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アスベン･フェロー N0.4

◆目次

古典とのひびきあい坂郁恵

文明の衝突から対話へ牟田口義郎/本間長世
◆日本アスペン2(】81年夏季セミナー懇話会

環境と私たち一つながりの世界認識大井玄

アスペン･ウイークエンド･セミナー始まる

◆アスペン･ウイーク工ントセミナーに参加して

知的酪酎感を楽しむ篠原興

自分自身を椰卸しして思考の軸を据え直す井上理-

人の意見を久しぶりに真鍬潤一蛾5日問でした鈴木正一郎

社会参加意識と倫理の視点を持つ松本正志

アスペン讃歌一感激を忘れぬための自らへの撤文多木正

◆アスペン･グループだより

文化摩擦をどう乗り越えるか小林善彦

写真//ThrerryCHASS巨POUX･児玉房子･岡野吐畠･高田美子

レイアウト/佐野泰央

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

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←です｡

●対象者 企業の役員･幹覇土貞､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･西欧の古典およぴ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

●傭用言語

●その他

モデレーター2名､リソ｣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

庶則として全日程参弧ご夫婦でのご参加を歓

迎いたします｡

◎

≪巻頭エッセイ》

古典とり払びきあい

坂部 恵
●桜美林大学教授

アスペン･セミナーも今回(2001年11月)

