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◆アスペン･セミナーに参加して

来し方を顧み､行く末を慮る遅参l偲として猿渡智

心の杖言葉を求めて大村賢三

対話の力が社会を変える川村群太郎

◆アスペン･グループだより

セミナーは柑問では終わらか､秋間修

写真/岡野雄治･高田英子･児玉房子

レイアウト/佐野黍央

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､異質で多様なパックグラウンド

を待った､さまぎまな分野のエグゼクティフ: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｣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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≪巻頭エッセイ》

古典は食べ物である

括木武徳
●国傑日本文化研究センター教痩

古典を読むのは薬を飲むようなものだという説

がある｡そして古典は､現代医学が用いる即効性

ある薬剤なのか､それともゆっくり徐々に効き目

をあらわす漢方薬のようなものなのかという｢論

争｣もある｡なるほどと思う｡

しかしこの喩えは､われわれがすでに病に侵さ

れているという前提に立っている｡人間は､その

痛から抜け出るために｢古典｣という薬に頼らね

ばならないということになる｡何か薬物依存のイ

メージが強くなり､われわれの精神の不健康さを

診断されたような､少し憂鬱な気分になる｡

私はむしろ､書物は｢般に食べ物だと考える｡

主食･副食･デザート･お酒など､人間は様々の

食べ物を口にする｡書物も､気軽に読む物､時間

をかけて読む物､毎日目を通す物などいろいろで

ある｡その中で古典は､私のイメージでは､栄養

豊かなどっしりした食べ物のように思える｡口に

やさしい甘さはない｡調理の要らないインスタン

ト食品でもない｡急いで飛び込めば､すぐ差し出

されるファストフ｣ドのような便利さもない｡し

かし栄養がある｡

人間の精神と肉体にとって栄養は大事だ｡そし

てその栄養を､ゆっくりと味わいながら摂取する

ということが大切だ｡素材そのものの美味さを十

二分に生かして､しかし時には自分流に工夫しな

がら賞味すれば､これほど心と身体にとって良い

ことはないだろう｡料理読本のような言い回しに

なってしまったが､それほど書物と食べ物は似て

いるということだ｡

近年大差はなくなったかもしれないが､昔は西

洋人とわれわれ日本人の食生活は驚くほど異なっ

た｡ラフカディオ･ハーンが『英語教師の日言迅

の中で次のように害いている｡｢現今の出雲の学生

が､米飯と豆腐を食べながら学ばねばならない近

世の学問は､ぜい沢な肉食によって強められた頭

脳によって発明され､発展され､統合されたもの

であることを知らねばならぬ｡ハーバード･スペ

ンサーが示したとおり､人間の元気の多少は､精

神抑こも肉体的にもいずれを問わず､食物の栄養

次第である｣と｡

私は切干し大根やヒジキといった日本風の食物

も大好きだが､お腹が減ってくると､時にビーフ

ステーキを思い浮かべることがある｡古典とは､

二次加工､三次加工されたものではない､ビーフ

ステーキのような素材そのものの力強い美味さを

教えてくれる書物ではなかろうか｡そうした書物

が､何か根本的な精神力と体力をわれわれに与え

てくれるような気がする｡

日本の本屋にはあまりに多くの｢解説本｣が並

びすぎている｡古典の｢解説本｣だけを読んで済

ませるのではなく､古典そのものと格闘しながら

先人の英知に取り組み､そこから栄養を摂取する

ことが精神にとって大事なのである｡｢解説本｣

は､読者に原典を読んだという錯覚を与えてしま

う｡『徒然草』ではないが､石清水八幡宮を参拝に

行っそ､山の上までは至らず高良社と極楽寺辺り

で､｢石清水とはこの程度のものか｣と思って帰っ

てしまう可能性がある｡古典はそのものを読んだ

方がよい｡



自然を愛づる心
◆アスペン対話

中村桂子氏

日本人の自然観･生命観をめぐって

中村桂子………………………………………………………………………･……………………………‥村上陽一郎
●JT生命誌研究館館長

‡医療の先端で何憎きているか
編集部 きょうは日本人の自然観あるいは生命観というも

のについて考えてみたいと患っておりますが､最近は科学

技術の世界が生命の根幹に関わる領域にどんどん入り込ん

できていますね｡そこで､まず先に話題になった京都大学

の胚性幹細胞作製成功のこユースなどに見られる最近の生

命科学の動きについて､どのようにお感じになっていらっ

しゃるかお伺いしたいと思います｡

村上 近頃は再生医療というものが先端医療の一つの目玉

として注目されていますが､中でもいま話榎になっている

のはヒトの受精卵脛)の細胞を利用する胚性幹細胞､ES

細胞というものですね｡Eは英語のエンブリオニック=胚

性､Sはステム=幹の意で､わざわざ胚性という限定詞が

つくのは別にもう一つ体性幹細胞というものがあるからな

んです｡

苦から神経細腿は絶対再生できないと言われてきました

が､胚陸幹細胞は体のあらゆる組織の細胞として分化でき

るので､神経や臓器などさまざまな範織の修復･再生力河

能となり､パーキンソン病や筋ジストロフィーなどの難病

治療に役立つのではないかと言われて､各国が競って研究

を進めているわけです｡そして､たまたまこの5月に京大

が初めて日本での樹立に成功した｡ただ､ES細胞は胚とい

えども他人の細胞を利用するものなので､やはり免疫抑制

の問題が残り､それを解決するにはクローニングの技術が

必要だということで､まだまださまざまな問題を抱えてい

る研究です｡

中村 生命観についての対談が胚細胞から始まるというの

は､とても象徴的ですね｡生物は日常個体の多様性を見る

ものなのに､生命科学の時代になって細胞やDNAというミ

クロの普遍性が浮き彫りになってきましたし､しかも操作

的な話への関心が高も)｡

1970年代に日本で生命科学､アメリカでライフサイエン

スという言葉が生まれました｡ライフサイエンスは､癌克

服のプロジェクト推進のために､医学､医療と遺伝子研究
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を中心とした現代生物学を合体させたものです｡いまこの

