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自らり｢力りたるや否や｣を問う橋本典子

21世紀を生きる知恵一脈大交流時代に向肌本間長世/小島明

古典に学ぶ-アリスけ描『詩学』坂部恵

◆アスペンセミナーに参加して

アスペンほ自らり生き方を検証する鏡庄子幹雄

古典をビジネス･ヒントにしか｡それがアスペン精神新貝寿行

優れたリーダーた放めに浅見唯弘

◆アスペン･グループだより

富士の裾野で魂と身体の世話を斎藤玲子

写真/岡野雄治･児玉房子･高田英子

レイアウト/佐野奉央

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､さまざまな分野のエグゼクティフ㌔拠りどころとす

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･エグゼクティプ･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

●構成

●開催期間

●使用言語

●その他

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｡

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｡
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r巻頭エッセイき

自らり｢力のたるや否や｣を問う

橋本典子
●青山学院女子短期大学教授

21世紀に入って僅か3年というのに､｢20世紀は

戦争による死者の数が未曾有に多数の時代であっ

たが､21世紀は地球的規模での平和が求められ確

保される時代である｣と言われ､我々もそうあっ

てほしいと期待していたが､もうその方向を失い

始めている｡ピコやカントが論じた平和はどこへ

いったのだろうか｡第二次大戦後アメリカにアス

ペン研究所が設立されて､そこで国際的な文化の

方向性として､過去の教養から学びこれを生かし

て未来に新たなものを企投することで世界の平和

と未来への希望が提示された｡アドラーの編纂し

たGreatBooksは未来への方向性の発見のため

には基礎的な文献であった｡ペトラルカが偶然倉

庫でキケロの埋もれた書物を発見し､これに没頭

しルネサンスの新しい方向を暗示したように､古

典を読みそれと対話をして自己の枠を打破して､

我々は世界に開かれた｢人類｣共通の問題を意識

しなければならない｡平和共存のためには自己と

異質の他者の存在を受け入れ､他者との正当な関

わり方に配慮する必要がある｡つまり他者との関

係を前提として｢魂の世話｣をすることである｡

また人間は必ず死ななければならない｡つまり人

間は死によって限られているからこそ､善く死ぬ

ことは｢よく生きる(euzehn)｣ことである｡

ところで人間は未来を見通すことより､物事を

近視眼的に見て瞬間的な快楽を求め現実に安住し

てしまい勝ちである｡しかし現在のような情報化

社会では､我々はrealなのかvirtualなのかわか

らない世界に住んでいるので､現実らしきものに

よる裏切りを警戒しなくてはならない｡1968年

に､今道友信が｢エコエテイカ(Eco-ethica)｣を

提唱し､高度にシステム化された技術時代の人間

の根本問題､人間の生き方､行為原理を求める｢新

しい倫理｣についての国際会議を日本で開催する

ことを決断した時､これを認める者は少なかった｡

ェコエテイカは環境倫理､バイオエシックス､技

術倫理､安全学等を包含し､それらの哲学的基礎

を構築する原理的学問である｡巨視的には恒星間

のゴミ問題から､都市論､飢餓論､宗教的寛容､

臓器移植､再生医療､エネルギー問題､安楽死等

広範囲の具体的問題を扱う｡微視的には遺伝子操

作の技術問題､ゲノム解読などの問題も論ずる｡

我々は様々なレヴェルの倫理問題､技術的には可

能であるクローン人間の問題も哲学的問題として

考察すべきである｡

22歳でミンダナオ島で戦死した詩人･藤川正夫

が日記に｢ともすると人の作品に吸はれてしまう

のだ｡吸はれることと方向づけられることとは違

う｡方向とは詰も見付けなかった新道である山(今

道友信編『世紀をへだてて-藤川正夫の詩と日

記-』267頁)と書いたように､我々は過去の作

品に吸われてしまうのではなく､新しい問題に新

道への方向を発見しなければならない｡その場合

に､ダンテが地獄でヴェ/レギリウスに会って｢我

いふ､我を導く詩人よ､我を難路に垂ぬるにあた

りて､まずわが力のたるや否やを思え｣(『神曲』)

と自ら問うたように､我々は､まず古典と対話し､

自らの｢力のたるや否や｣を問うた後に､現代の

新しい難問の道を先に立って歩む導き手がテキス

トに現われるのを待ち､自らがいつか導き手にな

らねばならない｡



アスペン 対話

21世紀を生きる知恵
知の大交流時代に向けて

本間長世氏

本間長世
●日本アスペン研究所副会長

学校法人成城学園理事長兼学園長

;世界が抱える新たな不安要素
編集部 今年の1月23日からスイスの保養地ダボスで､世

界の政治家や実業家が集まって議論を交わす世界経済フォ

ーラムの年次総会､通称ダボス会議が開かれましたが､今

回はこの会議に出席された小島さんをお迎えして､ダボス

会議で何が論じられたのかをお伺いし､そこから見えてき

た世界の動向や､それを踏まえての日本のこれからの選択

といったことについてお話し合いいただければと思います｡

本間 今年のダボス会議がこれまでの同会議とは何か違っ

たところがあったのかどうか､といったことから､まず小

島さんにお話ししていただきましょうか｡

小島 ダボス会議には､1980年代の末から度々行っていま

すが､やはり時代を反映してテーマは大きく変わってきま

したね｡今年の共通議題は｢信頼性をどう取り戻すか｣と

いうものでした｡

そのテーマが選ばれた背景の一つには､最近の反グロー

バリズムの動きがあります｡冷戦が終わって､それまで世

界を2つに分断していた対立が無意味になった｡そこで､

いよいよ平和が来ると誰もが思い､文化的にも経済的にも

世界がグローバル化すればお互いに共有するものが生まれ

て争いがなくなると､最初はグローバリゼーションに込め

られたメッセージはいいものだと誰もが考えたわけです｡

ところが1999年にシアトルでⅣTOの閣僚理事会が開催さ

れたとき､そこで大きなデモが行われた｡あれが分水嶺に

なって､それまで底流にあったものが表面化し､今度はア

ンチグローバリズムが世界共通のキャッチフレーズになっ

てきた｡つまり経済のグローバリゼーションによって国同

士の南北格差はますます広がり､先進国の中でも国内格差

がひどくなる山方だということで､全体に不公平感が強ま

ってきたことがあります｡

もう一つは､この1年間に例えばアメリカで工ンロン､

ワールドコムといった巨大企業の巨大スキャンダルが次々

に明らかになった｡アメリカンモデルの是非についてこれ

までグローバル化の流れの中でずっと議論されてきたけれ

ども､これらの事件は相互信頼の上に成り立つ経済活動の

原則を裏切るものだし､また同時経済原則の過程に入って

いる世界が､イラク問題などによって底流に不信､不確実

性､不安を抱えることになった｡こういうものが､冷戦が
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終わったとき大きく膨らんだ夢を否定することになる｡そ