で11回を数え､毎回の参加者の皆様とともに

東西の古典を読む経験を重ねてきました｡わ

たくしのなかで､テキストにとられたさまぎ

まな時代と地域の古典の一節一節が､ひとき

わそれぞれの個性を輝かせて粒立ってくるよ

うに感じられます｡実際､毎回のセミナーの

経験は､その都度の参加者の皆様の御発言･

御議論に触発されて､わたくし自身きまって

これまでとは別な視角からの照明を古典のテ

キストにたいして付け加えることの連続にほ

かならなかったのです｡

戦前から戦後の一時期にかけて批評の神様

といわれた小林秀雄は､学生時代ボードレー

ルやランボーといった19世紀象徴派の詩人に

熱中し､仏文研究室の書架に並んでいるラブ

レーやラシーヌといったフランス文学の古典

を｢駄本｣と称していたそうです｡しかしそ

のおなじ小林が､戦時下の世の狂乱に背を向

けて､『無常といふ事』という日本古典文学に

ついてのすばらしいエッセイを書きました｡

また戦後の晩年には､国学の大成者である本

居宣長をとりあげ､その古典文献学の営為に

ついて立ち入った考察をおこなって､世のひ

とびとに感銘を与えました｡

その小林秀雄が､たしかあるエッセイのな

かで､日本の古典についてそれを読むことに

どんな意義があるかと問われると､自分は思

想云々以前にとにかくそれは名文なんだと答

えることにしている､という意味のことをい

っていました｡これは､いかにもボードレー

ルやランボーという現代詩人の洗礼を受ける

ところから出発した小林らしいことばです｡

というのは､それは､小林が日本の古典を究

極のところ→イ固の詩として読み､何よりも文

体の魅力に照準し､思考の息遣いあるいは心

の律動にひびきあいつつ古典の魂に触れてい

ることをいうにほかならないからです｡

無論､この小林のことばは､かれが古典を

相手にして､いつもその文体の魅力や思考の

息遣いにもっぱら心を向けて読んでいること

をいうものではありません｡むしろ適に､意

味や解釈の二欠元で読みに読みぬいた果てに､

はじめて思考のリズムや心の脈動がそこから

聞こえてくることをいうものでしょう｡

実際､毎回のアスペン･セミナーで､参加

者の皆様の御発言や討論を通して､あれこれ

の古典にその都度さまぎまな角度から光があ

てられるのを拝聴していると､当の古典の息

遣いが､ひとりひとりの読み手やそのグルー

プごとに､微妙忙ちがったひびきあいの幾重

にも重なったリズムの輪を全体として巻きお

こすように感じられるときがあります｡

こうした､ときに千年二千年という時をへ

だてて巻きおこされる思考の律動の共鳴の輪

が､心の奥深くに届くとき､わたくしたちの

生活はかわります｡何かいままでの生活にな

かった脈動が加わり､創造的思考･判断や対

話を導いてくれるようになるでしょう｡



隼田口義郎氏

文明の衝突
◆アスペン対談

牟田口義郎
●中東報道者の芸会長/中粟調査会酎常任理事

元朝日新聞論説委員

同時多発テロの背景

本間 9月11日の同時多発テロは､アメリカだけにとどま

らず､全世界に衝撃を与えました｡そして､あの事件がも

たらしたものの影響はじわじわと世界に広がり､深まりつ

つあるように思います｡事件について､ただちにアメリカ

のプッシュ大統領を代表とする現政権はこれは戦争である

と定義し､それにアメリカ国民のみならずヨーロッパ･中

東諸国および日本政府が支持を表明した｡これは国際政治

史上､特筆すべきことですね｡このように､今回の事件の

衝撃が欧米や日本だけでなくイスラム諸国にもどのように

及んでいったかについて､牟田口さんからお話しいただき

ながら話を広げていきたいと思います｡

牢田口 この間題について､もっともプッシュ大統領を支

持したのはイギリスのブレア首相ですね｡まさにアングロ

サクソンー心同体という感じでした｡しかし､現在イスラ

エルとパレスチナの間でしょっちゅう衝突が起こっている､

その元をつくったのが第一次大戦におけるイギリスの中東

政策で､それがユダヤとアラブ両民族にとっての悲劇を生

んだ｡その責任を果たさないうちに大英帝国は第二次大戦

で力が弱まり､本国へ引き揚げてしまう｡ところが今度は

東西冷戦が始まってしまい､自由陣営としてアメリカが立

たざるを得なかった｡そこでアメリカがイギリスの中東政

策のしりぬぐいをする羽目になったのが､今日のパレスチ

ナ問題の起こりですね｡

本間 パレスチナとギリシアについて､イギリスが自分の

力が届かないからあとはよろしく積むという形になり､そ

れを引き受けたのがル←ズベルトが病気で亡くなったあと

に大統領に昇格したトルーマン大統領ですね｡

牟田口 トルーマン･ドクトリンが出たのが1947年｡

本間 そのトルーマン■ドクトリンでは､世界には二つの

生活様式があると｡片方は自由を尊重するものであり､も

う片方は自由を抑圧するものである｡そして､アメリカは

自由を尊重する国に対しては援助を惜しまないと大見得を

きった｡アメリカの対外政策の根本にはソ連の勢力範囲が

第二次大戦が終わった時点より広がることだけは抑えよう

⑳

ということがあり､その理由づけにいレーマン･ドクトリ

ンがつくられたわけですが､実際にはアメリカのご都合主

義で､自由を愛する陣営の中に独裁政権が入っていたりし

た｡目的がソ連封じ込めにあったので､あるときはある勢

力を助け､都合により急に別の勢力を助けるというような

ことをよくやった｡仮に1989年までを冷戦期だとすれば､

その間のアメリカの対外政策､特に中東政策はくるくるよ

く変わりましたね｡イランとイラクもそうだし､アフガニ

スタンもソ連が攻め込んだときにアメリカはソ連を押さえ

るための力をあそこで結集した｡実はウサマ･ビンラディ

ンもその中にいて､アメリカに鍛えられた一人だったわけ

でしょう｡

牟田口 ビンラディンを育てたのは､まさにアメリカの対

アフガニスタン政策ですね｡

本間 アメリカがイスラム側に憎まれる理由の一つは､漕

岸戦争後メッカのあるサウジアラビアに基地を置いたこと

と､そこには女性の兵士もいて､彼女らは暑ければ半袖姿

で歩き回ると｡

牟田口 あれが相当な文化ショックをサウジアラビアの人々

に与えたと思いますよ｡

本間 それから､イスラエルが国連が見ても不法な占領を

行い､それをアメリカは容めない｡一方､パレスチナにつ

いてはいちいち答めだてをする｡だからアメリカは不公平

だという不満が彼らにはある｡パレスチナ問題について､

イスラエルの扁を持ちながら無理矢理片づけようとしてい

ると｡ウサマ･ビンラデインも､パレスチナ問題とサウジ

アラビアでのアメリカ軍の駐留が許せないというのが､今

回のテロの直接的な理由だとほのめかしていますね｡

しかし､その感情のもつれを延々と遡っていくと､プッ

シュ大統領が思わず言ってしまった｢これは国際テロリス

トに対する十字軍である｣という言葉に突き当たる｡これ

をプッシュ大統領の失言とだけ捉えては気の毒で､キリス

ト教徒にとっての十字軍という言葉の響きは､アラブから

見た十字軍とは全く違うんです｡私がアメリカに留学した

のは1950年代の半ばですが､あのころヒリー･グラハムと

いう伝道師が｢クリスチャン･クルセイド｣ということを

から対話へ
+l

本間長世
●日本アスペン研究所副会長

学校法人成上成学園学園長

盛んに言って､各地で大集会を開いていた｡このようにキ

リスト教徒はクルセイドという言葉を当り前に使っていま

すが､これは何か事を起こして障害になるものと闘いそれ

を乗り越えていくとか､ある目標に向かって進んでいくと

いったくらいの意味なんですね｡

隼田ロ イスラム側で言えばジハードですね｡

本間 でもプッシュ政権としては､今回の行動は全イスラ

ムを敵に廻して叩こうということでは糸田寸ないということ

を言いたい｡だから､イスラムの国々も国際テロリストを

倒すための連合勢力に入ってくださいと呼びかけた｡呼び

かけながらクルセイドなんて言っている(笑)｡その矛盾

は､彼の歴史的無知から来ているということになるんでし

ょう｡

牟田口 後に､19郎年に私が訳したアラブのジャーナリス

ト､アミン･マアルーフの『アラブが見た十字軍』(リブロ

ボwト刊､現在はちくま学芸文庫)を読ませなくてはいけませ

んね(笑)｡

本間 あの本はどれくらいキリスト教圏で読まれましたか｡

牟田口 83年にまずパリで出て､すぐに英訳が出､ドイツ

語､イタリア語､ハンガリ←語と､もうヨーロッパ中で読

まれたらしいですよ｡パリの出版社は､｢いまやこれは古典

になった｣なんていばっています｡

本間 逆に言えば､それくらい最近まで西側はアラブが十

字軍というものを歴史上どう見ていたかについて無関心だ

った｡ひたすらキリスト教徒側からの見方だけですませて

いたことになりますね｡

隼田口 日本でもそのとおりだったから､新聞･雑誌が一

斉に書評で取り上げましたね｡例えば｢朝日新聞｣の年末

特集｢私が選んだ3冊｣では､読書委員の一人だったアメ

リカ学の猿谷要氏がこう書きました｡｢(本書は)今なお西

欧の価値観にしばられている日本人にとって正に衝撃の一

書｡目からウロコが落ちるほどの鮮烈な読後感｡世界を見

る目が広がるだろう｣と｡

そういう意味で､今回の事件はわれわれにイスラム世界

へ目を向けさせるきっかけにはなりました｡しかし､この

本はアラビア語では出ていないようなんですよ｡面白いの

本間長世氏

は､ある人に聞いたら､マアルーフはレバノン人だけどク

リスチャンだと｡だから､ちょっと向こうでは差別されて

いる感じなんです｡その辺のことも関係があるのかもしれ

ません｡

本間 最近､レバノン人の学者に会ったんですが､彼はギ

リシア正教徒でイスラムではなも)けれどアメリカについて

は極めて批判的で､アメリカこそ国際テロリスト国家であ

ると言っていました｡彼からは､アメリカヘの憎しみでは

なく軽蔑を感じましたね｡アメリカには文化がない､と｡

レバノンも内戦でひどい目にあったところで､宗教､民

族､国家というものの線引きが二重､三重と入り組んでい

る｡日本人にとっては､理解することが非常に難しいとこ

ろではないかと思います｡

牟田口 30年前にヨーロッパ上空で初めてハイジャック作

戦を行い､｢アラブの大義｣を訴えたジョルジュ･ハバシュ

はレバノンのギリシア正教徒でしたよ｡

則とコーランともう一つの選択肢

本間 そこで問題だと思うのは､原理主義派は必ずしも過

激派でないんですね｡どんな宗教も､それが発生した地で

のローかレな宗教信仰としてとどまるか､それを超えた普

遍性を持つ宗教になるかは､それが持つ性准匿よって大き

く異なります｡それが普遍性を持つ宗教であれば､必ず正

統と異端という問題が出てくる｡また過激派が出てくる｡

そして､この言葉が使われるようになったのは最近のこと

だと思いますが原理主義派というのが出てくる｡今回のテ

ロ事件を引き起こしたのは過激派の中の行動派グル｣プで､

原理主義派とは区別しなければいけないと思います｡

イスラム教について日本で私たちが教わってきたのは､

いわば西洋キリスト教経由の｢剣とコーラン｣という戦闘

的なイメージですね｡しかし牟田Uさんのようにイスラム

の世界と深く付き合ってこられた方から見れば､そういう

イメージこそ問題だということになるんでしょう｡

牟田口 そこには､もう一つ選択肢があったんですよ｡｢剣

かコーランか貢納か｣と｡イスラムの世界では､相手の降

伏が第一条件なんです｡ところが､降伏は態度で表わさな

◎



◆アスペン対談

文明㊥衝突から対儲へ

いと確認できないから､税金を払うことで降伏の証拠とす

ると(笑)｡私の『物語 中東の歴史』(中公新書)にも書き

ましたが､ササン朝ペルシアとアラブが大決戦を行った｢カ

ーディシーヤの合戦｣という有名な戦いがあります｡そこ

では､合戦に先立って使節団が首都クテシフォン(現イラ

ク)を訪れて皇帝に会い､｢イスラムに帰依するか､貢納す