言葉はアメリカでは日常的忙は使われず､バイオメディシ

ン(生物医学)と言います｡そして､ゲノム研究などすべ

ての研究はバイオメディシンのためという流れが生物学研

究を席巻している｡もちろんそれは必要ですが､生物学=

バイオメディシンではありません｡生命科学は､江上不二

夫先生が､人間も含めたすべての生物の普遍性の理解から

生命を基本にする社会をつくろうという理念で出されたも

ので､私はこれを展開して生命誌にしました｡私としては､

こちらを大切にしていきたいと思っています｡

最近の新聞報道などを見ると､ES細胞を｢つくる｣とあ

りますね〕すでに｢子どもをつくる｣というのはふつうの

言葉｡以前は子どもは｢つくる｣ものではなく｢授かる｣

ものだった｡それが､最近は出産を自分たちでコントロー

ルできるような気になっている｡機械なら全部の仕組.みが

わかっているので｢つくる｣と言えますが､生命あるもの

は｢育てる｣というのが当たっているでしょう｡もっとも､

米をつくると言い始めたころから｢育てる｣が｢つくる｣

になったのかも｡

｢つくる｣と言うと､すべてわかっていて思い通りにで

きるというニュアンスが入ってしまう｡でも､子どももES

細胞も､わかっていないことだらけであり､実は細胞が自

分の力ではたらいているわけで､そこのところをはっきり

しないといけないと思うのです｡医学ヒしてのES細胞研究

を否定するつもりはありませんが､これから越えなくては

ならないバリアがたくさんあることを専門家はわかってい

るけれど､｢つくる｣とか｢できた｣と言ってしまった瞬間

に､社会はすべてわかり思い通りに操れると思い込む｡自

動車やコンピューターをつくったのと同じように受け止め

ます｡実際は､細胞とは何だろうという新たな聞いが突き

つけられているところが面白いわけですし､それについて

の答はまだ出ていないんですけどね｡

ヒトゲノム解析も完了したところで本質的なことを考え

なくてはいけない壁にいま生物学は突き当たっているので､

じっくり考えたい｡応用を期待する社会にも答えながら､

それを進めることが大事です｡

●国際基督教大学教痩

村上 いまは純粋研究に携わっていても､単に研究だけや

っていますということではなかなか研究費が得られないの

で､こういう研究をすればこういうことも恐らくできるで

しょうという､臨床面での活用を強調せざるを得ないとこ

ろもある｡そこで聴床と研究とが表裏くっついた状況にな

ってしまっているのが､バイオメディシンの世界ですね｡

‡科学は部分をわからせるもの
中村 医学･医療が科学と密接に結びついたために､あた

かもすべてわかっているかのごとく言わなければいけない

雰囲気ができてきて､しかもそれを実際に言ってしまう状

況になったのがまずい｡生物医学という言葉の怖さはそこ

ですね｡科学って部分をわからせて積み上げていく学問な

のに､臨床と研究があまりに近づいてしまったために､部

分的にわかったことで人間全体に関わる医療がそれで思う

ように動かせると期待されるゆがみがある｡生物学の成果

を医療に生かすことは意味がありますし､具体的に行なわ

れていることは悪いことではないけれども､科学個Jからば

かり医療を考えるのはまずいと思います｡