こで今年のダボス会議のテーマは､すべてのレベルにおけ

る信蝮性というものをもう･-･度考え直そうというものにな

ったんです｡

本間 70年代にジョン･K･ガルブレイスが『不確実性の

時代』という本を書いて注目されましたが､あのとき彼が

言っていた不確実性より､いま現在の新しい不確実性の方

がもっと辣刻度が深まっているかもしれませんね｡

アメリカの世論調査だと､個人間(インターパーソナル)

の信頼度もずっと右下がりできているそうです｡近年､コ

ミュニケ｣べ/≡ンの手段は高度に発達してきていますが､

コミュニケーションの回数が増せば信粟感も増すかと思っ

たら､逆なんですね｡グローバルなお金や物の流れ､人の

流れが進んで､それが逆に信頼性の低下を招いている｡そ

のことがはっきりしてきたのが21世紀ではないかという気

がします｡かつての冷戦時代は､世界は東西2つに分かれ

ていたけれども､まとまりはついていた｡

小島 それぞれ管理されていましたからね｡

本間 そこがばらばらになって､いまアメリカとヨーロッ

パの対立が顕在化してきているわけですね｡

小島 ダボス会議にはハーバード大学のジョセフ･ナイと

いう政治学者が乗ていて､今回ほど太平洋を挟んでアメリ

カとヨーロッパ諸国との間の滞が深く厳しくなったことは

ない､と発言していました｡その底流には､冷戦が終わっ

た後､アメリカが世界で唯一のスーパーパワーになって､

非常にユニラテラル､一国単独主義になっていることに対

する反発がある｡当初､グローバリゼーションとはアメリ

カナイゼーションではないかという批判が途上国など一部

の国からはあったけれど､いま西ヨ｣∵ロツパ全体にそうい

う気持ちが生まれている｡だから､アンチアメリカンの気

分が蔓延してきていると､ジョセフ･ナイは心配している

わけです｡いまわれわれがダボスで議論しなければならな

いのは､世界各国が共通に直面している環境やグローバル

テロ､エイズといった問題である｡これはいかなるスーパ

｣パワ｣でも単独では解決し得ない問題で､グローバルな

協力が必要だ｡しかし､いまアメリカの一部にそのことに

対する配慮がなくて､一方的に物事を決行しようとする傾

向がある｡それでは問題の解決はできなくなる､と｡

本間 逆に､アメリカの中にアンチヨーロッパの気分が強

まっているということも聞きますね｡いずれにしろ､双方

小島 明
●日本アスペン研究所評議員

日経新聞社専務取締役(論説担当) 小島 明氏

に一方では親近感がありながら､一方で非常に反感を持つ

という感じが強まっている｡象徴的なのは､イラク制裁に

反対する仏独の態度にいらだった米国のラムズフェルド長

官の｢フランスとドイツは古いヨーロッパだ｣という発言

です｡仏独にしてみれば｢われわれこそがヨーロッパであ

り､古いヨーロッパには知恵がある｣と言うわけですが｡

小島 ヨーロッパの方では｢いまの新しいアメリカより､

古いアメリカの方がよかった｣と(笑)｡

;9･11で変わったアメリカ
本間 その新しいアメリカと古いアメリカの境目はどこか

と言うと､私はやはり9.11のテロだと思うんです｡

小島 おっしゃるとおり､それは実感しましたね｡9.11で

アメリカが変わったことはいくつかあると思いますが､一

つはアメリカのナショナリズム(愛国心)が隅々まで広が

ったこと｡もう一つは､それを背景に国防予算を爆発的に

増やしたことで､これはいまだに増やし続けています｡こ

の調子でずっと増強していけば､2007年か8年ごろには､

アメリカ､･回の国防予算がそれ以外の世界全体の国防予算

を上回り､古代ローマ帝国のピーク時以降なかった､世界

で唯一の軍事スーパーパワーになります｡

しかし､これだけ強いアメリカが､自分の国は虚弱なん

だと言い出した｡9.11で初めて本土が､政治の首都である

ワシントンと経済の首都であるニューヨークが同時に攻撃

された｡それを全く防げなかったということが､よほどこ

たえたんですね｡湾岸戦争のときは､冷戦後初の大きな国

際紛争ということで､それに介入して押さえた｡そのとき､

パパ･プッシュは｢ニュー･ワールド･オーダー｣(新世界

秩序)だと言った｡今回､その息子は｢ホームランド･セ

キュリティ｣(本土防衛)と言っています｡最近は本土安全

保障省という大きな省をつくったりして､すべてホームラ

ンド･セキュリティのためと､自国中心になっている｡そ

のために対列政策のアプローチも議論も､ベースが変わっ

てしまったんですね｡

だから､9.11というのは一つのトラウマをアメリカの社

会に生み出して､アメリカを変えていったと思います｡

本間 私が問題だと思うのは､｢テロは戦争だ｣というプッ

シュの発言です｡イギリスの戦史研究の権威マイケル･ハ

ワードは､テロと戦争は違う､戦争には初めがあって終わ

りがある｡しかし､テロには終わりがない｡しかも､相手

は国家ではない｡だから人類は､伝染病に対するようにテ

ロと一緒に生きていくしかない｡テロが起きたらそこを押

