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古典を手がかりに､人問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､さまぎ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"対話"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←マニテ

イ｣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｡

●テキスト 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･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｡ご夫婦でのご参加を歓

迎いたします｡

≪巻頭エッセイ》

哲学的思考と対話り心を

松山幸雄
●日本アスペン研究所理事

共立女子大学総合文化研究所教授

コロラド･アスペンで受けた衝撃

あれは20年前になる｡私にとってよい意味で忘れがた

い､ショッキングな出来事に出会った｡家族連れで参加し

たコロラド･アスペンでの2週間のセミナー体験である｡

そのときの顔触れは､日本人5名にアメリカ人カ㌻十数人｡

ハーバード大学のヘンリー･ロソフスキーやエール大学の

ヒュ｣･パトリックといった著名人が名を連ね､みな真聾

に新しいことを学ぽうとする姿勢で参加されていた｡その

とき仲良くなった人とは､いまだにお付き合いがある｡

われわれは学校にいるときも社会に出てからも､なるべ

く人と争わず､気の合う人たちの中で心地よいぬるま湯状

態に浸って一生を過ごすのをよしとしてきた｡しかし､ア

スペンでは全く言葉も文化も思考の方法も違う人たちと真

剣勝負の知的な争いをし､うまく相手を論破できたり､反

対に劣等感を感じたりして暗を過ごし､終わったあとで何

とも言えない爽快感を味わった｡それはこれまで経験した

ことのないものであり､何とも言えず刺激的だった｡

しかし､そこで身にしみて知らされたのは､われわれが

受けてきた教育の欠陥である｡いまだに日本では､1(代後

半に答案作成技術が達者だった人間が血流大学に入り､知

識をたくさん詰め込んで､名のある組織に云郵乱そして年

功序列､終身雇用､定期昇給の文化の中をエスカレーター

で昇り､忠誠心と協調性港発揮できた人間だけがエリート

となっていく｡これは高度成長期の､日本だけでやってい

けた時代にはそれなりの秩序を保ったひとつの文化だった

と思う｡しかしグローバル化の進んだ現在､異文化の人た

ちとも日常的に競わなくてはいけない時代には､このよう

にして育ってきたエリートでは間に合わなくなっているの

は確かだ｡

国際社会に適用するエリートを

最近､日本のある大学での世界史の入学試験問題を見て､

ぴっくりした｡例えば歴史では､｢プトレマイオス朝エジプ

トの都はどこか｣｢グラックス兄弟の改革の目的は何か｡彼

らの当時の官職名は｣といった片々たる知識を要求するも

のばかり｡これがフランスのエリート養成大学なら｢宕が

フランス革命の時代に生きていたら､ルイ王家の一族をギ

ロチンにかけることに賛成か反対か｡その立場にふさわし

い演説草稿を書け｣となる｡これを日本風にアレンジすれ

ば｢宕が豊臣秀吉の時代に生きているとして､朝鮮出兵を

どう思うか｣となるだろう｡挽念ながら日本では､このよ

うに哲学的思考をもとに自分自身の考えを述べる謬l陳が行

われていないので､ただ暗記に強い人間がエリートとなり､

組織への適応性だけを身につけて出世することになる｡

この傾向を､先のアズペンで出会った元アメリカ駐日大

便ホッドソン氏に指摘されたことがある｡日本はフィット

イン(適応しようとする)の文化であり､アメリカはスタ

ンドアウト(目立とうとする)の文化であると｡確かに日

本では､目立たないようにふるまい､馬鹿なふりをしてい

れば好感が持たれる｡そして自分の意見ははっきり表明し

ない｡つまり日本が独り言､日記の文化であるのに対し､

欧米はプラトン以来､対話の文化でやってきた｡どんなと

きでも大勢の意見に組みしないで自分の意見を相手にぶつ

け､相手もそれに真正面から応え､お互いに向上していく｡

最近､イタリーでテレビを見た｡きっと太平楽な番組ば

かりやっているのだろうと思っていたら､討論番組がたい

へん多い｡知識人や学者､政治家たちが熱心に侃々諸々や

っている｡みな自分の哲学を持ち､自己主張をきちんとす

る｡私が､日本でもアスペン研究所を始めようという動き

になったとき是非お手伝いをと手を挙げたのは､日本のエ

リートの質を変えねばならないと思ったからである｡

対話の文化は相手がいないと身につかない｡日本で閉口

するのは､退屈なスピーチを平気で長々とする偉い人が多

いことだ｡国際社会に出て行く上で､自分の言融三間き手に

受けているかどうかの判断ができるかどうかは､最低必要

な能力と言えるのではないだろうか｡そのための凱練は剣

術やゴルフと同じで､やはり体験することでしか身につか

ない｡対話の心とその内容を深めるための哲学的思考を身

につけるきっかけを､日本アスペン研究所のセミナーでつ

かんだ人が各界のトップに上ってゆけば､これから日本は

大きく変わるだろう｡

是非､将来の日本を背負う方々にセミナーに参加してい

ただき､活発な対話と思考の場を体験してもらいたいと思

う｡

⑳
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アダム･スミスを読む