村上 もう一つあえて言えば､臨床面での人々の悩みや苦

しみを医療者はすべて聞き入れなくてはいけないのかとい

う問題が､言いにくいことですがありますね｡特にいま生

殖補助医療と呼ばれている分野などで感じるのですが､極

端なことを言うと不妊症ってほんとに病気なんですかとい

う､そういう問いかけもあり得るわけです｡もしも医療者

がそれも引き受けてあげますよと言わなかったら､昔は養

子をもらうかあきらめるかしたわけでしょう｡それを医療

者が引き受けてあげますよと言うから､言わば欲望の充足

が果たされることになってきてしまっている｡

人間は､これもできますよと言われれば､ではして欲し

いと言うし､それができるんだったらこれもできませんか

ということになって､本当に永遠の追いかけっこになって

しまう｡だから､いったい私たちは本当に何を望んでよい

のか､どんな望みがかなえられればいいのかという問題を､

いまわれわれは突きつけられていると思うんです｡

村上陽一郎氏

中村 確かにそうで､特に生殖医療はそうなっていると思

います｡でも､これは医療の問題だけではなくて､社会全

体が何でも充足させることをよしとしているわけでしょう｡

環境でも教育でもそうですね｡私は､そろそろ｢足るを知

る｣という感覚の出番じゃないかと思っているんですけど｡

生き物の単位である細胞について､その中に入っている

ゲノムという存在がわかり､これが普遍性と多様性を結ぷ

鍵なので､それについてすべて知りたいとゲノムプロジェ

クトが生まれました｡そのすべてが解析されたというのは､

人間の知として考えたとき興味深いことです｡私たちの持

つ遺伝子は3万から4万の間とはっきりしたのですから｡

ではこれで人間がわかるかと言うと､そうではない｡細胞

内のメカニズムはコンピューターの力を借りて解析すれば

ある程度はわかるかもしれませんが､細胞はいろいろな場

面に応じて予測もつかないようなふるまいをします｡それ

をすべていまの科学で解くのは無理ではないか｡細胞でさ

え大変です｡

でも､私たちは､アリを見たりミミズを見たりして何も

わからないかと言うと､じっと観察していればいろいろな

ことがわかるし､人間同士のことだってかなりわかる｡そ

れでいいわけですね､生きていく上では｡従来の科学では､

そんなことを言っていてはいけない､4万個ほどの遺伝子

がわかってきたのなら､それがどうやって働いているか全

部調べろとVlうわけで､それだけが理解のように患ってし

まうけれど､生物の理解にはもう少し別の考え方があって

よいと思います｡

村上 例えば最近のSARSの問題にしても､いろいろな情

報からぼんやり推潤できることは､ハクピシンとSARSウ

イルスとはずっと共存していたわけだけど､それが人に入

ったとき何を起こすかは､例えウイルスのゲノムがすべて

読めて､そのメカニズムが大体わかったとしても､絶対わ

からないことですね｡

中村 すべてを白日のもとにさらすのは無理だし､その必

要もないと思うんです｡自然の理解で一番大事なことは､

自然は非常に複経であるということを身をもって理解する

ことだと思っています｡だから､子どもたちに自然と捧し
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中村桂子氏