るか､その両方が嫌だったら戦うか｣と追った｡剣は一番

最後なんですよ｡実はムハンマド(マホメット)の軍隊は､

二番目の降伏して税金を納めるという選択を一番望んだ｡

なぜかと言うと､戦争をしても勝つ保証はないし､■勝った

としても犠牲者が出るからその家族を見なくてはという問

題が出てくる｡イスラムに帰依されると､今度は身内とい

うことになって実入りが減ってしまい､帝国の維持費に困

る｡だから､敵が戦わずして降伏し､税金を納めてくれた

ら､信教の自由と身分･財産の保証を約束するとした｡

ところが､1D96年から1291年までのおよそ200年間に及ぷ

十字軍の遠征がことごとく失敗し､逃げ帰ったヨーロッパ

人がイスラムをおとしめるために､アラブの連中は｢剣か

コーランか｣しかない二者択一の狂信的宗教だと広めたん

です｡以前､パキスタンの学者と話をしていて､｢ムハンマ

ドは片手にコーラン､片手に剣と言っているけど､イスラ

ム教では左手は不浄だから左手にコーランは持てないな｡

じゃ右手にコーラン､左手に剣か｣と言ったら､相手が笑

って｢それでは連駆動券のわがイスラムの軍隊は､全員左

ギッチョだったことになりますね｣と(笑)｡そして彼も｢剣

かコーランかというのは､ヨーロッパに逃げ帰った連中が

われわれをおとしめるために大事な一つを故意に落とした

デマなんですよ｣と言っていました｡

本間 ついでに伺いますが､イスラム教もキリスト教のよ

･うに積極的な伝道を行っているんですか｡

牟田口 これがないんですね｡坊さんも､ザビエルのよう

な伝道師もいません｡あれが不思議なんです｡

本間 キリスト教は､相手を改宗させようと死をも覚づ瞥で

一他国にあえて乗り込んでいく｡イスラム教には､そういう

形での伝道はないようですね｡

牟田口 インドネシアにイスラム教を広げたのは､スパイ

ス商人なんです(笑)｡先ほどパレスチナで仕事をしていた

という方と話をしていたんですが､その人が言うにはイス

ラムの世界には国境がない､あってもなきがごときですと｡

だから､例えばモロッコで生まれてエジプトで勉強し､シ

リアで就職して､最後はアメリカに行ってしまうという例

◎

も珍しくない｡アメリカに行っても､イスラムのコミュニ

ティーが迎えてくれるから心配ないそうです｡クリスチャ

ンは旅行をしても､自分の属している教会と同じ派の教会

でないと礼拝に行けない｡それに比べてイスラム教徒は､

どこに行ってもその街にモスクがあればそこでお参りがで

きる｡それが彼らの強みですねの

本間 アメリカのイスラム教徒は､いま何百万と増えてい

る｡なぜそんなに増えたかと言うと､やはり移民が圧倒的

に多い｡それから､アフロ･アメリカンの闇でもイスラム

教が広がっている｡これまで抑圧されてきた黒人の白人文

化に対するプロテストの表明として､イスラムに改宗する

人が増えているんです｡しかし､黒人のイスラム組織ブラ

ックパンサー･パーティというのが9月11日のテロ攻撃の

あとに集会を開いて､アメリカ批判を行った｡それに対し

て､移民のイスラム教徒はテロを批判している｡というよ

うに､アメリカの中も複雑な構図になってきているような

気がします｡ビンラディンもイスラム教をしっかり勉強し

てその教義に通じ､その上でイスラム教徒としてジハ←ド

を行っていると言っていますが､世界のイスラム教徒から

は嫌われている｡だから､宗教の問題とテロリストの問題

は分ける必要がありますね｡

ところで､元来ジハードとは何ですか｡

牟田口 あれはコーランに出てくる言葉で､そもそもは自

分の私L､を捨てて神のために尽くすという､神聖な努力の

ことなんです｡つまり､儒教精神で言う克己の精神を持つ

ように努力するということで､それが歴史の中で物理的に

戟うということになっていった｡

本間 あれを｢~聖戦｣と言うようになったのはいつごろか

らですか｡

牟田口~ ジハードを｢ホーリー･ウォー｣としたのはヨー

ロッパ人だそうです｡

本間 それを日本で聖戦と訳したわけですね｡それにして

も､われわれは学校教育の中で､イスラムについて､ある

いはアラブにつV)てほとんど何も教わっていませんね｡せ

いぜいが､地図上でサラセン帝国がこんなに広がりました

という話を聞くくらいで(笑)｡

自国中心主義を超えて

牢田口 しかし欧米の大国は､これからますます自国の中

の少数民族の問題を真剣に考えなければいけませんね｡ア

メリカではいま､イスラム教徒が500万人とか600万人と言

われています｡イギリスも､英連邦の関係でイスラム寺院

がある｡フランスは労働力不足を補うためにアルジェリア

人がどんどん増えていて､いまや人口の1割になっていま

す｡以前は出稼ぎに来て金を稼いで帰るということで問題

が起こらなかったのが､最近は家族を呼び寄せ､子どもが

育ってきて学校に行く年齢になる｡そうなると､イスラム

の学校やお寺をつくらなければ､となる｡フランスの学校

にイスラム教徒の少女が入ってきて､母親に言われたとお

りベールをかぶって登校したら､学校倣は認めないとベー

ルを取らせたというので裁判になったと､以前新聞でも話

題になったことがありました｡そういう小さな問題から異

文化間の衝突は起こるんですね｡

本間 アメリカは移民国家だと言われ､アメリカ人は人種

の柑桐という例えを持ち出して､それで社会をもたせてき

たところがあります｡確かにアメリカにはさまざまな国か

ら移民が来て､20世紀の始めのころは移民の方が多数であ

るような都市があり､英語以外の言語がたくさん飛びかっ

ていた｡これはジャーナリストの松本重治さん(故人)か

ら聞いたんですが､松本さんが若いころアメリカに行って

工場見学をした｡そのエ場では､働く人たちに見せるため

の掲示板が4カ国語くらいで書いてあったそうです｡そう

しないと伝わらない｡移民の→世には､英語では伝わらな

いんです｡

しかし二世､三世になると問題なく英語を話す｡そのア

メリカの中で､エスニック･プロブレムというのが起こっ

ていて､逆にそういったアメリカの中での異文化を正当に

評価しようという動きが生まれているんです｡人間にとっ

てエスニック文化は大事なんだ､それぞれの故国の文化を

大切にしなくてはいけないんだという動きが出ている｡

そして､9月11日以来､毎日テレビのニュースに釘付け

になっていると､最初はイスラムとかアラブといった大き

な括りだったものが､だんだん対象地域が定まってきて､

アフガニスタンだビンラディンだタリバンだということに

なってきた｡ではタリバンとは何かと言うと､パシュトウ

ン人の中の原理主義者たちであると｡その反対勢力として

北部同盟があり､そこにはタジク人だのいろいろな民族が

いる｡まさにエスニックなんです｡ですから､十把一から

げにイスラムとかアラブと言っても､全然話がわからない｡

国境には線が引かれていても､その中は民族的には多様な

んですね｡

事件5日日の世界貿易センタービル周辺(ニューヨ【ク)提供･共同通信社



牟田口 そもそも国境という概念はヨ｣ロツパのものです

からね｡西洋は国家という制度をつくるまでずいぶん戦争

をして､やっと自分たちが安全に暮らすには国境というも

のを尊重しなくてはいけない､尊重しないとまた喧嘩が起

こるということに気がついた｡だから国境は､18世紀以降

ヨーロッパ人がつくったものなんです｡それをイスラムに

当てはめてはいけないんですjユ｡

本間 国境の概念は､国民国家が生まれてからできたもの

ですからね｡国境をめぐる問題は､歴史的ゆらぎというこ

とでもおそらく解決できないでしょう｡どのように線を引

いても､誰かに不満が残る｡

しかし､アフガニスタンでアメリカが思惑どおりにあそ

こを解決しようとしてもできないでしょう｡アメリカでな

くとも､これまでアフガニスタンについては予測どおりに

いったためしがない｡中東問題でも､あらゆる予測はみん

な狂う｡

牟田口 欧米側の基準が通用しないのが中東だと(笑)｡

本間 プッシュ大統領は､これは国際テロリストに対する

持続的な戦いで､すぐに終わるようなものではないと言っ

ています｡その中で､イスラム教徒とキリスト教徒はどう

つきあっていくかという問題がありますね｡そして､同時

多発テロ以降のアメリカの対応について､これから国際社

会はどう考えていくのかという問題もある｡

今後､同時多発テロのような事件が起こらないようにす

るには､文明の衝突より対話が大事だと言われています｡

私は元来､文明の衝突という議論には反対なんですが､今

回の事件を見ていると､やはり文明間の対話をどのように

進めるかという問題は大きいですね｡

牟田口 今年の国連のテーマがそれでしたね｡しかし､ア

メリカのように背後の軍隊が見え見えだったら､対話など

できないという国が出てきてもおかしくない｡例えば､イ

スラエルにはやりたい放題させておいて､自爆テロだけを

悪だというのは無理がある｡パレスチナ人の中には､生ま

れてから50年､難民暮らししか知らない人もいるので､そ

こには絶望しかない｡だから自分の命は軽くなってしまう

わけです｡向こうの新聞は､イスラエルに対する自爆テロ

の報道で､テロという言葉は使わないそうですね｡レジス

タンスという言葉を使っている｡あくまでも追い詰められ

た側の抵抗なんだと｡

本間 いま21世紀の始まりにああいうことが起こりました

が､ではアメリカはどうしたらいいのか｡この間題は国連

⑧

の力で何とか収めるのが一番いいのですが､国連も統一し

た意思の強制力を発動するところまで､なかなかいきませ

んね｡

牟田口 そこが問題なんです｡

本間 アメリカの対外政策は非常に大きな意味を持ってい

て､出過ぎてもいけないし､孤立しても国際秩序という点

で困ることになる｡たまたま､この｢アスペン･フェロー｣

誌の第2号に､ジミー･カーター元大統領がアスペン研究

所の50周年記念国際シンポジウムで行った講演の一部が収

録されていますが､ここで彼は｢アメリカは反省せよ｣と

いうことを言っています｡｢アメリカは地雷廃止に反対して

いる唯一の国であり､戦月寺での人権侵害を防ぐ国際犯罪法

廷の設立を妨げている唯一の国でもある｡また包括的核実

験禁止条約を上院で否決､スターウオーズによる防衛を考

えたり､士蛎定温曖化防止のための京都議定書にもソッポを

向くなどしているため､世界はアメリカを比類のない盲と

力と影響力を待った国だが∴世界の人々の生活環境には無

神経な国だと考えている｣と｡この言葉にアメリカの現政

権はぜひ耳を傾けてもらいたいと思いますね｡と同時に目

前にあるテロリズムの問題がさらに広がらないように､ど

うやって防いでいくかということも併せて､これをアメリ

カだけの問題としないで考えていかなくてはいけない｡こ

の間題は軍事力だけでは解決できないし∴経済問題として

だけでも解決はできない｡やはり､そこには相互坪解約な

対話が必要になると思います｡

卒田口 プッシュは｢(自由と民主主義の)アメリカがど

うして憎まれるのか｣と演説しましたが､その筈えはいま

指摘されたカーター元大統領の言葉の巾にありますね｡

アメリカがこれらを反省し､態度を改めれ～･ま､憎まれる

度合もずいぶん減って､対話の可能性が大いに高まるでし

ょうね｡

本間 これだけ狭くなった地球ですから､国際連合がつく

られたときとは全く違う世界地図になっています｡いまは

国連だけでは解決できない問題､アメリカだけでは解決で

きない問題が増えていますから､やはりNGOとかNPO

というものの役割がこれから重要性を増すのではないでし

ょうか｡その中でどの国も､まず国益を重視することは大

切ですが､自国の利益プラスということを21世紀の国際関

係では考えていかないといけないと思いますね｡

(2001年11月24日収録)
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環境と私たち
一っながりの世界i