措木武徳
大阪大学大学院経済学研究科教授

哲学の歴史はプラトンヘの脚注(footnotes)の歴史

だ､と言われることがあるそうです｡それを真似ると､経

済学の歴史も､アダム･スミスへの脚注のようなところが

あります｡それほどアダム･スミスの著作の中には､根本

的な間に答えようとする熱意､あるいは逝に､現代の読者

への基本的｢問いかけ｣が含まれています｡

巨大で複雑な産欒社会に生きるわれわれにとって､2百

年以上も前のアダム･スミスの著作がいかなる意味を持つ

のかを考える場合､スミスが格闘した問題をその時代背景

を念頭におきながら考えることが重要です｡アダム･スミ

スの示した命題だけがその脈絡や背景から抜け出してひと

り歩きしたり､その命題の都合のよいところだけを取り出

して自己の主張をバックアップするために使うというのは

フェアではありません｡スミスの学問が人間をトータルに

観察することからスタートしていたのに対し､現代の野蛮

なまでに細分化され専門化された経済学は､アダム･スミ

スの問題とした事柄のはんの一部を扱っているにすぎない､

という認識が必要です｡そのためだけでも､スミスの原典

を読んでみる価値があります｡厳密で分析的であろうとす

るために､近代の社会科学が､何を犠牲にせざるを得なか

ったのかを知ることができるからです｡

『国富論』が｢社会｣と｢歴史｣という人間にとっての

｢タ柑勺条件｣について探究した書物だとすれば､スミスの

もうひとつの大著『道徳感1青論』は､人間の｢内なる自然｣

を冷静に分析しているという点でも､時代にかかわらず学

ぶところは多いのです｡この二つの大著の双方を読むこと

によって､現代社会に生きるわれわれが直面する問題の性

格が明らかになるのではないかと思います｡そしてスミス

の考えが､いかに多くの先人の通産とスミスの同時代の知

人たちから影響をうけて形成されたかを知ることも重要で

す｡すぐれた思想は､ひとつの風土･環境の中で生まれる

のであって､一人の人間が突然思いつくものではないから

です｡

‡スミスの生涯

まずアダム･スミスという人物の生涯について簡単に見

てゆき､同時にその時代背景についても考えてみたいと思

います｡その手がかりとして､アダム･スミスの『国富論』

と『道徳感情論』､さらには彼が書いた手紙についても言及

したいと思います｡

さてアダム･スミスはどんな人物であったか｡憂宅された

資料や証言から推察できるのは､ユーモアはあるがあまり

アグレッシブではない人間だったということです｡本人は

病気がちでしたが､非常に母親を大事にした｡そして生涯

独身だった｡このことと直接には関係ないと思いますが､

スミスの関心が個人の行動がどのような要田によって決ま

ってくるかという問題と､人間はなぜ社会をつくるのかと

いう問題にあったことは象徴的だと思います｡スミスはソ

リティテエード(孤独)ということを社会との関係で問題

にしています｡

例えば同時代のヒュームは｢徹底した孤独は最大の罰に

○

なる｣と言っている｡そ-のような人間の孤独と､人間がな

ぜ社会性を持つのか､人と物を交換しあったり､言葉を交

わしたり､一緒に住んだりというような､そういう社会性

を持つのかという問題に､彼は非常に強い関心を持ってい

た｡例えば､これはスミスらしい文章だと思いますが､｢諸

君はもしや逆境に陥っているのではないだろうか｡もしそ

うだったら､孤独の暗闇の中で→人で悲しんでいてはtゝけ

ないし､また藷君の親友達の寛大な同情に従って自分の悲

しみを調節してもいけない｡すなわち､できるだけ早く世

間の日向､社会の白日の下に帰らなければならない｡赤の

他人､すなわち諸君の不幸に関して何事も知らず､あるい

は何らの心配もしない人々と一緒に生活しよう｣とあって､

次に順境ならどうするか｡｢諸君はもしや順境に立っている

のではなも)だろうか｡もしそうだったら､諸君は自分の幸

運の悦楽を自分自身の家庭の中だけ､あるいは諸君の友達

仲間の間だけ､ないしは諸君の幸運に対してそれにすがっ

て彼等自身の幸運をとりつくろおうという期待をかけてい

る諸君の取り巻き連中の間だけに自分を閉じこめておいて

はいけない｡すなわち諸君と何の関係もない人､諸君の価

値を運でもって判断せず､諸君の性格や行為だけで判断で

きる人の所を常に訪問しなければならない｣｡これはアダ

ム･スミスが､当時の市民社会における人間の独立性につ

いて『道徳感情論』の中で書いた箇所です｡この｢人間の

孤独｣ということと､なぜ人間は社会的な結合をするのか

ということについては古代の哲学者たちがすでに論じてい

ますが､この表現が18世紀後半から産業化が本格化する当

時の大英帝国の問題意識をよく表しているように思います｡

スミスは14歳でグラスゴー大学に入り､17歳で卒業して

います｡彼はカーコーディーとしユうエジンバラの北の方の

港町の生まれで､勉強をしたのはグラスゴーですから､ス

コットランドの出身者です｡スコットランドは､イングラ

ンドから見れば当時は遅れた地域だとされていたところで

す｡その後､スミスは奨学金をもらってイングランドに留

学しますが､オックスフォード大学に行ったら一人の友達

もできずに孤立している｡そして『国富論』の中の大学論

では､イングランドの大学では教授は一定の収入をもらっ

て共同談話室みたいな所に坐り込み､朝から人の噂話をし

ており､もう教えるフリすらしていないと書いています｡

さらに､その背景を分析して､大学の制度に問題があり､

ある程度は競争原理を導入してやらないと人事も硬直化し

てしまうと､当時のオックスフォード大学のみじめな実情