て欲しいと思うのは､もちろん美しいとか可愛いとか､そ

ういう感情を育てて欲しいということもありますが､自然

はとても複雑で世界中の人が誰も理解していないものなの

に､あるわかり方はできる､どんな小さな子でも何もわか

らないということはないからです｡可愛いと思ったり､怖

t)と思ったり､その動き方が面白いなと思ったりというこ

とで｡

だから､とても複雑なものにあるわかり方をして接する

という体験をしておくことが､多分､後にいろいろなこと

を考えたり理解する-それはすべて解明するという意味

ではない理解ですが-､あるいは創造性を発揮したりす

るためには不可欠だと思うのです｡自然は複雑なんだ､複

雑だから面白いんだということをわかることが､自然を理

解する上で大事だと思います｡

生物研究の世界にいてよかったと思うのは､DNAで基本

がわかり､なお､やはり生き物は多様であることを実感で

きたことですね｡よく､子どもたちの科学離れを食い止め

るために好奇心を育てようとおっしゃるけれど､好奇心の

ない人間はいないと思うんです｡私が生命誌研究館を始め

たのは､科学離れをなんとかするためではなく､自分自身

がその一つである生き物について深く考える楽しさを共有

したも1という患いからなんです｡

編集部 昔の人は､自然に対してもう少し畏敬の念を持っ

て眺めていたわけですね｡

中村 全然わからないのもつまらないけれど､全部わかっ

ていることもつまらない｡少しわかり始めて､わからない

ことが少しずつ見えているときが､多分人間にとっては一

番刺激的で楽しいときなんじゃないかな｡私が生物学に足

を踏み入れたときは､ちょうどそうVlう時期だったんです

ね｡とても感謝しています｡何かわかりそうだぞというと

ころを歩いてきたのがとても楽しかったと思うので､学問

がすべてをわからせるための挑戦､ときにはそのための競

争になるのが気になります｡ましてやお金儲けの手段だけ

‡科学はロマンティックである
村上 何もかもホワイトボックスにしてしまいたいという

発想が近代西洋にはかなり強いことは確かですね｡でもゲ

ーテの言葉の中に｢物事がわかるのは素晴らしいことだ｡

･丁･
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わからないことがわかっていくのも素晴らしいことだ｡し