さえる､テロが起きたら押さえるということでやっていく

ほかはないのだと言っています｡しかしアメリカから見れ

ば､これは仕掛けられた戦争である､だから自分の国の安

全は自分で守らなくてはいけないということになって､そ

の点でヨーロッパとアメリカの姿勢は最初から違っていた

んです｡

その違いがはっきりしてきたのが､いつの間にか標的が

イラクになったときですね｡そこがやはりヨーロッパから

見てももう一つ説得的でない｡だから､国連決議になぜ他

の国々がこだわっているかと言うと､一つには､今回はア

メリカの本土防衛がメーンであるということ｡もう一つは､

国際法でもいままで考えていなかったような先制予防戦争

論というものが､国際連帯ということで正当化できるかど

うかの問題があるからですね｡

小島 犯罪を犯さない段階で処刑しようというわけですか

らね｡それからもう･山つ､前の湾岸戦争のときは完全に主

権国家への侵略戦争だったから早く原状回復をすればよか

ったわけですが､今回の場合は､一方的に攻撃をすればハ

ンチントンの言う文明の衝突的な事態になって､永続的な

危機をそれをきっかけに生み出してしまう恐れもある｡始

めることは簡単だけれど終えることがない戦争であり､新

しい永続的な危機を生むことになるのではないかという心

配をヨーロッパは持っているわけです｡

本間 アメリカの方は､それについては余り考えないまま

に来て､多少このごろ言い出しているんでしょうかね｡

小島 世論調査を見ると､だんだんソフトになってきてい

ますね｡先ほどのジョセフ･ナイさんも､麻薬もテロも国

際協力なしには対応できないんだという議論をしてV)たん

ですが､テロの直後にそれを言っても､みんなの反応は冷

たかった｡しかし最近は､この部分忙つt)ての議論に耳を

傾けるアメリカ人が増えてきていると言っていました｡

本間 心配なのは､アメリカの単独主義のせいで､そうい

う問題への国際協力が難しくなることですね｡グローバル

な問題がいくつもメジロ押しなのに､それがテロで脇へ押

しやられてしまった｡これから先､さまざまな問題に対処

する見通しをどう立てていくか｡それを誰が考え､どんな

言葉でしゃべっていくか｡
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◆アスペン対喜看

21世紀を生きる知恵一知の大交流時代に向けて

小島 いま人も金も情報もグローバルに動くようになり､

技術の進歩を背景に､実質的国境の壁の高さはどんどん下

がっています｡そういう形でグローバル化は進んでいるわ

けですが､グローバルガバナンスが全くない｡そういう中

で､いまアメリカが一国でやろうとしていること自体がも

う一つの問題ですし､やはりその間題を突き詰めていかな

いと､非常に不安定な世界になると思いますね｡

単独主義とは単純主義であって､敵か味方かというカウ

ボーイ的シンドロームで動いている｡ただアメリカは伝統

的に悪意はないんですね｡気持ちは善意であったんでしょ

うが､しかしアメリカの外交史を振り返ってみると､結果

として間違ったことを選択したことはたくさんある｡

本間 率直で正直で､思ったとおり言っているんだという

のが実は一番危ない(笑)｡

●

●NGOの活躍に期待
●

本間 ちょっとアメリカが強くなり過ぎたことへの反動が

いろいろな面で出てきたときに､それをどう鎮めていくか｡

この間題は非常に重要で､それがないと､グローバルな大

問題に各国が力を合わせてやっていけなくなる恐れは確か

にありますねの

小島 ダボス会議で､参加者全員にいま一番信頼できる国

際機関はどこかを電子投票させたセッションがありました｡

みんなが器械を持って､イエスかノーか番号を入れるとす

ぐその場で結果が出る仕組みです｡その結果はと言うと､

信頬度トップは圧倒的にNGOなんです｡既存の組織なり

機関はもう力を発揮できなくなっていて､もっと市民が参

画したNGO的なものが補完的に出てこないと問題は解決

できないと誰もが認識しているんですね｡よく考えれぼア

ルカイダもNGOなんですが(笑)､いまNGOへの期待は格

段に高まっています｡それは21世紀の新しい現象ですね｡

本間 それは､まず日本政府では考えられないし､日本の

官僚でも考えられない｡

小島 京都で環境サミットがありましたね｡あのとき､日

本は外交的に負けた｡なぜ負けたかと言うと､情報の不足

です｡各国はNGOの代表と閣僚が対等のパ｣トナーとし

て参加していて､情報は全部共有していた｡日本は相変わ

らずのタテ社会で､序列からいくと役所が上でNGOは下｡

だから同席なんてとんでもない｡その結果､貴重な情報を

NGOがたくさん持っているのに､それを活用できなかっ

た｡完全に情報戦略の失敗です｡NGOをパートナーとし
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本間長世氏