を書いている｡スミスはそこに6年いましたから何かいい

こともあったと思いますが､図書館に通って勉患だけして､

友人もなくスコットランドに帰ってしまう｡その後グラス

ゴーで､いまで言う公開講座や市民大学のような場所で話

をするようになって評判になり､28歳の時にグラスゴー大

学の教授に就任します｡

その後､スミスは2冊の本を書き､最終的にはグラスゴ

ー大学の名誉総長にもなるわけですが､その間にいくつか

興味深いエピソードがあります｡例えば蒸気機関の発明で

有名なジェームス･ワットを､スミスはバックアップして

います｡ワットはグラスゴーで仕事がしたかったけれど､

ギルドの規制が強くて仕事場を持てなかった｡そこでスミ

スは､常日頃から技術者とか職人に対し崇敬の念を持って

いたので､ワットのために自分の大学の構内に仕事場を作

イギリスの田殴を走るSし
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り､供与した｡

よく産業の分野であれ字間の分野であれ､仕事をやって

いく上で資質が大事か教育が大事かと言われますが､スミ

スは圧倒的に教育が大事だという人なんですね｡もともと

人間に善があって職業が分化していくのではなく､分業と

いう体制を工業社会がとり入れたことによって仕事が専門

化してゆき､そこで専門性に長けた人間が作られていくと

いう見方をしています｡スミスは､哲学者と荷運び人の生

まれつきの才能は殆ど同じ､教育が違うだけだと言ってい

る｡ワットを助けたことは､スミスのそういう人間観を象

徴的に語っているような気がします｡

‡先駆者と交友関係

当時のフランスとイギリスは非常に仲が悪く､北米で植

民地争いをしていて､政治的な緊張感が強かった｡ところ

がスミスは､この時期にグラスゴー大学を辞めて､フラン

スに旅行をしています｡このフランスでスミスはいろいろ

な有名人と議論をしています｡

次にスミスの先駆者と交友関係についてみると､先駆者

としてはロック､マンデヴィル､ハチスン､モンテスキュ

ーの4人が挙げられると思います｡ハナスンはスミスの先

生ですし､モンテスキューはスミスより先輩のフランスの

思想家ですね｡この4人から基本的な考え方を受け継いだ｡

だから､スミスは何も新しいことを言ってはいないんだ､

すでに誰かが言っていることを体系化したにすぎないんだ

とシュムベーターは言っています｡しかしこの4人から彼

が受け継いだのは､徹底して観察するということです｡あ

らゆることを観察し､その観察に基づいた結果何が言える

のかを重視した｡

ロックは医学や物理学など自然科学の方面の勉強をした

人です｡だから観察を重視し､そこから社会がいったいど

ういう形で出来上がっているのかを考えた｡また当時イギ

リスで､個人の利益と全体の利益とはいったいどういう関

係にあるのかを最も明確に議論した人が､バーナード･マ

ンデヴイルというオランダ人の医者です｡彼は政治的な風

刺詩を書いて､社会の偽善を告発するというようなことを

たくさんやっています｡スミスは､このマンデヴィルの考

え方のある部分に共鳴し､ある部分に反発をしています｡

その共鳴した部分とは､人間が意図しないで自分のためだ

◎

けにやっていたことが結果として社会に役立つ､社会の全

体の福祉を増進してしまうことがある､だから意図したこ

とと全体の結果は必ずしも直結していないという点です｡

それをスミスは重要なポイントの一つだと考えると同時に､

そこにはやはり欠けているものがあると言う｡それは､正

義のルー/レを守ることです｡正義のルールとは､私有財産

を侵さないとか､自分の物と他人の物を区別する､約束･

契約は守るとかですね｡そういう社会の最低限の約束事を

守るという条件の下で自己の利益を追求する｡それが全体

に貢献するんだという､そういう丁寧な議論をする必要が

あると『道徳感情話』の中で指摘しています｡当時フラン

スやスコットランドでこういう考え方をする人がたくさん

出てきて､スコットランド啓蒙学派とかスコティツシュ･

エンライトメントと呼ばれており､その代表的な人物が､

スミスとかヒューム､クッカー､ファーガソンですね｡

その他､当時スミスが実際会って静をした人たちはた

くさんいますが､例えばそれはフランクリンとか英語の辞

典を作ったドクター･ジョンソン､ヴォルテール､ケネー､

テエルゴーなどです｡ケネーはフランス人の宮廷医師で､

イギリス人で同じ医者のハーベイがとなえた｢血液循環の

原理｣を用いて､財の流れの循環構造を経済的に提示した｡

このケネーからスミスは影響を受けています｡当時､この

ような異分野の人たちの交流は､現在の学者たちよりずっ

と盛んだったような気がします｡いまは一見学術的な国際

交流が盛んなように見えますが､実際に会って実質的な議

論をして､その実質的な議論が後に大きな影響を及ぼすよ

うなことはあまりない｡そういう意味では､18世紀のこニ

ートンとライプニッツの論争や文通などもそうですが､昔

の人の方がこの分野の専門家はどこの国の誰かということ

をよく知っていた｡それがちょっと意外ですね｡

‡スミスの考え方･人間学の確立

ここでスミスの学問についての考え方を簡単にまとめま

すと､スミスは人間の日常的な経験を徹底的に観察して､

人間の自然性の原理の上に人間学というものを打ち立てよ

うとしていた｡スミスの『国富論』は分業論から始まりま

す｡工業化産業が栄えていく基本は分業だと｡なぜ分業を

するかと言うと､スミスは人間には交換をする一往行があり､

これは人間にしかないという｡例えば骨をくわえている犬

アダム･スミス

1846-1894

イギリス(スコットランド)