大井 玄
●東京大学名誉教授

国立環境研究所参与

いのちの原点を考える

私は国立環境研究所の所長を辞し､現在は内科､特に心

を中心とした疾患の臨床にあたっています｡毎日さまざま

な人たちを診てしゝますが､そこで感じるのは､数十年前の

日本に比べるとしゝま実に多くの人たちが孤立感､疎外感､

不安感を抱いているということです｡今年5月の新聞報道

によれば､2()代3()代の比較的若年層を中心に見られる｢引

きこもり症候群｣の相談が､年間6千件もあるとか｡引き

こもっている本人を調べますと､社会的な訓練がなされな

いままに自己中心的な不適応を起こしている｡自分と社会

環境との間に断絶を感じて､社会は自分に対して敵対的で

あると考え､自己を守るためには引きこもらぎるを得ない

という心哩が簡著であるように思います｡これは精神分裂

病初期の患者が環境に対して抱く不安感､恐怖心とも似て

います｡両者に共通する点は､自己と周囲の人間や社会と

の繋がりの喪失です｡

現在の日本に支配的なイデオロギーはいわゆる自由と権

利であり､人との繋がりよりも自己決定を奨励し､個性を

伸ばすことが教育の最大目的だと言われています｡しかし

人間の生存は､周囲の人々や地観､地球環境との繋がりを

無視してどれくらい可能なのか｡そもそも人間は生まれた

暗から自由であり､プライバシーをはじめとする権利に守

られている動物でしょうか｡ここでまず最初に､人間存在

の実体を検討する必要があると思います｡サングラハ心理

研究所の岡野守也さんは､｢命の原点､出発点は自由ではな

い｣と言っています｡命つまり生命は本人の自由意志で生

じたものではない｡両案削こよって生み出されたものです｡

しかも自分を生んでくれた親とてもやはり自発的に生まれ

てきたのではなく､親はその親から､その親はまたその親

から生まれて､1け代遡ると岡野さんの計算によれば1024

人､2〔代では100万人以上､そして3(代では実に1脈Lノ以上

の先祖がいることになる｡しかも､先祖のただ｢人欠けて

いても自分は存在しないわけです｡つまり､無数の命の繁

がりの中で私の命が生まれたという事実は､やはり否定で

きないと思います｡そして､それを辿っていくと､最終的

には生命の一番最初に辿り着く｡さらにそれが､地球の誕

生から最終的には宇宙の根源にまで至る､そういう繋がり

があるわけです｡この繋がりについてもうしばらく岡野さ

んの所論を紹介させていただきます｡

物質の進化と生命の繋がりには150億年の歴史があり､そ

れをわずかな時間でお話しするのは不可能ですが､現在最

も有力な科学的な考え方によれを£宇宙は150億年ほど前に

ビッグバンにより無から生まれた｡その前は時間も空間も

エネルギーも､そして物質も存在しない､そういう意味で

無の世界です｡そして､その後も宇宙は進化しており､ど

んどん大きくなっていることは御存知の通りです｡この無

から有が生まれるというのは､まさに般若心経の｢色即是

空､空即是色｣の世界です｡つまり､いまなお膨張を続け

ている宇宙とは無より生じたものであり､それを包んでい

るのは依然として虚空です｡そして一方､我々は有限の｢色｣

の中の存在であることを確認していただきたいと思います｡

ここで注意すべきことが3つあります｡第→点は､宇宙

の中に濃淡ができ､星､星雲が生まれてくる｡さらに現在

では地球やその上の生物が生じている｡しかし､それは区

分はできるけれど､宇宙の中で分離されたものではない｡

いずれも宇宙の中における一つの繋がりの連続したもので

あり､その中に濃いところと薄いところがあるということ

です｡これを哲学者の井筒俊彦は宇宙の自己分節･自己限

定と呼んでいますが､結局､多様な万物は宇宙の自己分節･

自己限定が現前させたものです｡

また第二点は､宇宙の意識や心についてです｡宇宙とい

うと､私たちが日頃図鑑やテレビで見るような､暗黒の空

間の中に無数の星や星雲が浮かんでいるという無機的なイ

メージがあります｡しかし､これは決して全宇宙の姿では

ない｡全宇蹟には地球､生命､私たちなども含まれていま

すから､私たちが意識や心を持つということは､つまり宇

宙には意識や心があるということになります｡

◎
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環境と私たち一っ触りの定昇認識

第三点は､宇宙が辿ってきた歴史を見ると､構造におい

ても機能においても､単純なものから複雑なものへ､効率

の悪いものから効率の良いものへと組織化されていること

がわかる｡つまり､宇宙はそういう意味で進化しているの

です｡

その歴史とは､まず宇宙の誕生後にレプトンとかクオー

クなどの微粒子が分化し､それらが集まって陽子とか中性

子といった素粒子がつくられた｡そしてビッグバンの後10

万年ぐらい経って､水素原子が誕生します｡最も単純な陽

子の核の周りを一つの電子が廻るという水素が､その後､

核融合によって重い炭素､酸素､あるいは鉄などをつくり

出す｡しかしながら､現在でも宇宙に無数にある星雲の殆

ど90%は水素原子によってできています｡その水素庶子は

H20つまり水を構成していて､水は私たちの体の中の70%

を構成している｡実は陽子の寿命は15噛年よりも長いそう

なので､私たちの体にはビッグバンの時にできた水素原子

が入っている｡つまり私たちの体は優に150一意年の歴史を体

現していることになり､私たちは｢星の子｣なのです｡そ

して1DO億年ぐらい前に銀河系が誕生し､さらに50億年くら

い前に原始の太陽系が誕生して､46億年前には地球が誕生

する｡これが現代科学による宇宙の進化についての最も有

力な仮説です｡

生命のつながり

次に､生命の繋がりということについて少しお話ししま

す｡よく知られているように､地球はその大きさと太陽と

の距離が生命誕生にとって適当だった｡高温ガスの状態か

ら次第に冷えてきて､原子の組み合わせが形成され､そこ

に有機物の分子がつくられ､高分子へと組織化され､つい

に生命を誕生させたと考えられており､それは約40億年ぐ

らい前とされています｡その生命の特徴は､一つには自分

と外界をへだてる膜があることで､自分と外部を区別しな

がら内部と外部とを繋げていく｡もう→つの特徴は､夕帽β

とのやり取りの中で自分を維持するような代謝作用を行う

ことです｡我々は例えば御飯を食べると消化する､これも

代謝作用です｡さらに三つ目は､自分自身を複製すること

のできる生殖を行うことが可能だということです｡項在､

地球上には一千億とも一兆とも言われるウイルスから哺乳

動物までの生物がいますが､全て単一の共通祖先を持って

いるという説が最も有力です｡

◎

なぜかと言えば､一つには生命を次の世代に伝える仕組

みが共通だからで､どの生物もDNAの遺伝情報を使って伝

達している｡しかも最近の遺伝子解説によれば､見かけに

比べ遺伝子にはあまり大きな違いが認められない｡例えば

ショウジョウバエには1万4000の遺伝子があり､線虫には

2万､これに対して人間には3万の遺伝子がある｡さらに

人間とチンパンジーでは､遺伝子構造の同一性は98%以上

であると｡また我々人間同士でも､その違いはわずか0.1%

くらいです｡だから通常の統計的処理で見れば､我々は皆

同じと言えます｡

ではその生物に､心に関係する機能がいつ生まれたのか｡

我々は痛いという感覚を持っていますが､ではいつその感

覚が生じ､性衝動のような衝動が起こり､思考がなされる

ようになってきたのか｡最初のごく原始的な生物ワムシに

もすでに神経組渦があって､はっきりとした感覚がありま

す｡それから最初の魚類は神経管を持っていて､知覚が生

じています｡痛いとか冷たいとか温かいといった感覚を意

識している｡その次の石炭斯こなると最初のは虫類が出て

きますが､そのは虫類の脳を見ると､我々の脳の中にある

脳幹の構造と酷似しています｡従って､は虫類に見られる

衝動行動､例えば食べ物を見つけたらすぐ食べるとか異性

と出会ったらセックスするといった衝動は､この脳幹の働

きで説明できる｡しかしながら､蛇を飼ったりトカゲを飼

ったことのある方は樹Ⅰ存知だろうと思いますが､彼らは決

して馴れません｡つまり犬や猫のような情動は持っていな

い｡衝動は持っているけれど情動は持っていません｡それ

が三畳紀のあたりになって､最初の哺字L腰にはじめて大脳

辺緑系という構造ができてきます｡これがl育動をつかさど

ることになる｡さらに最初の人類が誕生して､いわゆる大

脳皮質ができ､それができてからようやく物事を象徴化す

ること､シンボルの意味がわかるようになってきた｡

つまり動植物の進化の歩みは､数十億年をかけた悠々た

るものなのです｡しかし､宇宙の歴史をカレンダーにしま

すと､最後のひと月に現われた人類が加速度をつけ､瞬く

間に地球の平衡状態を崩壊させつつある｡人間だけが他の

動物や植物の都合を無視して､自分たちの勝手な活動をや

っているわけです｡そういうことがあってもいいと錯覚し

始めたのが､実は近代宇宙カレンダーの1秒にも足りない

産業革命以降の2､300年です｡

この間､勝手な人間活動のために水や大気や大地が汚染

され､二酸化炭素が増え､地球温暖化が起こりつつありま

す｡これは､人間活動の根底に人間だけが他の動物や植物

と切り肖任された特権的な生物であるという世界認識がある

からなんですね｡しかしながら人間の歴史において､いま

から2500年前後の数百年間に現われた思想家たちは､宇宙

との繋がりというものを非常に明確に自覚していたという

証拠があります｡その最も初期の代表がゴータマ･プッダ

です｡ゴータマは､ある事象は他の全ての事象と繋がって

いると言った｡これを｢緑担｣と言います｡つまり宇宙は

ひとつ､全ては繋がっているということを言っている｡し

かも､このようなことを考え出したのは､別に科学的な知

見を重ね､分析的な思考を行った結果というわけではなく

て､あの頃の人たちは例えト渕冥想によってそのことに気付

いた｡我々は､近代生酒の中で分析的な思考以外はしない

ように詔｢陳されています｡分析的な思考とは何かと言うと､

これは言語によって行うものです｡しかし､言語によって

考える､このごく当たり前と思われる言語の操作に､実は

非常に危険なところがあるのです｡

縁起というもの､つまりある一つの事象は他の全ての事

象に繋がっているということは､因果関係が非常に錯綜し

ていて直線的な因果関係では説明できない｡一つのことは

無数の因果関係によって繋がり合っている｡例えば以前は

公害問題が環境問題の原型であり､水俣病のように被害者

と加害者の関係が非常にはっきりしているものでした｡け

れども現在では､私たちは地球温暖化を起こす炭酸ガスを

さまぎまな形で排出しており､気候変垂加こよる被害を受け

ていると同時に､加害者にもなっている｡車を使うことで

便利さを得る反面､地球遍歴化を進める加害者にもなって

いる｡ですから加害者は同時に被害者であり､被害者は同

時に加害者であるという､その事実にも縁起を感じ取るこ

とができます｡原始からの命の繋がりについて､生態学者

の岩槻邦男さんはこのように述べています｡｢自分の生命を

散光星雲〔国立天文台提供)