ていかに活用するかという戦略がない｡H本の､官僚を巾

心とした中央集権型のやり方を早く21世弄己型に変えていか

ないと､世界の流れに背を向けることになるんですけどね｡

本間 そのためにはどうしたらいいか｡短期的には､とに

かく目の前にある問題については政治家の責任です｡速や

かに有効な手を打っていかなくてはいけない｡しかし長期

的には､やはり新しい人材が出てこなければ駄目で､その

人材はどのような知的武装をした人々でなくてはいけない

かをもっともっと真剣に考える必要がある｡つまり､学力

の低下といったことは目先の問題ですが､学力とは何かを

もう少し考えていって､新しい知性とか知のあり方という

ものを日本人なりに考えていかなくてはなりませんね｡

;新炉稲造を見直す
小島 来年には､新渡戸稲造の肖像を刷り込んだ500D門札

がなくなってしまいますね｡日本人は余り知らないんです

が､世界の人は新渡戸の偉さを知っている｡彼は最後には

国際連盟の実力事務次長になって活躍していましたね｡

彼がジュネープにいるとき､自宅にいろいろな人を招い

て知的フォーラムを開いていました｡そこにはアインシュ

タインやキューリー夫人など､静々たる人たちがたえず出

入りしていたそうです｡その中で行われた議論の一つが､

やがてユネスコとして結実する｡そういう大変な教義人で

す｡彼の『武士道』という本は英語で書かれていますが､

カーライルの名文に近いと言われて､欧米の人も驚嘆して

読んだそうです｡彼の何が人々を引きつけたかと言うと､

その深い洞察力や人々を思う気持ち､社会を愛する気持ち

ですね｡それで新渡戸フアンが世界中にいるんです｡

『武過という本は､古代ローマの賢人の文献からヨー

ロッパや中国の古典に至るまであらゆる知識を動員し､そ

れらも参旦乳対比しながら日本人とは何かを書いたもので

す｡日本人の教養の高さを世界に示し､驚嘆させた本なん

ですね｡そういう人がお札から消えてしまうので､フアン

グル｣プが集まって､新渡戸札さよなら大パーティーをや

ろうという運動をしているんですよ(笑)｡

本間 お札から消えても､知の世界からは消えませんから

ね(笑)｡新渡戸稲造は､日本の一部のインテリからは浅薄

だと言われてきた面がある｡それはなぜかと言うと､彼の

書いたものはどれも非常にわかりやすい｡わかりやすいの

が玉に癖(笑)というね｡日本の知識人は､ちょっと難し

い日本語の方が探淵であるといまでも思っているんです｡

小鳥 明氏

新渡戸稲造は普通の人にわかる文章を書いたので､軽視さ

れているわけです｡

でも､それは非常に大事なことで､彼はコモンセンスと

専門センスということを言っている｡知識人は､コモンセ

ンスと専門センスと両方備えていなければいけない､と｡

両方備えている人とは何であるか｡それは､いま言われて

いるパブリック･インテレクチェアル､つまり専門の知識､

経験を持っていながら､｢股の人に共通の関心事､政治､

経済､社会､環境などについて平易な言葉で語りかけるこ

とができる人ですね｡これが日本では､これからもっとも

っと出てこなければいけない｡ところが日本人は､伝統的

に話すことがうまくないんですね｡政治家も財界人も､国

際的なコミュニケーションの場でそれこそ知性と知性をぷ

つけ合っていくときに､きちんと自分の言葉で話せなくて

はいけないんですが､日本では､そのときそこで説得力を

どう発揮するかの諸IL練がいままで全くなされてこなかった｡

だから政治家こそ言葉を大事にしているはずなのに､議会

のテレビ中継を見ていると､質問する方も答える方も､か

ねて用意のペーパーを読んでいて説得力がない｡

新渡戸稲造は､そういうことがわかっているから説得力

のある文毒を書くし､国際会議でも十分に相手を説得でき

るだけの話し方ができたんだと思います｡私は､それが21

■[蛸己の日本人のリーダーの教養として目指すべきものでは

ないかなと思いますね⊃

;対話の精神を学ぷ
小島 それは重要なことですが､日本人はその前の段階も

欠如しているんです｡要するに伝えるべきメッセージが乏

しい｡それは日頃､本当に表面的な思索や議論しかしてい

ない証拠ですね｡例えばダボス会議でも､日本のリーダー

に出てきてほしいという声があるんですが､なかなか参加

しない｡参加してもメッセージが弱い｡数年前に当時の財

界のトップが行ったことがあります｡しかしスピーチの中

身i･ま､今年のH本の経済成長率は政府見通しによると0.何

%といった月例経済報告みたいな文章をただ朗読している

だけ(笑)｡そんなの誰も聞きたくないですよ｡

そうではなくて､日本の経済界のリーダーがいまの時代

をどう捉えているのか､どんな発想でいまの時代を位置づ

け､対応しようとしているのかという､本当のベーシック

なところをみんなは聞きたがっているわけですけどね｡

本間 そこで大事なのは､やはり対話力だと思うんです｡

相手が何と言おうとも､自分が用意したことしか述べない

のでは対話にならない｡対話とは､相手のメッセージを吸

い込み､自分の中で自分といま入ってきたものとが格闘し

て､それで共鳴するなら共鳴する､反発するなら反発する､

それが知的な瞬間のプロセスでできなくてはいけないもの

なんです｡それをしていけば､知のレベルがさらに高まる

ことになる｡それをどうやって訓練するかが重要になりま

すね｡アスペンはそれをやろうとしているわけですが｡

小島 ダボス会議もどんどん規模が大きくなって､集まる

人もなかなかレベルが高いので､あそこを舞台に自分のメ

ッセージを意図的に世界に伝えようとする人が増えている

んです｡世界中のメディアが注視していますからね｡その

利用の仕方を各国が考え始めているときに､日本はひたす

ら陥没している｡バブルのときは日本はテーマとして注目

されたんですが､いまテーマとしても陥没しているし､日

本自身もあまり存在感を示さない｡

冷戦後にさまざまな秩序が変わり､いま世界には根本的

な変化が起きています｡その中で日本は､この10年､15

年､非常に内向きできていて､口本が世界の基本的流れと

これほどズレた時期はないんじゃないかというのが最近痛

感していることですね｡その結果､世界で起こっているこ

とや､歴史の中にある教訓から､何も学ばなくなった｡学

ぷ元気もないのかもしれません｡日本はこれまで､世界中

から芋ぷ社会だったはずです｡明治維新も､お隣の大中国

があっという間に西洋諸国にやられて植民地となった｡隣

国の失敗からも学んだ近代化だったわけですね｡学び続け

ることが日本の原点であり､強さだった｡それがいま内向

きになって､自分の歴史からも世界の歴史からも学ばない

風潮が蔓延している｡本当に残念なことだと思います｡

本間 おっしゃるとおりですよ｡いまいみじくもおっしゃ

ったけど､自分の歴史からすら学んでいない｡もっと心を

広く､知的な姿勢で世界や日本の歴史全体を見渡し､気宇

壮大なパースペクティプを持つようにしなければ駄月です

ね｡経済のデフレの回復も大事なんですが､心のデフレの

方がもっと心配です｡それには､やはりヒューマニティー

の粁申を着実に滴養していく以外にない｡みんなが新渡戸

稲造にはなれませんが､しかし新渡戸稲造というロールモ

デルがちゃんとありますから､その辺を目指して誰とでも

対話ができる姿勢でやっていかなくてはいけない｡それが

できれば､日本にもまだ希望があると思います｡そのきっ

かけを､まさにアスペンでつくっていったらいいと思うん

ですね｡
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私たちは

日本アズペyを応援しまず⑳

アメリカンファミリー生命保険会社

ウシオ電機株式会社

オリックス株式会社

鹿島建設株式会社

キッコーマン株式会社

医療法人健胃会

サントリー株式会社

株式会社資生堂

セコム株式会社

ダイキン工業株式会社

第川回アスペン･セミナーが開かれた淡路夢舞台

大日本印刷株式会社

株式会社電通

東京電力株式会社

株式会社東芝

西日本電信電話株式会社

万有製薬株式会社

ヒゲタ醤油株式会社

富士ゼロックス株式会社

ヤヨイ食品株式会社

(五十音順)