同士が互いに骨を交換することはない｡人間だけが物をお

互いに交換しようとする｡その交換から分業が始まり､分

業の結果､産業が栄えて市場が拡大し､偉大な商業社会と

いうものが≡呪れてくるんだと｡ここで一つ注目すべき点は､

スミスが商業というものに重きを置いて考えたことです｡

商人がその知恵で物を貯めておき､それがなくなった暗

に出すという形で､需要と供給の時間と空間における差を

うまくコントロールして利潤をあげていくのは､産業の発

展にとって重要な力になる｡そういう形で商業資本が蓄積

され､産業資本となって大きな投資が行われるようになる

ことが大事だと言っています｡

次に人間の野心､虚栄心､競争心をいかにうまく利用し

て社会に貢献するように使うか｡それが社会の根本原理だ

とスミスは言っています｡人間のそういう気持ちを正の価

値･ポジティプな価値を待ったものに生かしてゆくことを､

スミスは考えていた｡そこから私的利益と公的利益の問題

が出てきます｡実はこれは:呪代の経済でもしばしば問題に

なることですが､市場だけに任しておくと私的利益の追求

だけがふくらんでしまう｡しかし､スミスはマンデヴイル

の考え方を批判的に取り込んで､正義のルールを守る範囲

内においての私的利益の追求が公的な福祉の増進につなが

るとしています｡

暮スミスに見る中庸の徳

次に以上のまとめとしてスミスの｢自然的自由の制度｣

についてお話しします｡これは現代流に言いますと､市場

がやってくれることだけでは不十分で､最低限どうしても

国家がやらなければいけないことが3つあると書いていま

す｡その一つが国家の独立に対する暴力と侵略の防衛義務､

これは国がやらなければいけない｡第二は国内における正

義への侵犯に対する警察と司法｡司法制度を確立して司法

行政を行う｡第三は公共土木事急 この中でスミスは橋を

架けるとか港をどうするとかいう議論をしていますが､最

低限これはやらなければならないと｡しかし､これだけで

は､いまの経済学から言うと全然足りない｡いまは税や社

会保障を通して所得を社会の中で再配分する仕事も政府の

重要な機能と見なされていますし､物価の安定も大事です｡

ですから､スミスの時代の≠国家主棒者の3つの役割"と

いうのは､現在から考えると極めて限定されたことしか考

えてしゝなかったと言えると思います｡

いまスミスを読んでみると､いわゆるスミスがこう言っ

たという通説とかなり開きがあるとお感じになると思いま

す｡例えば合理的経落人=ホモ･エコノミクスということ

をスミスは言っていませんし､｢見えざる手｣という言葉は

三､四度F国富論』と『道寺剋蓉l青論』に出てきますが､｢神

の手｣とは言っていない｡また､スミスは｢般に自由放任

主義だと言われますが､これもちょっと言い過ぎです｡ス

ミスはマーケットの原理というものを重く見て､人が自由

に取引することがどれほど重要かとt)うことを繰り返し繰

り返し強調しています｡それは裏から見ると､当時の社会

が非常に規制の多い社会だったということだと思います｡

例えば先ほどのジェ｣ムス･ワットの例でもわかるように､

ギルドの規制が非常にきつくて､思うように職業の移動も

できないし､教育も大学の規制が強くて沈滞していた｡と

にかくいまのわれわれが規制緩和､規制緩和と騒ぐ以上に

ものすごく規静Jが多かった時代なんです｡ですから､スミ

スが自発的な人間の経済行動というものを強調したのは､

社会の側にそういう問題があったからで､何でもかんでも

市場に全て任せれば安泰なんだと言ったわけではない｡

現在､われわれは一人あたりのGDPを出して､これを

重要な経済進歩の指標として考えるわけですが､スミスは

｢~一人当り｣という議論はしていません｡しかし､安定し

た中産階級層が厚いことが社会にとって重要だという見方

は持っていました｡これは西洋の社会理論の中に伝統的に

ある考え方で､アリストテレス､ヒューム､モンテスキュ

ーなどもそう言っています｡極端な金持ち､極端な貧困は

人間から正しい判断力を奪い去り､性格を曲げてしまう可

能性が大きいし､人間を残酷にしてしまう｡また所得に羞

があり過ぎると社会の安定性盈欠いてしまうと｡ですから

アダム･スミスの経済学は､折衷的ではあるけれども､や

はり中間層の､社会を維持していく上での安定的な姿に期

待をかけていたことは間違いないと思います｡そのために

は､市場の原理を基本的には尊重して､ほどほどに政府が

意識的に介入する必要があるということです｡これは極め

て平凡な結論なんですが､現在､市場､市場と声高に叫ん

でいる市場原理主義者の主張は､2百年前のマンチェスタ

ー学派と非常に似たところがあり､そのような議論が出て

きた土壌とその論理を確かめるためにもいま､スミスを読

み直す必要があるのでないかと考えています｡
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米国アズペン研究所主催の
｢モデレ｢ターズ･ワ｢クショツ九開かれる
3月B日から10日まで､米国メリーランド州にあるアスペ

ン･ウイリパー･コンプエレンスセンターにおいて､モデレ

ーターを育成するための研修会｢モデレーターズ･ワークシ

ョップ｣が開催され､日本からリソース･パーソンを務めて

おられる橋本典子先生(青山学院女子短期大学教授)が出席

されました｡

ウイリバー･コンプエレンスセンターは､ワシントンD.C.

の乗約7Dマイル(112.6キロ)のところ､ウイ川のほとりにあ

り､11DDエーカーという広大な敷地を斉しています｡センタ

ー内には､セッションを行う会議室のある建物､ダイニング

ルームがある建物､宿泊施設であるロッジのほかに､フィッ

トネスセンター､プール､テニスコート等があり､これらの

施設は林に囲まれ､それぞれの場所から小島やリスの姿を目

にすることができます｡また､林を抜lナると農地や牧草地が

広がったのどかな田園風景に変わり､都会の喧騒を忘れさせ

てくれる場所です｡1998年1D月15日から23日には､イスラ工

ルのネタニアフ首相(当時〉､パレスチナのアラファト喜最長と

クリントン大統領(当時)がここに滞在し､中東和平協議を

行った歴史的な場所でもあります｡

このモデレーターズ･ワークショップには､モデレーター

経験者とその候補者の18名が参加し､日本からは橋本先生が

出席された他､英国から1名､全米各地から16名が出席しま

した｡参加者の職業は､大学教授､企業･NPOの工クゼクテ

ィブ､弁護士､コンサルタントなど多種にわたっており､男

性11名､女性7名の構成でした｡

ワークショップ初日には米国アスペン研究所のエルマー･

ジョンソン会長も出席され､ディナー終了後に､セッション

を行う会場で参加壱を激励するスピーチをされました｡その

後､トレーナーのデイビッド･タウンゼント氏とキース･バ

ーウイツク氏のスピーチと自己紹介を皮切りに参加者が自己
紹介を行い､初日は終了しました｡

t･1

2日目からは､米国アスペン･エグゼクティブセミナーで

使用しているテキストを用い､｢権利｣(``Right竹)､｢リーダー

シップ｣(-Le∈]de｢Shiロ'1)､｢平等と繁栄｣(hEqu∈]lity&

P｢DSPe｢ity")というテ,マで､ロールプL/イも取り入れな

がら､テキストに善かれているポイントやセッションの進め

方等について討議を行いました｡

1日に2セッションをこなすというハードなスケジュール

の上に､ほとんどのリーディンクスが日本では取り扱ってい

恋いものであったにも力､かわらず､日本から参加された橋本

先生はそれらを読みこなし､アジア人の視点から､また哲学

の専門家として､ポイントを押さえた発言をされ､橋本先生

の存在を大いにアピールされました｡

なお､帰国後､橋本先生には､モデレーターやリソース･

パーソンの先生方に今回のモデレーターズ･ワークショップ

の状況や日本のエグゼクティブ･セミナーに対する示唆など

をこ報告いただき､今後のエグゼクティブ･セミナーのあり

方や進め方について検討するための材料を提供していただき

ました｡

ミキ.