遡っていくと､まず人の体から猥に似た生命体の中におさ

まり､さらに遡ると魚のような生命体に､さらに30億年ま

で遡ると､ついにはバクテリアのような生命体まで到達す

ることを確認する｣と｡つまり私たちの命は､私たちが生

まれて死ぬ時に終わるのではなくて､3〔億年もの間伝わっ

てきて､さらに子供たちへ､孫たちへと伝えられていく｡

そして､三十数億年生き続けてきたのは人の生命だけでは

ない｡私たちの身の回りにいる生物たちは全て三十数億年

の命､歴史を持っている｡そのことを､我々人間は忘れて

いるわけです｡

さて､いままで科学的作業仮説として申しあげましたの

は､あらゆる存在物は宇宙の自己分節･自己限定によって

生じているという存在論に他なりません｡そしてこのコン

テクストから見るならば､人間はその言葉によって倒錯し

た存在認識をしている恐れがあります｡例えば､｢私は生き

(てい)る｣と言t)ますが､宇宙の自己分節の結果存在す

る私とは､｢宇宙の生命活動｣即ち｢生命･いのち｣の一顕

現です｡それならば言語表現としても｢いのちが私として

現れている｣あるいは｢いのちが私をする｣の方が論理的

により正確ではないか｡例を怪人二十面相の変現に求めま

すと､彼はある時は少女として､ある時は老紳士として､

またある時は艶麗な貴婦人として現れます｡｢私は生きてい

る｣という表現は､｢老人が怪人二十面相をする｣というお

かしさに通じます｡すでに1雑報己､イブン･アラピーのよ

うな存在一性論者は､存在論的リアリティーとして存在を

とらえ､｢存在は私をする｣と説いております｡もちろんこ

のような表現は我々の通常の感覚にはそぐいません｡しか

し､精神科や老人科領域で､ジキル氏とハイド氏のような

多重人格(解離性同･一陣障害)や痴呆老人が若い時の人格

を現しているのを観察しますと､｢いのち｣がその状況にお

いて一番被けやすしyt)レソナ(persona､仮面)を被り､そ

れに応じた人格(personality)を現しているという納得が
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いきます｡

ではいままで述べたような宇宙的な繋がりを､なぜ我々

は切ってしまうのか｡これにはいろいろな要因があります

が､きょうは言葉と思考の働きとしてお話ししたいと思い

ます｡

言葉はどのように作用しているか

まず言葉には3つの力があることをお話しします｡第一

は､言葉には分節化能力､つまり世の中を分節し繋がりを

切る力があることです｡人間はひとつに繋がった宇宙のあ

る形を持ったものに名前を付けて認識するわけですが､こ

れは心理的にはそのものを周囲から切り離す働きがある｡

例えば｢一本の木｣と言えば､ただ一本の木をバッと思い

浮かべます｡しかしその本には､実は三十数億年の生命の

繋がりがある｡また､その木が存在するために､光合成を

行うための太陽エネルギーがあり､適当な湿り気がある大

地があり､その大地は地球全体に繋がり､地球はさらに太

陽系の中にあって宇宙全体の中の→つという繋がりがある｡

それら全てをもし切ってしまったら一本の木は存在しない

わけですが､我々は｢一本の木｣と言った時にいとも容易

に一本の木をバッと考えて､それ以外のものを切ってしま

う｡このように名前を付けて認識した途端に､繋がってい

るものをみんな切ってしまうわけです｡

また言葉の第二の力として､｢木｣と言った時､実体とし

ての木があるような錯覚を与える存在喚起能力があります｡

実体とは､他の事物や条件とは独立して永続的に存在する

ものです｡

言語哲学者のヴィトゲンシュタインやソシュールによる

と､言葉は対象や意味を指示する記号ではない｡意味は言

葉の内にしかないし､対象はその言葉の生み出す現実､つ

まり言葉によって喚起された現実であると｡先ほどの､｢一

本の木｣と言うとパッと一本の木を思い浮かべるというの

も､言葉の存在喚起能力によるわけです｡ソシュールは､

言語以前の世界宇宙は無地の砂のようだと言った｡つまり､

のっペらぽうの状態です｡これを荘子は｢1翠沌｣と呼んだ

わけですが､これに言葉の網をかぶせて分節化､差別化､

さらに実体化していくわけですね｡

三番目に､言葉は実体的自我という錯覚を生ぜしめると

いうことです｡私たちは､要素つまりJ京子､分子､高分子､

細胞などが集まり組織化され､やがて崩壊するという意味
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において､生成消滅する現象です｡その中で､私､我､自