◆特別寄稿

古典に学ぶ アリストテレス『詩学』
堀部 恵
●桜美林大学教投

多様な試みのポリフォニー

アスペン･エグゼクティブ･セミナーでは､古典のテキ

ストをもとにして､参加者の間で｢対話｣を進めることが

基本的な作法とされています｡｢対話｣(ダイアローグ)は

｢議論･討論｣(ディベート)ではないのでその点留意する

ようにと､モデレーターが､セミナーの開始前のオリエン

テーションあるいは進行中のセッションの中途で､折に触

れて注意をうながすことは､参加された経験をお持ちのか

たはよくご存知のとおりです｡

しかし､対語は､こうしたセミナーの場面で交わされる

ものだけに限られるわけではありません｡内心でものを考

えることは､自分と対話することにほかならない､とプラ

トンも言っていますが､ひとりで古典のテキストと向かい

合ってそれを読むときにも､ひとはそのテキストとなかば

は無意識のうちにたえず対話を重ねているはずです｡

こうして､判らなければ判らないなりに､論旨を追い切

れなければおおまかな推論でおぎなうなりして､内心でテ

キストとの対話を重ねる一極のウオーム･アップを欠いて

は､実際のセッションでスムースに対話に参加することは

できないはずです｡セッションでの対話は､自分の読みと

はまるきりちがった他の参加者たちの思いがけない読みに

出合い､そこでさらに対話を重ねながら､さまざまな声の

ちがいと響き合いを愉しみ､古典のもっている豊かなポリ

フォニーの世界の一端にふれるためのものです(響き合い

は､もちろん､付和雷同とはちがいます)｡

元来､古典として幾多の時代の風雪のなかを生き延びて

きたテキストには､そうした多様な読みのポリフォニーを

触発する何か種のようなものが含まれていると､わたくし

はつねづね考えています｡｢中世｣と呼ばれる時代には､洋

の東西を問わず､個人の独創性などというものを信じる気

風がなく､古書や古歌の｢注釈｣｢講解｣という形でみずか

らの見解を表明する行き方が一般でした｡その種の｢古注｣

の渾に親しむことはわたくしの無｣二の愉しみのひとつで､

それというのも､その種のものには､原テキストの正道を

ふみ外すことなく､あくまで注釈者の位置に徹するつつま

⑳

しさを持ちながら､しかも19世紀のロマン派以後の作者た

ちのなまじな個性の演技などでは及びもつかぬような､し

たたかで強靭な個性が輝き出ているからです｡

F古今集』をはじめとする日本の古歌の研究者たちが中

世の連歌師たちの古注をことのほか重んずるのも､以上に

述べたような理由によるものでしょう｡連歌■連句となれ

ば､これはもう典型的な｢対話｣の世界で､｢匂いづけ｣｢心

づけ｣などといった精妙な｢付け合い｣の面白さ愉しさは､

人付き合い､ソシアビリティーの悦びのきわみとわたくし

にはおもわれます｡1【本歌取り｣などという一種の｢引用｣

の手法も｢付け合い｣の応用問題のようなもので､こうし

たやり取りを通して､中世の文人たちは古典や古歌を読む

センスをまもり育てていったのでしょう｡日本には欧米の

ような｢対話｣の伝統がなく､｢対話篇｣の形で書かれた書

物もすくない､というようなことがよく言われますが､す

くなくとも中世にはこうしたイマジネーションをいたく触

発する対話の伝統が生きていたことは事実で､そうした一

種の｢転位｣の感覚は､われわれの生活感覚や対人感覚の

どこかにまだ生きているはずだとわたくしはおもっていょ

す｡

｢舞踊は､人間が身体において共同の場を発見したこと

の､いまなお生きている痕跡である｡踊ることによって群

衆はひとつになることができたのであった｡いや､踊りを

見ることによってさえ､ひとつになることができたのであ

る｡むろん､その契機になったのは､手強い他者である動

物を観察し､それを真似ることだったに違いない｡だが､

真似るためにはまず同調することが必要だったのである｡

多くの先史学者や人類学者が､シャーマニズム､とりわけ

動物を模倣した舞踊が､ネアンデルタール人などの旧人類

から､｢掛こクロマニヨン人と呼ばれる新人類､すなわち

現生人類を明確に区別したのだと述べている｡現生人類は､

身体を媒介にして動物に同調することによって､まず社会

を発見し､さらに自己自身を発見したのである｡｣(三河雅士

｢舞踊の身体のための素描｣､n'批評という鬱』所収)

人間の付き合い､社会性の根源には､｢うた｣があり｢ま

い｣があります(余談ですが､わたくしはカラオケという

のが大の苦手で､メロディーやハーモニ｣にうまく乗れな

い音痴なのです｡これは､たぷん､わたくしの血のどこか

に｢ネアンデルタール人などの旧人類｣が生きているから

で､その分｢雛人類､すなわち現生.ノ＼窺｣のソシアビリテ

ィーを羨望のまなこをもってヌ寸象化して見ることができる

のだとひそかに自負しています)｡いまの三浦雅士さんの

テキストの引用に､動物の｢ふり｣｢しぐさ｣などを｢真似

る｣ことが出てきましたが､｢まねる｣｢まねぷ｣ことは｢ま

なぶ｣ことに通じます｡｢まなぶ｣ことは､当今はやりの独

創とか｢ゆとり.｣などより､何よりもまずひたすら｢まね

る｣こと､お手本になる作者の思考の息づかいがこちらの

身に乗り移ってくるまでひたすら｢まねる｣ことです(近

頃､戦後何度目かの日本語ブームで､『声に出して読みた

い日本語』などとl)う本が話題になっていることはご存知

のとおりですが､｢声に出して読む｣ことも､そうおもって

みれば当然のことながら､文字を媒介にして作者そのひと

の声を｢まねる｣ことにほかなりません｡実際､わたくし

も､アスペンのセッションで参加者のどなたかがテキスト

の何行かを｢声に出して｣読まれるのを拝聴して､それま

で気がつかなかった細かなニュアンスや意味の含みが見え

てくることが間々あります｡西洋では､中世のある時期ま

で書物は声に亡l-ルて読むのが普通で､密室でひとり黙読す

るという習慣の発生はそんなに古いことではありません｡

音読や｢暗謂｣を軽んずる風潮はあらためられるペきもの

とわたくしはおもっています)｡

ミメーシスの魅力と悦び

アリストテレスのデ詩学』と言えば､西洋の美学･芸術

論の古典中の古典で､わたくしの生涯のうちでも一番多く

のことを学んできた書物のひとつです｡アリストテレスは､

この書物で､演劇や舞踊､音楽などの制作芸術(ひろい意

味での詩)を｢模倣再現｣(ミメーシス)によるものと規定

し､その模倣再現についてつぎのように述べています｡

｢さて､｢般に詩の技法が生れるに至った原因として二

つ程大きなものがあると思われるが､その二つとも自然的

本能であると思われる｡すなわち､先ず模倣して樗現する

ことであるが､これは人間には子供の頃から自然に備わっ

た本能であって､人間が他の動物と異る所以も､模倣再現

に最も長じていて､最寺捌こものを学ぶのもまねびとしての

模倣再現によって行なうという点にある｡次にまた､横取

して再現した成果をすべての人が喜ぶということ､これが

第二の原因であるが､これも自然に備わった本能である｡

そのことの証拠になるのは､色々の再現の仕事に伴って生

ずる事柄ではなかろうか｡というのは､実物を見れば苦痛

を覚えるようなものでも､例えば､甚だ忌まわしい動物で

あるとか屍体であるとかの形態のようなものでも､それを

この上なく精確に模写した絵などであれば､我々はみな喜

んで眺めるからである｡どうして､こういうことが生ずる

のか､その原因を更に求めれば､次のように言うほかはな

い､すなわち､ものを学ぶということは､ひとり知を愛し

求める哲学者にとって最大の楽しみであるばかりではなく､

それにあずかる程度が限られているにしても､他の一般の

人々にとっても､同様i･こ楽しみであることには変りがない､

と｡｣(『詩学』､第4章､今遺友信訳)