1_ノニ~〟.､

~.二一一へ＼

○アスペン･ウイリバー･コンプエレンスセンター内の

｢ウイウッズ｣エリア｡コンプエレンスセンターをはじ

め､宿泊施設､ダイニングルーム､テニスコート､プー

ルなどがある

○◎コンプエレンスセンターでのセッション風景

○コーヒーブレイク

◎モデレーターのデイビッド･タウンセント氏(左側)と

コモデレーターのキース･パーウイツク氏(右側)

◎日本から参加された橋本典子先生(左嵐)｡参カロ者のみ

なさんと共に

○杯の中に建てられている宿泊施設｡宿舎の周辺では小動

物(リスなど)の餐も見られる

lJ∴･い
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フスヘン･セミ丁一に

参加して

〈柑g9年10貞第5回参カロ〉

私は以前､日米の経済会議でワシントンにあるアスペン

研究所を訪れたことがありましたので､アスペンの活動に

ついては以前から関心がありました｡社会の最前線で活躍

されている方たちが､そこから離れて古典に親しみ､本質

的な問題を議論すると↓1うことに非常に魅力を感じていた

のです｡そこで､J＼林陽太郎会長の御尽力により日本でも

アスペン･セミナーが開かれるようになったことを知り､

迷わず申し込みました｡

学生時代は堅い本も一所懸命読んでいましたが､通産省

時代､議員活動に入った時代を通じて古典を読む意欲も時

間も持てないまま四半世紀をきてしまったので､頭もだい

ぶ錆び付いていまして(笑〉｡そのため､正直言っていただ

いた資料を読んでもよくわからない部分がかなりあり､ま

た時間的にも抜粋資料を読むのが精→杯で､とても元の本

にまで手を伸ばせなかったのが実情です｡でも､いつも目

の前の問題にとらわれて日々過ごしていたのが､セミナー

での数日間はまったくそういうものと離れることができ､

それが非常によかったと思っています｡

セミナーでは､みなさん活発に何度も発言されていて､

それが私にとっては新鮮でした｡特にビジネスの世界で責

任ある立場におられる方々が､ビジネスを離れたところで

人間の生き方とか生きる価値といったことについて熱心に

議論されている姿には教えられることが多かったし､私も

楽しく議論させていただきました｡セミナーの雰囲気は一

見すると大学のゼミのような感じですが､人生経験のない

大学生が机の上だけで議論しているのとは遠い､みなさん

社会に出て20年､30年と経験を積んだ上で議論をされてい

るので､発言にはそれだけの深みと重みがありましたね｡

セミナーでは何日聞か現実から少し離れて読んだり考え

たりする時間が持て大変リフレッシュできたし､ふだんは

忙しく飛び回っていて｢ながら族｣で考えていたいろいろ

な問題とじっくり向き合い､思索を深めることができたの

は収穫でした｡その経験から､人間は時々こういう時間を

持つことが必要なんだと､認識を新たにしたわけです｡し

かし､セミナー修了後も週1時間は古典を読んでください

と言われ努力して本を買い込んだにもかかわらず､結局は

⑳

生きることり

価値を考える
岡田克也さん
●衆議院議員

民主党政調会長

つい読みやすいものにばかり手が伸びてしまって｡一人で

古典を読み続けるのは難しいですね｡でも参加したことが

刺激になり､最近は全然仕事と関係のない医療倫理の本な

どを買って読んだりしていて､以前より読書の幅は広がっ

たような気がします｡

本当は､ふだんの生酒の中でも生きる価値といったこと

を考えることは大事だと思うので､ぜひ古典は読み続けて

いきたいと思っているんです｡人間は進歩したようで千年､

2千年くらV)ではその本質はあまり変わらないんですね｡

そして歴史の風雪に耐えた書物は､本質的なものとは何か

を教えてくれ､人間についての見方を鍛えてくれますから｡

本質的なものをきちんと身につけていれば､例えばバブ

ルの時代に皆が浮足立って走っていても､冷静にものごと

を見て対処できたと思います｡同じことは政治の世界でも

言えます｡国民の生存そのものを左右するような危機に際

して厳しい決断を迫られる指導者にとって､最後の拠りど

ころは､その人の価値観､人間観ではないでしょうか｡そ

ういう意味でも古典を読むことは､人間についての洞察力

を深め､生きることの価値を見出す上で欠かせないことで

あると共に､特に政治家にとって必要なことだと思うので

す｡

セミナーは堅い議論ばかりでなく､生演奏を楽しむ時間

が設けられたりしていて､なかなかよく考えられたプログ

ラムだと思います｡できれば初級編と本編と2回でワンセ

ットくらいにして､最初はまず体験だけしてみる､何年か

して今度はちやんと本を読んできて参加]する､と｡せっか

くそれぞれ実社会で経験を積んでこられたみなさんが集ま

るのですから､不完全燃焼のまま1回だけで終わるのは勿

体ないですからね｡

妻も参加したがっていたのですが､子どもがまだ小さか

ったので今回は断念したんです｡十年後くらいにはぜひ一

緒にと約束しているのですが｡ (談)