分､自己､自我とは何であるかということは哲学上の大問

題になりますが､言葉はここでも実体とは関係なく永続的

に存在する､そのような自我が存在するという感覚を生ぜ

しめるように毎日働いているわけです｡｢それはあなたが決

めないといけない､自己決定しなさい｣｢そんなことでは自

我は確立しないんじゃないか｣と｡この自我の確立､自己

決定という主張は､あたかも私の自我(自己)という実体

的存在があり､それが周囲のさまぎまな対象を操作できる

のだという認識に基づいている｡しかし自我について､物

理学者で現象学派の哲学者でもあったエルンスト･マッハ

ーアインシュタインはマッハがもう少し長生きしていた

ら自分より先に相対性原理を発見していたと言っています

が--は､それもまた比較的強固に連関しあっている要素

群を示す名称にすぎず､これを実体化するのは形而上学的

幻想だと言っています｡この主張は､精神科､老人科領域

での観察ではうなずけます｡

私は老人を診る医者として､いかに環在の人格がごく簡

単に変わっていく､崩壊していくかを見ています｡昨日ま

でぴんぴんしていた人が､ちょっとした脳内出血､脳梗塞

を起こして､ボンと人格が変わることがあります｡麻痺し

たり喋ることができないという症例ばかりでなく､人格が

変わってしまう｡そうなると､私とは何ですか｡いまいる

人格が私なのか､それともいわゆる人格崩壊した後の｢人

格｣も私なのか､あるいは両方共が私なのか｡結局､生成

消滅していく一つのプロセスとしての私､その過程での現

在の私というものはあるかもしれないけれど､自我という

ものが永続的にあると想定するのは､まさに言葉による魔

術だと言えます｡

論理原理の東西差

次に論理の話をします｡我々が論理を展開する時に､扱

っている対象が実体的なものか変化するものであるかによ

って､そこで用いられる論理は違ってきます｡先程言いま

したように､ひとたび名前を付けると､それは独立して永

続的に存在するもの､つまり実体であるかのごとく対象化

する傾向がある｡この､認識対象を実体化して考える傾向

は､西洋思想において特に頗著です｡例えば｢机｣という

言葉は､この言葉を使う人の脳裏忙｢机｣というものを思

い出させ､何か｢机｣という特質があり､それは現実に存

在する無数の机に共通して見出されて､しかもその理想的

な形があるという印象を与えるわけです｡このような理想

的な形を､プラトンは形相(エイドス)と呼び､石や木な

どの机の材料を質井斗(ヒューレ)と呼んだ｡プラトンはこ

の形相はあらゆる被造物､製作物に存在すると考えたわけ

ですが､形相は質料とは関係なく理想形であるという意味

において実体です｡そして､それが実体的なものであるな

ら､対象の認識あるいは取扱い論理には同一律､矛盾律､

排中律といったものが適用されましょう｡なぜなら､実体

的性質は変化することがないからです｡例えば同一律では

A=Aと表わされ､｢あること｣は｢あること｣と同一であ

り､オ盾律ではA≠nonA､あることは同時に正しくかつ誤

りであることはない｡あることは正しV)か､それとも誤り

である｡つまり｢あることは同時に正しくもあり､誤って

いるということはない｣という論理の進め方は西洋思想の

一特徴ですが､科学者の思考傾向もその色彩が濃いのです｡

しかし実際にはどうでしょうか｡私はいまこのように坐

っており､確かに見たところマクロ的には変化していませ

ん｡しかし､一瞬前の私といまの私とは違う｡ここに東洋

的な､現象的な論理概念を入れると､無常原理､矛盾原理､

相互依存原理となります｡無常原理とは｢現実は恒常的で

はない｡常に変化するプロセスである｡従って現実は常に

変化するから､あることは一瞬後にあることである払要は

ない｣｡つまりミクロの解釈ですね｡例えば､一瞬前といま

では私は量子力学的な意味で言うなら確かに違っている｡

しかしニュートン力学的に見ている限りは､私は私で変わ

らないわけです｡そういう意味において違う｡矛盾原理と

は､変化は常にあるから矛盾は常にある｡ゆえに､例えぼ

古いことと新しいこと､良いことと悪いことは同じものと

して存在し､相互に依存して存在する｡また､相互依存原

理とは､自然において孤立し独立した物事はなく､全ては

関連あるいは依存し合っている､というものです｡

結局､生成消滅というものが常に起こっているという意

識を持つか､あるものがいったん実体として認識されると

それが未来永劫存続すると思うか､その辺りの時間的な感

覚の差が背後にあります｡このように思考の基礎を表わす

論理形式が西洋と東洋の認識ノヾターン､思考パターンの違

いとして現在でも存続していることは､多くの文化心理学

的な実験あるいは観察において見出されています｡例えば

アメリカの大学生は､お互いに矛盾する主張あるいは言説

を提示された時に､どちらか一方を選び他方を拒否する傾

向が強いのですが､中岡の学生は双方を受け入れて調和さ

せる傾向が認められます｡また､思考においてアメリカの

学生は自分の意見を抽象化された概念(つまり変化しない

意味で実体化された)として表現する傾向があります｡ま

たある行動の原因を行為者自身の能力､性質(多少とも実

体化された心理特性)に求め､状況的要区(その時々で変

化している)を無視する傾向が顕著です｡例えば､魚がい

て動いているとする｡それについて､アメリカの学生はそ

れは魚自体の能力と意志によって動いているんだと認識し

ます｡ところが中国の学生は､魚はむしろその流れに身を

任せていると解釈する力■が多い｡つまり状況的な要因を重

視するわけです｡このような論理形式の東西の達しゝi･こつい

ては､やはり言葉の論理を形成してきたそれぞれの土地の

風土によると考えられます｡

要約しますと､私たちは全てを分節化する言葉を用い､

さらに古代西洋に起因する論理形式に基づいてバラパラな

ものに還元しがちな近代科学主義の世界観を学んできてい

ます｡また､言葉によってあたかも実体的自己が存在する

かのような錯覚が生じていることに気付くこともあまりな

い｡このため私たちは芋ノ右ヒ自分とを分離したものと思い

がちですが､実は宇宙と私たちは緊がっていてひとつなの

です｡そして､その繋がりは空間的には宇宙と同一の規模

であり､時間的には150億年という宇宙の歴史と同じ長さで

す｡私たちは命というものについて､自分の身体の誕生と

死によって区分された命のみを考え､身体の死によって消

滅してしまうものと考えていますが､しかし30僚年前から

自分が受け継いできた命は確実に次の~世代に虻伝えられて

いきます｡そして､原始のただ一つの生命体から受け継が

れてきた命は､地球世界圏を構成する無数の生物に広がり

伝えられ､生物多検断こ代表される全体の命として存在し

ています｡それはまた､宇宙の生命活動､つまり｢いのち｣

がこれら生物をしていると言うことも可能でしょう｡

人間は言葉を発達させることにより､自己と環境､自己

と人､あるいは自己と宇一宙との繋がりを切断し､自己を孤

立化させる危機に常にさらされてしゝます｡しかし､これは

究極には自己中心主義､エゴイズムの行き着く一つの悲惨

な終着点であり､しかも実際は人間存在の実態からかけ離

れた考えであると思います｡
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昨年10月28日､21日の=日間､神奈川県藤沢市･湘南

国際村センターで当研究所発足以来初めての､エグゼク

ティブ･セミナーのOBを対象にした｢アスペン･ウイ

ークエンド･セミナー｣ガ開催されました｡テキストは

夏目漱石の講演集｢私の個人主義』とギリシア悲劇『ア

ンティコネー』｡本間長世､今道友恒両先生をモデレータ

ーに､晴代を超えた普遍的なテーマ､人間とは何か､生

きるとは何かなどをめぐって､古典を辛がかりとする執

心な討論か展開されました｡参加者のお一人(篠原興さ

ん)の感想文にもあるように､まさに知的顧訂の二日間

でした｡ /′
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宮口 榊行
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アスペン･ウィークエンド･セミナーを終えて

モデレーター今道友信
反復ガ期待されるとき､そのものはよい｡反復が追憶を

超えるとき､そのものはさらによく､美しい思い出になる｡

アスペンのウイークエンド･セミナーはそういうものであ

った｡人びとはいずれも日本でのアスペン･エグゼクティ

ブ･セミナーを経験していて､その反復を期待して来たの

である｡もとよりウイークエンド･セミナーはその名の通

り短く一泊二日に過ぎなかったが､与えられた二冊のテキ

ストは完本であったし､相互に交わされた対話の葦は高く､

意味の密度は凝縮していた｡実現された反復は､それぞれ

がかつて経験したセミナーのそれぞれの追憶を超えたある

種の緊迫した完成度があった｡それは私に美しい思い出の

ひとつとなっている｡いつもこのようであろうとは考えら

れ在い｡しかし､このような試みは定着されるペきであろ

う｡人はよさを超えた美しい思い出を知の次元でももつべ

きだからである｡それこそは､たとえ達成されなくてもそ

れをあこがれるだけですでにひとつの成長だからである｡

忘れてならないことは､その前に五泊六日のまじめなテキ

ストによる対語の修行があったことである｡



2年前にアスペン･セミナーの第4回に参加してから､

職業が変りました｡民間から公的部門へのこの年になって

の転職は余り例のある詣ではなく､戸惑う事も多くありま

す｡その一つが､朝家を出る時間が一時間遅くなった事｡

と言って器用にその分余分に寝られる年でもないので､以

前から医者に言われていた運動不足への対応として､朝一

時間歩く事にしました｡この散歩のよい事は､運動にもな

りますが､大部分の時間を頭に浮かんだテーマについて際

限なく連想を広げる事に使えるという事です｡ウィークエ

ンド･セミナーに先立つ二週間ほどは､よくテキストの『ア

ンチゴーネ』が頭に浮かびました｡プロット全体が浮かぶ

事もあれば､一場面のある台詞が浮かぷ事もあります｡

例えば､"なんでアンチゴーネは自殺したのだろう"｡こ

れに対して頭の中では､ヾ死にたいのにクレオンが殺してく

れないから〝 とか､もなに､悲劇の作劇法上一目で話を終え

ねばならず､自殺以外時間切れになるから"など､誠に勝

手な連想が繋がる事になります｡その他浮かんだ事柄とし

て､¶これは題名にもかかわらずクレオンの悲劇ではないか"

