のような

気がします｡結局､セミナーが目指すところは｢美しい生

き方｣というものだと思いますが､それを実現可能にする

のが哲学なのでしょう｡

せっかく古典や哲学への目を開かれたのですから､この

ままで終わってしまっては勿体ないと思い､いま今道友信

先生がかレチャーセンターで始められた古典講座に参加し

ています｡そこには､何人も同期の方が参加しているんで

すよ｡今遣先生は､著者が渾身の力を込めて人々に伝えた

いと思ったところに見事に光を当ててくださいます｡それ

を助けにして､自分たちで思索を深めることの楽しさを再

び味わいたいと思います｡ (談)
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Fアスペン･グループだより

小林陽太郎会長､アスペン賞を受賞

米国アスペン研究所は､毎年､企業部

門および公共部門それぞれにおいて卓越

したリーダーシップを発揮した個人を表

彰し､アスペン覚を授与していますが､

2000年度の企業部門賞(Corporate

LeadershlpAward)の受賞者に小林会

長が選ばれました｡

受賞式は､11月9日にニューヨーク市

のエセックスホテルで開催された同研究

所の年次晩餐会の席上で行われ､ポー

ル･ポルカー氏(元米国連邦準備制度理

事会議長)から､ビジネス･リーダーと

しての小林会長の傑出した業績と日本ア

スペン研究所設立(1998年)に果たした

指導的役割碇ついて詳しい紹介がなされ

ました｡公共部門では､1980年から14年

間米国上院議員(メーン州出身)を務め､

その後北アイルランド和平合意の実現に

活躍したジョージ･ミッチェル氏と､公

共テレビ番組の向上に大きな貢献をした

ビル･モイヤー夫妻が選ばれました｡

受賞スピーチの中で小林会長は､1977

年にさかのぽる米国アスペン研究所との

猪瀬先生を悼む

日本アスペン研究所設立の熱心な推進

者で､日本アスペン･エグゼクティブ･

セミナーにもリソース･パーソンとして

何度もご出席いただいた当研究所理事で

国立情報研究所所長の猪瀬博先生が､去

る10月11日に心不全で急逝されました｡

先生とアスペン研究所とのかかわりは1977

年にさかのぽります｡当時､アスペン研

究所は､科学部門事業の一環として､マ

ルコーニ国際基金を遷宮していました｡

無線電信実尉化の父と言われるG･マルコ

ーニを記念する基金で､通信･情報分野

の科学者に対して毎年マルコーニ国際学

術賞を出していました｡1976年にこの賞

を受賞された先生は､77年麹干天人と共

に夏をアスペンで過され､研究論文を執

筆しておられました｡同じ夏にアスペン

研究所の招きで家族同伴でアスペンを訪

問した私は､そこで猪瀬先生ご夫妻に出

◎

ポルカー民から記念品を受け取る小林会長(ニューヨーク市工セックスホテルにて)

出会いとそこでの体験について触れなが

ら､日本アスペン研究所設立の目的が､

狭い専門分野の壁を越えて先を見通せる

判断力と健全な良識を､そして人間的節

度を備えた企業リーダーの育成に資する

ことにあることをご披露しました｡

なお､これまでのアスペン賞受賞者は､

ジェラルド･レビン(タイム･ワーナー

会う幸運に恵まれました｡以来､様々な

機会を通じて先生のご薫陶に接すること

ができました｡先生のご関心は科学者と

しての専門分野をはるかに超え､ギリシ

ア･ローマの古典に精通され､また日本

の伝統文化をこよなく愛された､まさに

｢ルネッサンス･マン｣と呼ぶにふさわ

しい方でした｡日本アスペン研究所が正

式に発足する前に行われていた八ヶ岳ア

スペン･セミナーでは､加藤周一氏と斎

藤茂吉の作品をめぐって論じられ､また､

天城アスペン･セミナー｢デジタル化時

代の人間的価値｣では､2度にわたって

モデレーターを務められました｡

内外で多数の寅を受けられた先生の科

学者としての優れた業績は万人の知ると

ころですが､歌人としての先生を知る人

は少ないかも知れません｡先生が詠まれ

た20首の短歌を､毯子夫人の書で､同じ

社会長)､トーマス･ラブレスク(チエー

ス･マンハッタン銀行頭取)､ロドリック･

クック(ARCO社長)､ジェームズ･プア

/レガーソン(ゼネラル･フーズ社会長)､

チャールズ･プラウン(AT&T社会長)