アスヘン･セミナーに

参加して

アスペンへの参加は､上役からの勧めがあり､私も仕事

に関係のないことをあれこれやってみるのが好きなので､

面白そうだなと思って決めました｡ただ､アスペンの名前

は知っていましたがどんなことをする所なのかは知らなか

ったので､送られてきた資料の山を見たときは､これはえ

らいことになったと(笑)｡読書は好きなんですが､本来は

時間も体力もある学生のときに読んでおくべきだったよう

な本が結構あって､読みこなす時間を確保するのが大変で

した｡

私は大学院でマーケテイングを専攻したんですが､マー

ケテイングとは環境問題や政治､社会､文化などの問題を

も内包する幅広いものであり､その中で企業がいかに適正

な利潤を上げるかを考えるものだと当時の先生に教えられ

た記憶があります｡そして､そこでは哲学が重要になる､

と｡また学問もいずれボーダーレスの時代になり､｢学際｣

が消滅するのは当たり前になるだろう､そのとき各分野の

底流になるのが哲学だとも教えられました｡そのことは強

く印象に残っていましたが､社会に出てからは殆んど酔夢

の世界とは無縁になってしユたので､久しぶりにいろいろ勉

強ができましたね⊃

セミナーでは提起された問題をついつい現在の自分に引

きつけて考えてしまって､本当はそれではいけない､そこ

から離れて純粋に哲学について考えなさいと言われるわけ

ですが､どうしても善かれていることをいまの問題に照ら

して考えてしまい､またそうでないとなかなか頭に入って

いかないんですね｡いいか悪いかはともかく､いまではそ

れもひとつの方法かなと思っているんですが｡

また､セミナーでの対話はすぐに何かの役に立つもので

はないとも言われましたが､教材リストの中にムハマド･

ルーミーというイランの哲学者の著書が入っていたので少

し読んでおいたんです｡たまたまイスラエルやパレスチナ

など中東で現地の人々と語り合う機会があったときルーミ

ーの名を出したところ､すごく喜ばれました｡非イスラム

困の人間でルーミーを矢口っているなんてと親近感を持たれ､

ちょっと株が上がりましたね｡同様にセミナーのおかげで

『新約聖書』『旧約聖書』についてもよくわかり､現在の中

人生をエンジョイ

す放めに

佐藤 健さん
●オリックスUSAコーポレーション会長

東和平問題の根っこにあるものも=哩解することができまし

た｡ビジネスにも哲学や教義が必要だというのは､各専門

分野に共通して流れるものがそこにあるからであり､そう

いうものが潤滑油の役目をするからですね｡そのことを､

中東で身をもって体験できたように思います｡

アスペンに参加したおかげで､ああ､この人が言ってい

るのはあの本のことだなと､自分もそれに対して意見を返

すことができるようになった｡そういう意味で､これまで

とは違った世界､違ったレベルに行けるようになり､全然

違う世界を見ることができるようになった気がしています｡

セミナーではモデレーターやリソース･パーソンの先生

方がうまく参加者の意見を引き出してくださって､活発な

議論が展開できました｡私どものセミナーではそのような

ことはなかったのですが､日本にはディベートの教育がな

いので､一般的に自分の意見が持てない､人前で発言でき

ないという人が多いですね｡でも､これからますますグロ

ーバリゼーションが進み､市場が日本国内だけで収まらな

い時代になってくると､自分の意見､自分なりの哲学を持

たない人間､会社､社会､国は駄目になる｡そこで､これ

からは否応なく自分の国､自分の会社､自分自身の考え方

を周りの環境に適合させなければいけない時代になるわけ

ですが､そこでひとつの重要な力になるのが哲学だと思う

んです｡

アスペンに参加しての感想は､やはり｢目からウロコ｣

の一言につきますね｡日本人は仕事を離れて哲学的なテー

マでディスカッションするなんてことは殆んどしませんが､

欧米の人々は人生いかに生きるかが中心テーマなんです｡

日本人の会社中心の生活とは大違いで､いつも人生をも)か

にエンジョイするかを考えている｡日本ではエンジョイは

｢楽しむ｣という意味でしか理解されていませんが､本来

は｢ものごとを経験して知る｣ことで､いろいろなことを

経験して世界を幅広く知り､自分の人生を深く大きいもの

にしていくという意味で使われています｡アスペンでの体

験はまさに､自分も再監人生をエンジョイすることを考え

なくてはいけないことに気づかされた日々でした｡(談)
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アスへン･セミナーに