見られるとおり､アリストテレスはここで､制作芸術が

生れるにいたった原因として､①模倣再現することが生来

人間に本性としてそなわったものであること､(至模倣再現

されたものをすべてのひとが一見ぶこと､のふたつをあげて

います｡一見何気ないことのようですが､｢まねる｣｢まね

ぷ｣ということが､人間として生きることにとって中核の

位置を占めていることをこれほどずばりと言い切ってあま

すところのない文章をわたくしはほかに知りません｡

｢先ず模倣して再現することであるが､これは人間には

子供の頃から自然に備わった本能であって､人間が他の動

物と異る所以も､模倣再現に最も長じていて､最初にもの

を学ぶのもまねびとしての模倣再現によって行なうという

点にある｡｣

｢まねぷ｣ことがなければ､子供が大人になるというこ

とはないし､そもそも｢学ぶ｣とは｢真似ぷ｣ことにほか

ならない(ちなみに原文のギリシア語では､｢まねぷ｣と｢ま

なぶ｣の語の間に､日本語の場合におけるような音と意味

の通いはありません｡ここは､日本語で考えることの利点

と言うべきでしょう)｡

｢次にまた､模倣して再現した成果をすべての人が喜ぶ

ということ､これが第二の原因であるが､これも自然に備

わった本能である｡｣

ひとが､映像とかシミュレーション､たとえば､水に映

った似姿に､時として現物にふれる以上の魅力を感じ､悦

びを覚えるのは､なにか二次的なことではなく､人間の本

性そのものに深く根ざしたことがらである｡こうしたこと

を､ここまで単純に言い切った例を､くりかえし言えば､

わたくしはほかに知りません｡ここには､人間について考

える原点があるときえ､わたくしはおもっています｡

｢悦び｣｢愉しみ｣は､『詩学』とはまた別な書物でアリス

トテレスが説くところによれば､時のなかにあって時を超

える人間の魂の活動にもとづくものとされています｡
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アスペン･セミナーに

参加して

〈】999年2月第3回参カロ〉
庄子幹雄さん
●鹿島建設株式会社代表取締役副社長/工学博士

アスペンは自らり生き方を検証す芭戯
私が社会人になって38年目に､初めて本当に出席してよ

かったと思えるセミナーにめぐりあいました｡日本では､

セミナーと言えば聞いたことがすぐ仕事に結びつく実利面

重視のものばかりですが､アスペン･セミナーはそれらと

は根本的に違うものでしたね｡アスペン精神を十分に学び

とることができれば､ビジネス全体をこの精神で包み込ん

でゆくことができ､親繊の上位に立つ人間に必要とされる

企業倫理､社会倫理の精神を自家薬籠中のものとして身に

つけることができる｡アスペンとはそのようなセミナーで

した｡

当社の名誉会長石川が日本アスペン設立に関与していた

ので､その関係で君もどうかと勧められて行ってみたわけ

ですが､いろいろ学ぶことが多く､また参加者のみなさん

と後々までお付き合いの続く親しいネットワークが築けた

のも､得難いことでした｡

私にとって､短い時間の中であれだけ深い雰囲気に浸れ

るのは､もう至上の幸せです｡とi･こかく超多忙な毎日なの

で､だからこそ少しだけでもお話を聞きたいと思い､いま

でもアスペン精神をリフレッシュさせるためにオブザーバ

ーとして数回参加させていただいているんですよ｡

最初碇アスペン･セミナーに出席したとき､私が｢これ

だ!｣と強い共感を覚えたのには理由があるんです｡私が

小学3年生のとき終戦になりましたが､当時の日本は非常

に乱れていた｡同じように敗戦国となった西ドイツも同様

で､その混乱ぶりを憂慮したアメリカ人牧師ブックマン博

士は､MRA運動=道徳再武装運動というものを提唱され

た｡それは愛､正直､純潔など､戦後人々が失いつつあっ

たものを取り戻そうという試みだったのですが､なぜか小

学3年生の私は､生意気にも博士の考えに共鳴しましてね｡

以来､その教えに忠実に､いまだに毎晩寝る前の5分間を

1日の反省にあてているんです｡これまで､ブックマン博

士の提唱されたことを私は個人的な問題ヒして受け止め､

実践してきたわけですが､セミナーに出席して､それらを

きちんと論理的に､システマテイツクに組み上げていけば､
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私を超えて社会や人に対しても影響を与えることができる

のだと教わりました｡それ以来､私の仕事の進め方､指導

の仕方は大きく変わったと自分では思っています｡

アスペンでは､すべて倫理というものを中心にして世の

中が動くべきだと説かれます｡1993年に建設業界ではゼネ

コン汚職事件が起こり､このとき役員になったばかりだっ

た私はその経緯を見ていて､それまでとは適う方向に行く

ことにしたんです｡勿論､そのことに不安がなかったわけ

ではありませんが､アスペン･セミナーに参加して､やは

りそれでよかった､間違っていなかったことがわかりまし

た｡人類が登場して数万年､その中でひと一人の人生はせ

いぜいが100年です｡まさに点にしかすぎない短い時間の中

で､他人を蹴落として出世しようとか､社会倫理に反した

ことをしてまでも儲けようとすることは虚しいですね｡無

意味な競争に明け暮れた1年は1年にしかすぎませんが､

いt)形で満足できた1年は2年分､3年分にもなると思い

ます｡

アスペン･セミナーでは､頭を空っぽにできる人でない

と､対話についていくのは大変かもしれ皇せん｡他人の意

見が自分のそれと違うのは当然ですから､自分の意見にこ

だわって身構えたら､他人の言わんとしていることの半分

ぐらいしか頭の中に入らないでしょう｡それでは相手の意

見の100を聞けませんから､絶対に損です｡だから他者と享妾

するときは､常に自分を空っぽにした方がいい｡私はいつ

もそんな気持ちでやっています｡仕事のときも､自分の人

生に対しても､そして家庭生活でもね(笑)｡ (談)