"アンチゴーネが二度目に登場する時､突然か弱い女性に

変身して嘆き悲しむのは､プロットの混濁である"≠同様に

クレオンが最後によれよれになるのも､クレオンらしくな

い〃"そういえば妹はどうしてしまったのだろうク℃クレオ

ンの息子は僕だったらもう少し丁寧に作るクや預言者の出現

は唐突に過ぎはしないかクも兎も角悲劇の結末へ､つまり皆

死ぬ方ヘビうしても流れて行くのが悲劇なのか"-+ヾプロット

全体としては無理があっても､場面場面で悲劇性が盛り上

がればよいのか､だとすれば歌舞伎に通じるか"■+ヾそういえ

ば第二外国語の読本でアメイ版のアンチゴーメを読んだっ

⑬

知的醜酎感を楽しむ

篠原 興さん
●預金保挨機構理事

け､あれはどんな風だったかな〝等など｡

この殆ど夢想の中の自問自答は､時に思いもよらぬ所へ

迷い込みますし､また空想を始める前には全く予期してい

なかった結論(めいた僕の勝手な答)に到達する事もあり

ます｡こんな時には､誰かと真面目に本気で議論してみた

くなるものです｡しかしながら､小型クレオンよろしく､

経験に基づき現状維持を旨とした日々を過ごしている僕達

には､こんな議論が噛み合う場はなかなかありません｡こ

こにアスペン･セミナーの意義があると思っています｡こ

ういう事柄を､本気で斜に構えずに､率直に且つ十分碇言

いたいだけ言う議論の場が､このセミナーという訳です｡

勿論､モデレ｣タ｣のお二人の先生からどういう風にコメ

ントを頂くかも大きなテーマですし､そのコメントこそ大

きな収穫である事も間違いありません｡でも､セミナ｣仲

間と議論をしているうちに実は僕は何を言いたかったのだ

と悟る事も度々ありますし､当然の事ながら､仲間が出し

てくる思いも付かなかった論点に驚く事も多くあります｡

そしてこのような過程を辿るうちに気が付くのが､自分が

ある種の酌酎感に囚われている事なのです｡言わば知的な

離酎感と言えるでしょう｡遥か昔の学生の頃､未知の領分

へ分け入った時に興奮と共に感じたあの感じです｡

体が酔いを求めた時はお酒を飲めばよtl訳ですし､感性

が酔いを菜しみたくなった時は音楽会や芝居に行く事にな

ります｡知的な酔いを懐かしく思い出す時､多分僕の知性

は離訂感を求めているのでしょう｡そんな時に思い出すの

が､このアスペン･セミナーなのです｡

ところで朝の散歩の余録として､ここ2年で4キロの減

量に成功しました｡

昨年8月､ウイークエンド･セミナーヘのお誘いを頂き

ました｡案内書には､出席資格が日本アスペン･エグゼク

ティブ･セミナーに相席した者とありました｡私は､2年

前受讃したエグゼクティブ･セミナーのことを懐かしく思

い出しました｡あのアスペン研修の進め方をすっかり持ち

帰った私は､わが社の研修を全てアスペン方式でやること

にしたのです｡今ではどの部門でも､モデレーターが対話

を刺激的に廻し､リソース･パ｣ソンが参考意見を述べて

研修が行われています｡この2年間でアスペン方式はわが

社にすっかり娘を下ろしました｡

私のスケジュールは超過密､でもアスペンのセミナーは

魅力でした｡しばらく考えました｡考えるうちに､何事を

置いても参加すべきだと思うようになったのです｡自分を

違う環境に置いて見つめ直してみる必要を感じていたから

です｡アスペン･セミナーは絶好の機会でした｡参加予定

人数が20名と多いのが少し気になりました｡有益な対話を

展開するには14､5人が限度でしょう｡しかし､まあいい

か､と申し込んだのです｡9月になって参力｢1者が1D名にな

ったと聞かされ､しめしめと思いました｡少ないほどあり

がたい｡

10月20H､第一H目のセミナーは夏目漱石の講演集F私

の個人主義』がテキストでした｡私はこのテキストを読ん

自分自身を棚卸しして
思考り軸を据え直す

井上理-さん
●日本ポール株式会社代表取締役社長

で､漱石が現代でも十分通用する見識を87年前に述べてい

る事実に驚きました｡このテキストを軸にした参加者の皆

さんとの対話がまた､実に勉強になりました｡皆さんの発

言を支えている底の厚い見識に､私は大いに触発される思

いがしたのです｡その夜一人自室に戻って反省しました｡

自分は小さい｡会社では自分が一番正しいと信じて実っ走

っている私｡しかし､世の中にはいろいろな考え方があ

り､いろいろな価値観があり､どれが正しくどれが間違っ

ていると一概に決めつけられない｡違った価値観の底に流

れる哲学を理解しようとする心が大切ではないか｡そんな

ことを静かに考えることができました｡

翌日､二日目のセミナーはギリシャ悲劇Fアンチイゴネ

ー』がテキストでした｡私はこのセッションを密かに楽し

みにしていました｡理由は､このギリシャ悲劇を参加者全

員でどのように議論するのか､私には想像することさえ出

来なかったのです｡物語はあまりにも分かり易く､疑問の

余地がないように思えました｡しかしセッションが始まっ

て､実に多彩な議論が繰り広げられていくのに感動を覚え

ました｡宗教､道徳､政治などの問題に幅広い理解を持つ

ことが必要だと､改めて思い知りました｡自分白身を棚卸

しして､将来に向けて思考の軸を据え直す､そんな貴重な

二日間でした｡

⑬



アスペン･セミナーl事

参加して

〈2000年7月･第7【司参加〉

当社会長の大観昌彦がアスペンの活動に深く共鳴し､日

本アスペンの理事をお引き受けしている関係で､わが社で

は毎回セミナーに役員を参加させてし1るんです｡当時私は

人事担当で､大国と一緒に参加者を決めていたのですが､

たまたま私が副社長に就任ということになっていたので､

｢副社長にふさわしい教養を身につけるためにセミナーを

受けてこい｡それが嫌ならいまのままだぞ｣と勿論冗談で

すが大国に言われまして､それではと喜んでセミナーに参

加したわけです｡私も日本アスペンのスタートのときから､

面白い企てだなと強い関心を持っていましたからね｡

いま世界はアメリカの一人勝ちで､強い者はより豊かに､

弱い者はより貧しくなるばかりという状況にあります｡ア

メリカの経営者たちが､アスペンの活動を通してそのよう

な弱肉強食の価値観に疑問を投げかけているのは素晴らし

いと思いましたし､それについて真剣に考えることは､い

まわれわれにとっても必要なことだと思うんです｡われわ

れはR々GDP(国内総生産)が伸びないと大変だといっ

た話ばかりが飛び交う洞の中にいて､そして確かにそれは

人間の幸福につながる大きな要素ではありますが､あまり

にもそれだけがすべてだと思い過ぎている｡そこで､その

ような渦の中から5日間だけでも外れて､われわれは何の

ために生きているのかという根源的な問題について考えて

みるのは､価値観を変えるいも1チャンスになると思います｡

セミナーでの5日間はいつもと違った時間の使い方でし

たから､毎日が非常に清々しく､楽しかったですね｡夜は

とてもすっきり寝られましたし(笑)｡本を読むのは好きで

すが､セミナーで提示されるものはいつもとは全く違う分

野でしたから､そういう意味でも毎日が新鮮でした｡もっ

とも､さまぎまなプログラムの中には､わかり易くてなる

ほどと思うものもあれば､難しくて全く理解できず､一言

も発言しないまま終わったものもありました｡後で｢えっ､

鈴木さんが黙っていたときなんてあったっけ?｣とみんな

に言われましたけど(笑)｡

いつもと全く違うなあと感じたのは､人の言っているこ

とを｢所懸命聞いている自分疋気づいたときですね｡会社

では､どうしても他人の意見を聞くことより､経験にもの

を言わせてああしろ､こうしろと言っていることが多いの

で､こんなに人の意見を真剣に聞くのは久しぶりだなと､

⑬

人の意見を久しぶりに
真剣に問いた柑問でした

鈴木正一郎さん
●王子製紙株式会社社長

長い間忘れていたことを思い出した気分でした｡また､こ

れまき無縁だと思っていた哲学が実は技術と不可分のもの

だったこともよく理解でき､これも新しい発見でしたね｡

もうひとつ感心したのは､モデレーターやリソース･パ

ーソンの先生方が､とにかくよく誉めてくださることです｡

われわれは与えられたテキストをめぐっていろいろな意見

を言うわけですが､必ずしもちゃんと理解して言っている

わけではない｡でも､先生方は否定したりせずに誉める｡

あれが印象的でした｡先生方は決して指導したり､答えを

述べたりされない｡あくまで､われわれの理解を助けると

いう立場を崩さない｡だから､残念ながら私は目からウロ

コが落ちる思いは味わえなかったんですが､ただ非常に面

白い内容だということだけはよくわかりました｡

もう少し指導していただけたら内容がよく理解できたか

もしれないという思いはみんな同じだったようで､終わっ

てから年に1回くらいみんなで集まって読書会のようなこ

とをやろうという話になったんですよ｡セミナーできちん

と答えがわかって満足して帰って終わりではなく､ちょっ

と欲求不満が残って自分たちで続きをやろうということに

なる｡先生方は､そうなることを目論でおられるのかもし

れませんね｡

いまは利潤追求がすべてで､毎年従業員の~Fから20%を

切っていって収益をあげた､だからジャック･ウェルナは

素晴らしい経営者だと言う｡しかし､こういうシステムで

世の中が動いていって本当にいいのだろうかと思うんです｡

弱者はどんどん切り捨てて自分たちさえ強くなればいいん

だという考え方が何を引き起こしたか､いま世界で起きて

いることが証明しましたね｡自然に対しても､自分たちの

利益になることばかり考えていると大きな跳ね返りがくる｡

だから､これからは世の中全体の中での企業活動が問われ

る時代になるでしょうし､経営のスタイルも､その評価も

大きく変わっていくと思います｡そのとき重要になるのが､

企業人のものの考え方ですね｡当社の創業者渋沢栄一は｢論

語と算盤｣という言葉で企業活動に欠かせない二つのもの

を示唆したわけですが､その二哩念はいまでも十分有効だと

思うし､そういう意味ではアスペン･セミナーのような場

がこれからますます大事になるのは間違いないと思います｡

(談)