参政レて

〈1998年9月夢2回参加〉

もともと私どもの会長の福原義春が日本アスペンの立ち

上げから関わっておりましたので､当時福原の秘書をして

いた私に一度体験してみたらどうかと話があり､これも社

命のうちかとあきらめて､内心嫌々参加させていただいた

わけです(笑)｡

内容はすでに聞いておりましたので覚悟はできていまし

たが､それでもテキストが届いてからそれはもう重苦しい

毎日でした｡それだけにセミナーが終わった直後の解放感

と言ったら｡何ものにも代えがたい快感でしたね(笑)｡し

かし､ではセミナーに参加して後悔したかと言うと全く逆

で､モデレーターの先生方と参加者のみなさんとが日を追

って一体となり､一緒に学ぶという雰囲気になって､これ

が非常によかったですね｡こんなに知的に充実した体験は､

50何年かの人生で初めてではなかったでしょうか｡

みなさんそれぞれが深い考えを持って発言されているの

にひきかえ､自分の分析力､読解力のなさにあきれ､自分

がいかに浅いところで生宿してきたかを思い知らされると

いう辛い面もありました｡しかし､あそこで過ごした数日

間が､いま自分がものを考えていくときの原点のようにな

っているのも確かです｡いままでは物事の上辺だけを見て

過ごしていたのが､そのよって立つところは何かまで気に

かけて見るようになりましたから｡まだものの見方が確立

したというところまで行っていませんが､少なくともそう

いう見方をしなくてはいけないと思うところまでは成長し

たように思います｡

いま私は経営企画という仕事をしておりますが､現在は

企業の活動もただ儲ければいい､売り上げが上がればいい

ということだけではすまない時代になってきています｡何

より､その活動自体が本当にいいことなのかが絶えず問わ

れる時代になってきている｡このような時代には､一つの

価値軸でなく､多様な価値軸を自分の中に持って判断して

いくことが大事ではないかと切実に感じるようになってき

ました｡一つの結論に到達するまでに､自分はこう思うが

人はどう考えるか､自分はこう考えるが別の見方もあるの

ではないかと問題をさまぎまな角度から検証してみる｡セ

ミナーで学んだりやりとりしたことの細部はもうすっかり

⑬

夫婦の問I禎た新しい
景色が見えてきた
森 光平さん
●株式会社資生堂

取締役/経営企画室長

忘れていますが､そのように複眼でものを見る､考えるこ

との大切さをあそこで学んだような気がします｡

中でも大きな効果は､取り上げられた古典の中の一つく

らいは抜粋ではなく全部を読んでみたいという気にさせら

れることですね｡私はダンテの『神曲』上･中･下を文庫

本で買い込みまして､常に机の上に置いてあるんです｡ま

だ中巻の三分の一にたどりついたくらいですが(笑)｡読破

したところで仕事の役に立つわけではありませんが､読ん

でいて洒落た言葉があったりすると､そのプレ←ズを今度

何かに使おうとか､ちょっと邪道なんですがそんな楽しみ

方をしたりしています｡これも､セミナ｣に参加]しなけれ

ばたどりつく道筋ではなかったと思います｡

私は夫婦で参加したんですが､いま考慮中の方はぜひご

夫婦で参加されることをお勧めします｡この体験は持続効

果が高いですから､のちのちまで共通の話題づくりにもな

るし､妻もあれから読みやすそうなものは時々買って読ん

でしユるようです｡それまでは映画や芝居の話か食べ物の話

ぐらいしかなかった夫婦の会話に､｢人生とは｣というよう

な深遠な話題が照れもせず出てくるようになった｡これは､

だんだん空気のような存在になってきている夫婦の間柄に

新しい景色が見えてくるという効果もあって､なかなかよ

かったと思っています｡これもアスペン効果の一つでしょ

うね｡

もう一つ個人的なアスペン効果なんですが､セミナ←以

後､人前に出ることにつまらない怯えがなくなりました｡

私は人見知りする方なので､いつも何かの会合に出ても気

後れがしてなかなか発言できなかったんです｡それが､ア

スペンでの体験から､自分の意見は何であれ口に出して言

ってみれは人は案外受け止めてくれるんだということがわ

かり､等身大でものが言えるようになった｡これが､私に

とっては最大の収穫でしたね｡ (談)