賢一~′●~･≡ヨ

アスペン･セミナーに

参加して

〈1999年7月簿4回参加〉
新貝寿行さん
●アメリカンファミリー生命保険会社常務執行役昌

古典をtジネス･ヒントにしか､｡それがアスペン精神
私どもの会社の最高顧問､大竹が日本アスペン研究所の

幹事ということで､素晴らしいセミナーがあるから参加せ

よと言われ､出席しました｡私のビジネスマン生活もそろ

そろ30年になろうとしていますが､これまで出席した内外

のさまぎまなビジネス関連のセミナーに比べ､毎日純粋に

哲学や古典の世界に集中して議論をするアスペン･セミナ

ーの1週間は､まったくはじめての経験でした｡このセミ

ナーは仕事の世界を飛び越え､自分自身をいかに高めて生

きてゆくかを考えるのが目的なので､そういう意味では非

常に価値のあるものでしたね｡

いま私は人事､研修の仕事も兼務しています｡人材と向

き合う以上は忙しさにかまけてビジネス害しか読まないの

ではあまりにも情けないと思い､昨年秋から月に1冊ずつ

古典を読むことを自分に課しているんです｡でも､いつの

間にか尻切れとんぽになってしまうおそれもあるので､社

内で英語にチャレンジしているパートナ←を見つけ､お互

いにちやんと実行しているか定期的にチェックすることに

したんですよ｡

私は､まず手始めに『ガリア戦乱 を読み､次の月には

『教具抄』を読んで､それぞれレポートにまとめました｡

他人にレポートを提出するのは､内容を理解し､自分なり

に考えをまとめないといけないので大変です｡でも､これ

をしないと読むだけで終わってしまい､自分の中に残って

いきませんからね｡今年のお正月には『卿斎志異』を読み

ました｡パートナーは英会話をものにすると言い､進捗状

況を報告してくれるので､お互いに励みになっています｡

ビジネス関連のセミナ｣も悪くはありません｡しかし､

歴史上の先達が経験したり､悩んだり､学んだことを書き

留めたりしたものを何度もくり返し読むことは､仕事に直

接関係がないように見えますが､自分をいま置かれた環境

の呪縛から解き放つのに､とても有効です｡例えば『歎異

抄』は∴親鸞の時代について唯円が書いたものですが､こ

れに頭を空にして向き合い､当時の社会情勢や彼らの生き

ざま､なぜ確円はこういうものを書いたのか､といったこ

とに思いをめぐらせているうちに､現実のビジネスの世界

から完全に離れられる｡純粋になれる｡そこで気持ちにゆ

とりができる｡現実の世界と完璧に切り離された違う世界

を自分の中に持っている､ということが大事なんです｡

それは､現在のように忙しけれ¢封亡しいほど必要なこと

だと思います｡理想を言えば､20%ぐらいは古典と向き合

う時間をつくりたいですね｡もっとも､いま自分の世界が

100あるとすると､そのうちの20をそういったもののために

割くのではなく､ビジネスは100のままにして､プラス20で

こういった世界を持つ｡それが自分の世界を広げることに

なるわけです｡

その後､私はウイークエンド･セミナーにも参加しまし

たが､こちらはテキストが夏目漱石の｢私の個人主義｣な

どの講演集とギリシア悲劇の『アンチゴネー』の2つでし

た｡しかも参加者が11人と少なかったので議論が思いのほ

か深まり､記憶に残る内容となりました｡今道､本間の両

先生にも来ていただいてのディスカッションですから､こ

れはもう､とてつもなく贅沢なものになりましたね｡

アスペン･セミナ｣は､人数も多いし､扱うテキストも

多く､おまけに私のときは大学の哲学科を卒業されたいわ

ばプロ級の方がおられたので議論のレベルも高く､なんと

かしがみついて終えた1週間でした｡ですから､ウイーク

エンド･セミナーで再チャレンジの時間をもらえたのはよ

かった｡アスペンの後にもう一度同じような時間が持てる

のは､フォローアップという意味でも有効だと思います｡

だから､事務局も大変でしょうが､年に1回くらいはウイ

ークエンド･セミナーをやっていただきたいですね｡

私は､読んだ古典を仕事の方にひっぱらないことに決め

ているんです｡気のきいたことを言うために親鸞の言葉を

持ち出したり､彼の生き方をビジネス･ヒントにしような

どとは絶対にしない､思わない｡なんでも仕事に関連させ

ないこと､それがアスペンの心だと思うし､ここは人間の

資質を磨く場ですからね｡ (談)

⑳



トアスペン･グループだより

アスヘン･セミナーに

参カルて

優れたり｢ダーた放めに

アスペンのエグゼクティブ･セミナーに参加したのは今

から2年前､今でもその新鮮な感激は忘れません｡かずさ

アカデミアパークの一室で参加者17人が過ごした5泊6日

の知的生活の日々がいかに充実していたことか｡

この貴重な体験は､事前に送られてきたセミナー用の冊

子を読むことから始まりました｡それはギリシア哲学から

近代哲学思想､東洋哲学まで､現代のジャーナリスト､現

職大統領にまで及ぶ厳選された珠玉の著作を編集したもの

でした｡世界と日本､自然･生命､認識､美と倍……と読

み進むうちに､学生時代に味わったあの新鮮な感激に浸り､

それはやがて強烈な知的刺激へと変化しました｡今の自分

がどれほど知的世界から遠い存在になっていたか､近視限

的で(short-Sighted)いかに狭い偏った世界(fragmented)

しか見てこなかったかを思い知らされたのです｡忙しさを

良いことに､思考停止の日々を漫然と過ごしてきた生活､

それはまさに知的貧困者の生活だと気がついたのです｡

セミナーは今道先生と本間先生がモデレーターとなられ､

暗にリソース･パーソンと呼ばれる専門家も交えて行われ

ました｡各セッションでは参加者間の対話に多くの時間が

割かれました｡参加メンバーは実業界が中心でしたが､議

論の面白さは参加者がそれぞれの組織から解き放たれ､自

由な個人としての立場から発言したからでしょう｡

米国に始まったアスペンの理念は､この複雄短まりない

世の中においてリーダーが果たす役割陀着目しています｡

リーダーがくだす賢明な決定がいかに多くの人々へよい影

響を及ぼすかを考えるだけで､リーダーの重要性が理解で

きます｡米国アスペン･セミナーのきっかけはゲーテ生誕

200年祭と聞きました｡文豪ゲ←テは優れた科学者､哲学

者､思想家でしたから､アスペンがめざすリーダーの理想

像と考えられたのでしょう｡さて昨今の実業界のリーダー

を見ると､米国のエンロンやワールドコムの不祥事に代表

されるように､視野が狭く(fragmented)､近視限的で

(short-Sighted)､金紗ナ(greedy)ばかりを考えている

経営者が多く見られます｡資本主義を支えてきた企業家精
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浅見唯弘さん
●国際通貨研究所専務理事