アスペン･セミナーに

参加して

〈2001年2月乙第9回参加〉

本セミナ｣は私にとって｢大きなインパクト｣であり､

｢これからの人生にとっても役に立つもの｣であったと思

っています｡テキストに初めて目を通した時には､内容の

難解さの前に､古典独特の言い回しや漢字や語句の難しさ

に辟易としていたのですが､辞書を引きながら少しずつ読

んでいく内に全体のイメージがつかめてきて､興味が湧い

てきました｡多くのその道の達人の考え方に触れる事で｢も

のの本質を考える必要性｣と｢古典のすばらしさ｣を認識

した事も､セミナー参加の大きな収穫でした｡

最も興味があったセクションは｢世界と日本｣と｢デモ

クラシー｣で､これまで自分とは関係のない世界での出来

事と思っていた政治が身近なものに見えてきて､新聞を読

んでも記事に対して自分の考えをもつようになりました｡

地元の道路や税金問題以外での政治との関わり合いはマス

メディアから知るニュース程度という我々国民にも国を駄

目にしている責任の一端があるという事も､このセミナー

の中で再認識しました｡つまり､政治家は選挙に当選する

ために地元に益をもたらし､我々もそれで政治家が仕事を

していると思い､彼らに対する監視の目やあるぺき姿への

要求を甘くして､その事が政治家のレベルを下げ､政治家

に国家運営の哲学を忘れさせていたのだという事を認識し

ました｡匡トを良くするためには､国民一人-リ､が世界のあ

るべき姿やその中での日本の役割を考え､国のリーダーが

それから外れようとしている時には声を大にして異を唱え

ていく事が必要であり､『民主主義の本質』はそこにあるの

だと分かりました｡

もう一つ感じた事は､｢社会倫理の見直し｣についてで

す｡過去の世界大戦と東西対立の中で､大国による｢戦い

に勝つための技術開発｣の副産物とも言える多くの"物〝

は､我々に｢物質文明｣を与えてくれました｡今の我々は

その真っ只中で生活し､もう後戻りできない状態になって

います｡科学の世界では､相対性理論の発見で量子力学が

成立し､物質の本質が明らかになった辺りから､全てを物

質として扱い始めました｡ついにはDNAの構造が判明し､

社会参加意
倫理り視点を持づ

松本正志さん
●ウシオ電機株式会社執行役員

生命までもが物質として扱われるようになりつつあります｡

科学技術の発展に力を借りた人類の行いは､ダーウィンの

進化論をも無視した｢神の領域に土足で踏み入ろうとして

いる行為｣に等しいものだと思います｡携帯電話などの技

術進歩は人類にとってマイナスになる事は少ないと思いま

すが､技術には善悪の両面があります｡自然開発やクロー

ンなどの技術開発には､｢人間としての良識と良心｣をもっ

てある程度の歯止めをかけていかなければ､将来人類にと

って非常に危険な事が起こるかも矢口れないと危惧していま

す｡つまり､本当に神の領域を踏みにじる前に､科学技術

の暴走と企業の無秩序な行動について我々が審判する姿勢

をもつ必要があると思うのです｡それこそが｢新しい時代

での社会倫理の見直し｣で､今我々が考えなければならな

い事だと思うのです｡宗教や倫理の本質から離れて生活し

ている我々は､行動の指針の全てを｢人間の本能｣と｢一

企業としての損得｣で決めています｡このままだと､人類

は便利とか進歩という言葉に騙されて､崩壊の道を進んで

行ってしまうかも知れません｡事実､我々の周りには､国

際紛争や環境破壊や産業廃棄物や臓器移植など､倫理や良

識をもって判断しなければならない問題が溢れかえってい

ます｡これからのリーダhにとって本当に必要なのは､社

会倫理を考える事であり､人間としての良識と良心の再認

識なのだと思いました｡

このセミナーがビジネスリーダー達を集めて､様々な教

材で"神の存在"や≠自然の摂理♂や"哲学や倫理クを考

えさせようとしているのは､それらを忘れかけている我々

に対する警鐘であり､その再認識の必要性を呼びかけてい

るのだと思いました｡この歳になってこういう事を知るの

は遅いかも知れませんが､今回のセミナーを磯に､ビジネ

スー辺例で過ごしてきたここ十数年を反省し､残りの人生

を｢自分の哲学｣をきちんともち､もっと広い目で世の中

を見､社会倫理を意識しながら生きていけたらと思ってい

ます｡

⑳



アスペン･セミナーに

参加して

〈2001年11月席11回参カロ〉

｢アスペン･エグゼクティブ･セミナーヘの参加を命ず｡｣

夏の終わりの頃に一過の書類が届いた｡囁に聞いていた大

変なセミナーヘのプロローグであった｡｢この不景気に､こ

んなに忙しい時に､なんで私が｣と思いつつも､サラリー

マンの悲しさ､｢社命｣と言う言葉に抗しきれず｢YES｣と

言った｡

それから数日を繹ずして､分厚いテキストが送られてき

た｡内容を見てしり込みをした｡小学校の頃から､他の科

目に比べ､ほんの少しだけ算数と理科が好きだった私｡｢詩｣

を詠い､｢哲学｣を語ることの出来る人は､そのことだけで

私にとっては尊敬に値する人であった｡そんな私には､デ

カルトやカントは難解だ｡聖書やギリシャ神話に対する教

贅が無いため､ダンテは更に難物だった｡読みはした､し

かし､頭に入らない､疑問さえ湧かない｡こんなことで皆

さんとの喜寸論について行けるのだろうか｡不安ばかりが増

した｡

そうこうしている内に､セミナー開催の日が来た｡始め

の内はなんとなく雰囲気が硬い｡しかし､モデレーターの

今道先生や本間先生､リソース･パーソンの先生方の適切

なお導きにより､対話は徐々に熟を帯び､参加者に一体感

が出てきた｡

個性豊かで魅力あふれる参加者の方々の博識と読みの深

さに､がりがりと心が削られる｡古典の著者が語りかけて

くる｡どこかに置き忘れてきた｢青い心｣がよみがえって

くる｡知らず知らずの内に私も対話の渦の中に巻き込まれ

ていった｡

二十数年間サラリーマン生活を送り､常に結巣だけを追

い求め続けてきた者､詩歌や哲学には無縁だった者にとっ

て､この感覚は､驚きでもあり､感激でもあった｡アスペ

ン･セミナーの一つの魅力はここに在ると私は確信した｡

3日目の晩､松尾芭蕉と悪戦苦闘をしている時､ちょっ

とした悪戯心が湧いた｡俳句を作ってみよう｡そして翌日

のセッションの冒頭に､無謀にも口走ってしまった｡

｢もみじ燃え 心を贈らす アスペンの里｣

季語もでたらめ､俳句にも何にもなっていない｡赤面の

至りである｡ただ､沈む夕日に映え､燃えるように輝いて

いた紅葉の色に感動し､先生方の熱心なご指導とご一緒し

た参加者の方々の熱意に触発された私の心を､拙いながら
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アスペン讃歌
一感激を忘れぬための自らへの撒文

多木 正さん
●ウシオ電機株式会社執行役員

も私なりに正直に表現したものである｡

この｢悪戯｣が､涙が出そうなくらい素敵だった大和田

葉子さんのフルートとピアノによるコンサートの選曲のヒ

ントになり､かつ､参加者のお一人である茂木健三郎様の

とても素晴らしいパステル画の題材になったことは､私に

とって望外の喜びであった｡

古典は､生半可な読み込みではその扉を開いてはくれな

い｡テレビのプラグを抜き､携帯電話の電源を切り､パソ

コンのモデムも外した｡自らを外界と遮断し会社のことを

忘れ､無我夢中でテキストを読み返す｡運動不足の私の脳

は､悲鳴をあげ､経験したことのない疲労感が全身を覆う｡

それでもセッションを重ねるごとに､夕食での楽しい語

らいや懇親会での会話の巾で､少しずつ心が磨かれてくる､

感性が鋭くなってくる｡生意気にも､古の賢者の声が聞こ

えてくるような気分になってくる｡

そして､セッションが進むほどに､今道先牛や本間先生

の魅力にどんどん吸い込まれて行く｡この魅力は何処から

醸し出されてくるのだろうか｡先生方はゆっくりとした穏

やかな言葉で私達に話し掛けてこられる｡しかし､時にご

指摘は手厳しい､時には鋭い‖艮差しで見つめられる｡そん

なお二人のお姿を見ていると､リーダーたる者の一つの挙

が見えてきた｡私なりの解は､｢人としての魅力｣である｡

専門が異なっていても分野が異なっていても､｢人としての

魅力｣を持つものはリーグ｣たりえる｡教養を深めた方に

は､えもいわれぬ魅力がある｡そして､古典には､人とし

ての魅力を育む力が内蔵されている｡古典は､｢人が好き｣

｢人類を愛した｣古の賢人達が､時には命さえかけて書き

綴った人間讃歌であるからだ｡

もう一度､じっくり古典を読んでみよう｡少しでも自分

を高める努力をしよう｡そんな決意が湧いてきた｡これが

アスペン･セミナーのもう一つの大きな魅力だと思う｡

セミナーが終わった暗､なんとも言えない解放感と爽快

感に包まれた｡少しだけ｢魂の世話｣が出来たのだろうか｡

心を照らしてくれたアスペンセミナーに感謝したい｡

そして､共に学んだ素晴らしい仲間達と末永く交流を続

けたいと切に磨いながら､熟し易く冷め易い自分のために､

今の気持ちを忘れないよう､自らへの徴文としてこの駄文

を記す｡

トアスベン･クループだより

女庇摩擦を白兎り越えるか

小林善彦
●日仏会館常務理事

朋国際文化会館理事

昨年の11月16日､17日､18日の3

日間にわたってリヨンで開催された｢第

7回日欧リープ｣会議｣に参加させて

いただいた｡フランス側からはフラン

ス･アスペン会長のレイモン･パール

元酎臥サン･ゴパンのベッファ社長

をはじめ企業のリーダーたち､前蔵相

のクリスチャン･ソテール氏などの知

日派の人たちが多く参加し､日本側か

らは国際経済交流財団の豊島格理事長

をはじめ､財団の幹部の方々､日本国

際問題研究所の小和田恒避埼董､それ

からこの会議には毎回出席しておられ

る日本アスペンの行天豊雄副会長､さ

らに日本で知仏派として知られている

人たちなど､辞々たる顔ぶれであった

(表紙写真参照)｡

会議の内容は､まず9月11日の事件

以後の世界経済の現状､つぎに構造改

革はいかにして可能かの問題､最後に

今後の世界における日本､ヨーロッパ

の位置の3点に大きく分けられたと思

う｡私は思想史を専攻しており経済問

題にはまったくうといのだが､日本ア

スペンの事務局を国際文化会館が担当

しており､ここからだれか役員が行っ

た方がよいのではないかとの判断で加

藤幹雄さんのお勧めにより､オブザー

バーの気持ちで出席させていただいた｡

したがって､私には議論がすべて分

かったとはいえないけれども､行天さ

ん､小和田さんの見事な現状分析と先

の見通しはひじょうによい勉強になっ

たと思っている｡それを一言でいうな

らば､日本経済は簡単には立ち直らな

いであろうし､いままでかなり好調で

あったフランスも､これからは下り坂

になるであろうとの診断であった｡ま

た今後どうするのかといえば､一方で

はグローバル化の流れがありながらも､

ヨーロッパと日本はやはりアメリカと

は違った形をとるだろう｡ここで小和

フランス･アスベン主催｢第了回日欧リーダー会議｣参加者の記念写真

閂さんが､とりわけ日本は伝統､しき

たりの重い国だと発言されたのを機会

に､私もつぎのような発言をさせてい

ただいた｡

この座にいる日本人はみな国際的な

場に通用する人たちだが､すべての日

本人がそうであるわけではない｡かつ

て日米貿易摩擦の交】歩で話が進まなか

ったときに､アメリカの代表が｢日本

文化が問題だ｣といったことがあった

が､このアメリカ人の指摘は正しかっ

た｡私がいま毎日やっている仕事は､

日本人とフランス人との間の文化摩擦

の調整が多い｡八幡和郎さん(経済産

業省出身評論家)は､日本で成功した

フランス人の例として､日産のゴーン

氏とサッカーのトルシエ監督を挙げた

が､ゴーン氏の成功は､日本人のもの

の考え方､意思決定の方法などをよく

研究したからだ｡それにもかかわらず､

日産ではフランス人との間で文化陛擦

が起こっており､私匿｢フランス人と

はなにか｣について講演を頼んできた｡

そう考えると､経済交流の基礎には相

互の文化と人間の理解がなければなら

ず､国も企業もこの点にもっと努力す

ぺきである｡以｣二結論は平凡であるが､

私が挙げた日仏間の誤解の実例がおか

しかったので大笑いとなり､ソテール

氏は｢そのとおり!｣と野次を飛ばし

た｡

最後に､この会議では久しぶりで日

本人､フランス人の旧友ともお目にか

かれたし､国際経済交流財団の方々に

はお世話になった｡私を派遣して~lく▲さ

った日本アスペン研究所に厚くお礼を

申し上げたい｡
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