アスペン･セミナーに

参加して

〈柑99年2月第3回参カロ〉

アスペンについては､以前に緒方貞子ご夫妻がアメリカ

のセミナーに参加されており､いろいろ伺っていたのでよ

く知っていました｡でも､最石肌こ事務局からお誘いを受け

たときは躊躇したんですよ｡私は高校からアメリカに行っ

ていたので､日本人が普通に身につけている古典の知識に

少し欠けるところがあるのではないかと危惧したのと､日

本語で古典を学ぶのはとても無理と思って｡しかし緒方ご

夫妻から｢参加された方々との交流も楽しいし､他の世界

を見ることも大切だから｣と勧められ､恩いきって参加を

きめ､休暇をとりました｡

セミナーといえば経営セミナーのようなものばかりのこ

の国で､わぎわざ古典を学ぶなんてどんな意味があるのだ

ろうと最初は思いましたね｡しかし､よく考えてみたら､

違シ剛面から自分の人生を見つめ直すいい機会だったんで

す｡しかも､見失口らぬ人と短い期間ながら衣食住を共にし､

空間と時間を共有することが､こんなに連帯感を生むもの

だとは思いませんでした｡みんな一緒に塾に通っている仲

間という感じで､一冊のテキストをめぐってこれは何だろ

うとか､これはこう解釈するんじゃないかとか､一日中や

り合う｡これは本当に新鮮な体験であり驚きでした｡先生

方がまたわからないところを丁寧に解釈してくださるので､

だんだん私にも自信がついてきて､目が経つにつれ私がこ

こにいるのも意味があるんだと思えて楽になりました｡

昔､わが家ではよく小さなサロンを開き､旧制高校生や

大学生たちが集まってきては議論をしていました｡いつも

私は母の膝に乗って若者たちが議論をするのを見ていまし

たが､そこでは人はなぜ生きるかというような根源的な問

題をめぐって侃々諾々やり合い､時にはと｣トアップして

大議論になることもしばしばでした｡いまは､そんな風景

をまず見なくなりましたね｡豊かになって､誰でも海外旅

行に出かけるようになりましたが､たいていは行ってきた

という事実だけがあって､そこで見てきた､考えてきたこ

とが何もない｡また､あっても､いまは人の話に耳を傾け

る習慣がないから､そこでの体験を誰も聞こうとしない｡

誰にも話さないから見聞してきた経験が深まらない｡日本

では､家族とも他人とも､集まってみんなで語り合ったり

l週問いなくても､
あなたり会社は大丈夫
斉藤千香子さん
●国連難民高等弁務官

日本･韓国地域事務所(UNHCR)副代表

議論したりというサロン的な楽しみ方を本当にしなくなり

ましたね｡そのことをアスペンに参加して痛感しました｡

日本アスペンでの6日間は､本当にあっという間でした｡

テキストは二度､三度と読まなければ何が書いてあるかわ

からないと､みなさんそうおっしゃっていて､これは私に

とっては心中の喜びでしたね｡みんな同じように苦労して

いるなと(笑)｡それが不思議なもので､何度も読むうちに

だんだん見えてくるものがあり､自分なりの解釈が出てく

るんです｡そして､それをめぐってそれぞれの専門家の先

生方にわかりやすくお吉をしていただけるなんて､本当に

贅沢だなと思いました｡一流のオペラハウスに､一流の歌

手が出るオペラを楽しみに出かけ､裏切られなかったとい

う感じですね｡

以来､会う人ごとにアスペン･セミナーに行ってみなさ

いと体験を話すんですが､たいていの方が｢行きたいけど

1週間はねえ｣とおっしゃる｡そこで私は言うんです｡｢あ

なたが1週間くらいいなくても､会社はびくともしないわ

よ｣と(笑)｡それは､まさに私自身もそう思っていたから

で､いま私が1週間抜けたら､このプロジュクトは駄目に

なってしまうと｡ところが､実際は私がいないことでみん

なが新しい知恵を出し合ったりしていて､1週間の間にか

えってみんな成長していたんです｡そうV)うところは､上

司も親も一緒なんですね(笑)｡

英語に｢リフレクト｣という言葉があります｡これには

過去をふり返るという意味もあれば､鏡に映すという意味

もある｡人間は時々､自分自身を鏡に映して､過去をふり

返ってみることが必要だと思うんです｡自分はいまどうい

う姿をしているか､自分の生きざまはどうかと｡時には立

ち止まって､そういうリフレクションの時間を持つことは

大事ですね｡そういう意味でも､リフレッシュ休暇として

セミナーに参加してみるといいと思うんですよ｡いつも同

じことをしているだけでは､人間止まってしまいますから｡

(談)
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lアスベン･グループだより

アスペン研究所り国際ネッけ｢ク
加藤幹雄
●日本アスペン研究所常任理事

㈲国際文化会館常務理事

アスペン研究所は､米国以外に日

本､ドイツ､フランス､イタリアに

も存在します｡いずれも米国アスペ

ン研究所から派生したものであり､

それぞれが完全な独立性を保ちなが

らも密接な協力関係にあります｡そ

うしたアスペン研究所間の国際ネッ

トワークの強化を図り､相互の国際

活動をより効果的に実施できるよう

にするため､アスペン研究所国際臨

力連絡会議(AspenInstitute

InternationalConsultativeCoun-

cilMeeting)が定期的(原則とし

て年一回)に開かれています｡2001

年度は､フランス･アスペンがホス

トになり､6月4日にパリで開催さ

れます｡日本アスペン研究所は､

2000年にこの会議を東京でホストし

ました｡それぞれのアスペン研究所

の設立の背景､運営形態､プログラ

ムの内容･規模などはさまざまに異

なりますが､いずれも｢対話の文明

を求める｣という米国アスペン研究

所設立の理念を共有しています｡

ポリシー･プロクラムを中心に

米国アスペン研究所創設に加わっ

た人々の多くがドイツ系アメリカ人

であったこともあり､米国に次ぐ古

い歴史をもつのはドイツのアスペン

研究所(ベルリン)で､昨年､25周

年を迎えております｡1980年代半ば

までは､ドイツが唯一の海外姉妹機

関でした｡冷戦の緊張が高かった時

代に出発したドイツ･アスペン研究

所は､ベルリン市から施設を供与さ

れ､そこで展開されたのは東西関係

をめぐる知的対話が中心で､このポ

リシー･プログラム中心の伝統は今

も継承されております｡すなわち､

⑳

エグゼクティブ･セミナーは行わず､

もっぱら欧州内問題や米欧関係をめ

ぐる政策提言型のセミナーや研究集

会に徹しています｡イタリアの場合

もエグゼクティブ･セミナーはなく､

主要活動はEU関連のテーマ､特に地

中海沿岸諸国間の問題に焦点を当て

たポリシー･プログラムを行ってい

ます｡フランス･アスペン研究所は､

オリヴィエ･メレリオ氏(現理事長)

が牽引車となってパリに設立(1986

年)され､その後､本部をリヨン市

に移しています｡レーモン･バ｣ル

市長(元首相)が会長に就任し､市

は財政援助も与えています｡フラン

スは当初からアジア､特に日本と中

国に強い関心を持ち､国際経済交流

財団､研究情報基金､日本国際問題

研究所等との協力により､｢日欧リー

ダー会議｣を定期的に開催していま

す｡また1999年からは､主として多

国籍企業のトップ経営者を対象に米

国のエグゼクティブ･セミナーをモ

デルにした｢グローバル･セミナー｣

を実施しています｡ポリシー･プロ

グラムでは｢企業倫理とコ←ボレー

ト･ガバナンス｣をテーマにした国

際会議を日本アスペン研究所と協力

して開催する企画を進めています｡

奨学金制度も確立

米国アスペン研究所の本部は現在

ワシントンにありますが､エグゼク

ティブ･セミナーやさまぎまなポリ

シー･プログラム関係の会議は､ア

スペン研究所発祥の地コロラド州ア

スペンとメリーランド州クイーンズ

タウンにある施設で行われています｡

後者は､1974年にアーサー･ホウト

ン氏(元コーニング･グラス社長)

から寄階された1100エーか-の自然

林(WyePlantation)の中にある

宿泊･会議施設で､アスペンの施設

は主として夏場の利用に限定されま

すが､ここはワシントンから至近拒

離にあり､しかも年間を通して活用

できます｡エグゼクティプ･セミナ

ーでは､参加者の構成をできるだけ

多棟陰に富むものにする配慮がなさ

れ､そのために学界､NGO､外国

人､マイノリティー･グループなど

の参加を奨励するための奨学金制度

が確立されています｡ポリシー･プ

ログラムには､政治､外交､国際関

係､経済､安全保障､情報通信､環

境､人権､貧困､人口､宗教などさ

まぎまな分野を網羅した17のプログ

ラムがあり､それぞれが定期的に専

門家を集めてセミナーを行い､政策

提言をまとめて発表しています｡こ

うしたアスペンのポリシー･プログ

ラムに参加する日本人専門家の推薦

を日本アスペン研究所に依頼してく

るケースが､年々増えてきています｡

各アスペン研究所の活動の詳細に

ついては､下記のウェブサイトにア

クセスすることができます｡

Aspenlnstitute(USA)

http:〟www.aspeninst.org

AspenlnstituteBerlin

http:〟www.aspenberIh,Org

lnstitutAspenFrance

http:〟vvww.aspenfrance.org

AspenlnstituteItalia

http:〟www.aspeninstitute.it

ヴィラ･デステの会場附近を散策する参加者
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