神は爛熟期を迎えて堕落の方向を辿りつつあるのでしょう

か｡米国の面白さは､企業倫理を失ったエンロンやワール

ドコムが同時にアスペンのスポンサーだったという事実で

す｡どう考えたらよいのでしょう｡

教材にあったハンガリーのハベル大統領のように､偉大

な政治家が同時に優れた哲学者であった例は多く見られま

す｡日本の実業界も松下の松下幸之助氏やソニーの井深大

氏､盛田昭夫氏のように､優れた経営者であると同時に偉

大なリーダーを多数輩出してきました｡現在では､徹底し

た計数把握を通して日産の経営再建に辣腕を振るうかレロ

ス･ゴーン社長はぎリシア哲学に造詣の深いリーダーであ

ると言われています｡日本の今後の進路が真剣に問われる

現在､優れたリーダーの役割が重要性を増しています｡

私はアスペンで使用されたテキストの原本を私のライプ

ラリーに加えました｡これらの古典を紐解きながら､これ

からの知的生活を豊かなものにしていきたいと思います｡

アスペンの体験を共にした我々のグループは同窓会を結

成しました｡昨年11月､富士山の薦､朝霧高原に集い､一

夕を語らt)ました｡富士山の神秘的な懐に抱かれながらの

対話は､アスペン･セミナーを共に過ごした仲間による素

晴らしい心のケアでした｡これからもアスペン精神を追い

ながら､仲間との交流を図っていきたいと考えています｡

富士り裾野で魂と身体り世話を

斎藤玲子
●マリーストーブス･インターナショナル日本代表

第8匡同期会 幹事代理

平成14年11月22日量り｡今日は､昨

年同様､今回も第8匝】アスペンOB会

会長の荒木さん(王子キノクロス)と

終身幹事の横山さん(ヤヨイ食品)の

ご尽力により､富士山の裾野の朝霧高

原で待ちに待った第2回アスペンOB

会が開催される日である｡東京駅より

新幹線の"こだま"で定刻の1時45分

に新富士駅に到着｡2時の待ち合わせ

場所に急ぐ｡そこには既に1年ぶりに

お会いする懐かしい同期生6人の面々

が集まっていらした｡

挨拶もそこそこに､開催場所の朝露

高原ホテルに向かうべく送迎バスに乗

り込む｡道中､曇っていた空が少しず

つ明るくなり､光もさしてきて､美し

い雪をいただいた富士山が見え隠れす

るようになった｡皆で歓談しているう

ちに､富士山の裾野の大自然の広大な

敷地に建つ､蒲洒な丸太作りのホテル

に到着｡一息入れた後､先に車で到着

した2人も加わり､富士山を背景に総

勢9人の記念撮影となった｡

その後､いよいよ第2回アスペンO

E会が荒木会長の挨拶で始まり､続く

勉強会(``最近の日米経済の動向")が4

時半より同期生の浅見さん(国際通貨

研究所)によって始められた｡浅見さ

んはお忙しいにも拘わらず､事前に私

共の為に"低迷する世界経済と株式市

場動r訂'"日米株安の背景''､それにアメ

リカのジャンクボンド王として著名な

ミルケン氏の最近の日本での講演の原

稿のコピーを参考資料として用意して

くださっていた｡浅見さんの熱のこも

った興味あるお話､特に不良債券､株

安､竹中改革プログラム､イラク問題

等には､真剣な質問が飛びかい､時間

はアッという間に過ぎ､6時閉会｡

熱気盗れる対話の余韻を残しながら､

引き続きメインダイニングルームで､

懇親会を兼ねたフランス料瑠フルコー

スの夕食会となった｡荒木会長の音頭

取りで乾杯の後は､アスペン･セミナ

ーでの思い出話や浅見さんの講湊につ

いて､また各々の近況等で話が弾み､

和気諸々の中､食事がすすめられた｡

デザートの後はバーに場所を移しての

懇親会となり､来年の第3回OB会は

全貞一致で前田さん(前田工織)のお

られる福井県で､11月14日に1泊2日

での開催ということに決まり､できる

だけ0Ⅰ∃全員が参加できるようなかた

ちでまとめようということになった｡

福井では､永平寺を訪れ､今遣先生､

本間先生やリソース･パーソンから学

んだ"魂の世話"をしようとの声も上

がった｡身体に心地良い温泉と､味覚

を楽しませてくれる越前ガこもセット

というのは欲張りかな｡まだ夜更けに

は時間があるものの､明日のゴルフを

控え､早めの閉会となった｡

翌朝は凍てつく寒さであったが､快

晴で荘厳な富士山がクッキリと姿を見

せていた｡残念なことに前田さんは急

用のため朝早く福井にお戻りになった_

が､残る全貞は午前8時半にプレー開

始｡年齢を感じさせない皆の張りきり

具合が妙に可笑しかった｡途中で雲行

きが怪しくなり､時々パラパラと雨が

降ってきたものの大降りになることも

なく､午後3時半に無事終了となった｡

厚かい皆さんの思いやりの中､初め

てコースをまわった私はホッと胸をな

でおろした｡｢雄大な富士山を目の前

に､思いっきり地球をたたくのは､本

当に爽快｣と話したところ､皆さんに

笑われてしまった｡温泉で汗を流した

後は､上位成績3人の表彰式があり､

魂の世話と身体の世話をした､菜しく

かつ有意義な第2回アスペンOB会は､

次回の再会を誓って閉幕となった｡

浅見さん､荒木さん､それに横山さ

ん､本当にご苦労さまでした｡

アスペン･フェロー N0.6

2003年3月発行(年2回発行)

発行人:岡野雄治

発 行:日本アスペン研究所

〒17D-6034

東京都豊島区東池袋3-1-1

サンシャイン6□ 34階

TEL.0ヨー5396-5D23

FAX.ロ3-5396-5824

http://www.aspeninstitute.Jp/

制作協力:㈲ル･マルス

⑳



ア
ス
ペ
ン
･
フ
ェ
ロ
ー

細▲叩

■
血
れ

ヽし叩ザ･ か

M

2
0
∩
‖
3
年
3
月
発
行

発
行
人
･
日
本
ア
ス
ペ
ン
研
究
所

岡
野
雄
治

1]本ア1へニノー碑宅前

史京都海区六本木5-11-1b r財)』傑文化全館内

TEi_03(3470二〉321し/FAX O3･こ347013170 〒108-8032

ヨ本アスへン蹄亨[所七三十一事希局

ゑ京竜i;豊島区魚油袋3一卜lサンシ1･インる8 3互惜

TlシL O3÷53?615023/FAX O3Z_53?る)502ム 〒170-る834

E一口】ail:【)lくan11牽fxlj.co.jp