などの各氏です｡

く包子夫人による手造りの紙に刷られて

限定出版された歌集のタイトル｢ゆっく

り急げ｣(EestlnaLente)は､先生の生

涯の座右の銘でもありましたが､先生は

あまりに急いで逝かれてしまわれた｡心

からご冥福をお祈り申し上げます｡

(常任理事加藤幹吐〉

アジア･セミナーにづいて

米国アスペン研究所は､既存のエグゼ

クティブ･セミナーに加えて､新しいア

ジア･セミナー(Executive Seminar

Asia)を実施することになり､その第1

回が8月に行われました｡このセミナー

は他のエグゼクティブトセミナーと同じ

く､期間は5日間です｡6セッションか

ら成り､それぞれのセッションのテーマ

は､1)責任､2)調和､3)哀れみ､

4)コミュニティー､5)民主主義､6)

リーダーシップです｡り一ディングスは

イスラム教･ヒンズー教圏を含む広範な

アジア諸地域から精選した文献で､日本

関係では次の著作からの抜粋が含まれて

います｡

山鹿素行『聖教要録』

鴨長明『方丈記』

土居健郎『甘えの構造』

アスペンOB会を次々に開催
日本アスペン･エグゼクティブ･セミ

ナーは7月開催のセミナーで第7回を迎

え､参加者数もトータルで100名を超える

までに至りました｡また7月のセミナー

では本間長世先生､坂部意先生のお二人

にモデレーターをご担当いただきました

が､坂部先生にとりましては初めてのモ

デレーターで､2月に今道友信先生と担

当された猪木武穂先生とともに､モデレ

ーターの陣容が充実してまいりました｡

一方､参加者同士の交流も盛んに行わ

れており､第5回(1999年11月開催)の

参加者の皆さんは｢アズペンG250会｣と

名付け4月14日と11月10日に､第6回

(2000年2月開催)セミナーに参加され

た皆さんは6月24日に､それぞれ同窓会

を開催されました｡なかには飲み会だけ

に終らせず､あらかじめ指定した本に基

づいた｢対話｣の場も設けておられるグ

ループもあり､事務局として各同窓会が

益々発展されることを祈念いたしており

｢
粛
針
軋
矧

J

アスペンの構神行天皇雄

吉田進一F日本の公益を考え直す』

モデレ←夕｣は､TuWei-Ming･ハー

バード大学教授とベンジャミン･ダンロ

ップ･ウォフォード大学芋長です｡なお､

アジア･セミナーの詳細は､日本アスペ

ン研究所本部(Tel.03-3470-3211､

Fax.03p3470-3170､ELmai】:aspen

@i-house.or.jp､担当相)までお問い

合わせください｡

ます｡なお､各会の幹事の皆さまには､

是非､近況についてご投稿いただければ

幸いです｡

なお､来年春にはこれまでの参加者､

理事､評議員の皆さんが一堂に会する場

を是非設けたいと考えております｡

〈インタビュー〉顔のある日本人をつくるために小和田喧

アスペン研究所(USA)訓周年記念国際シンポジウム

〈基調講演〉グローバリゼーションと人問の条件ジミー･カーター

◆アスペンtグラフィティ

アスペンは社会の変革をうながす大原謙一郎

◆アスペン･セミナーに参加して

｢自由な表現と対話｣の大切さ香山晋

美しい生き方のよりどころとして山口裕視

◆アスベン･グループ㌍より
写真/児玉房子･高田英子■岡野雄治

レイアウト/佐野泰央

セミナー風景

20Dl年冬季｢エグゼクティブ･セミナ

ー｣は､2月9日(金)～14日(水)に開催

されます｡各社からのご参加をお待ちし

ております｡
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