かし､わからないことの前にただひぎまずくことも喜びだ｡

それは､もっと深い喜びかもしれない｣というような意味

の言葉があるんです｡やはり西毒草人にもそういう感覚を持

っている人はいるんですね｡

中村 その通りです｡だから､生物学の立場からゲーテを

見直したいという気持ちがあります｡ゲーテは植物などの

形について､出来上がったものではなく､その基本は何か､

出来上がっていくプロセスはどうかを問題にする学問をつ

くり出しましたね｡いままさにそれが生物学のテーマにな

っているので､ゲーテを文豪としてではなく､ましてや西

洋とか東洋とかいう話ではなく､自然をよく見るという点

から見直すと面白いんです｡

村上 ただ､その自然に対する接し方が､1針堕紀の啓蒙主

義以降の近代科学とは少しずれていることは破かですね｡

ゲーテはもちろん啓蒙主義の時代の人ですけど､ドイツは

少し遅れたのでいろいろな要素がまぎっていて､啓蒙主義

とロマン主義が重なっている｡それで､ゲーテのような態

度は科学の世界ではロマンティークと言われて軽んじられ

た｡例えばアメリカの自然科学の世界で､お前のやってい

ることはロマンティックだと言われたら､これは学術的に

ゼロだよと言われたのと等しいことになる｡しかし､ゲー

テの自然へ向かう態度というか姿勢は､現在の日本の中に

どこまで生きているのかわかりませんが､少なくとも日本

文化の伝統とそれほど遠いものではないと思います｡

中村1970年代に､アメリカの分子生物学のパイオニアの

一人ステントは､｢初期の分子生物学はロマンティックだっ

たが､いまはアカデミックになってしまった｣と書いてい

ます｡だから､欧米の科学にもついこの間まではロマンテ

ィックという感覚はあった｡いまはもう､科学が技術の中

に組み込まれてしまった時代ですから､遠い話になってし

まいましたが｡生物学は大きく変わってきましたからね｡

半世紀の間に､ロマンティックがあってアカデミックがあ

り､いまはテクノロジー｡私は多分､ある種ロマンティッ

クと呼んでいいような生物学がもう｢産出てこないと､次

の展開はないと思っているんですけれども｡

‡自然を愛づる心
編集部 その手がかりが､まず身近な自然を観察すること

日本人り自然観･生命観をめくちて

の中にありそうですね｡

中村 東洋は科学を生まなかったと言いますが､科学的心

は日本にも元々あって､それが分析の方に行かなかっただ

けだと思います｡私､実は平安時代に書かれた『堤中納言

物語』に出てくる｢晶愛づる姫君｣に思い入れを持ってい

るんです｡ただ蝶を可愛がっている女の子の話だろうと思

っていたんですが､友人に教えられて読んでみたら､毛虫

を可愛がるお姫さまなんですね｡みんなが汚いとか怖いと

言うと､この中に美しいチョウに変身してゆく本質がある

と､発生生物学の基本のようなことを姫君が言う｡しかも

その姫は､眉をそらないとかいろいろ生活態度まで自然の

ままでVlることを実行している｡平安時代の話ですから､

ヨーロッパで科学が生まれるよりはるか前に日本にそうい

う感覚があった｡でも､それが科学的に分析する方には行

かないで､全体の移り変わりを楽しみ｢愛づる｣という形

広重｢名所江戸百景･亀戸梅屋舗｣1857年

村上陽一郎氏

に展開した｡そこが日本的ですね｡歌人の匠佐木信網が｢歌

心の基本は愛づるである｣と言っていると御子息の幸桐氏

が語っておられ､なるほどと思いました｡

芭蕉にも｢よく見ればなずな花咲く垣根かな｣という句

がありますが､やはりよく見ないとだめなんですね｡ボタ

ンの花ならよく見なくても目に入ってくるけれど､ナズナ

の花は､身近な自然に関心を持っていないと見えか1｡単

に好むというところを超えた知性を伴うのが愛づる心だと

思いますが､そういう感覚は日本人の日常､文学､美術な

どの中にあるんですね｡日本人は自然の本質を知ることに

は強い関心を持つけれど､必ずしもそれを理解するのは分

析ではないとしたのではないでしょうか｡

もちろん分析していくことでDNAがわかったりゲノムが

わかったりするのは素晴らしいことで､私はこれが好きで

あり評価しますが､もう一方で複雑は複雑のまま理解する

という方法もある｡ゲノムがわかったのと同じぐらいの理

解がそこにもあると考えてよいのではないでしょうか｡｢愛

づる｣から出発した自然への対応は科学とは呼べないけれ

ども､科学と同じくらい大事な自然の理解のイ:ヒ方だったの

ではないかと思うんです｡

ですから､再生医療も大事ですが､身体全体､さらには

心まで含めて対応する医療も大切というバランスが必要だ

と思っています｡例えば日本の科学者が持つ歌心を生かせ

るんじゃないかと期待するんですけどね｡

村上 私もそう思いますね｡例えば日本人は､西行の歌を

心にしみて感じるわけでしょう｡西行はほとんど自然を詠

んでいるわけですが､非常によく自然を見ている｡歌でも

俳句でも､自然をよく見なくては詠めませんからね｡短い

言葉の中に見たものをどれだけしっかり詠み込むかという

のが歌の世界だから､凝視する｡凝視したところに捉えら

れた自然の真実は､やはり外国人にもわかります｡しかし､

いまわれわれが自分たちの中に息づいているものをどれく

らい次の世代へ伝える努力をしているかということになる

と､ちょっと心もとないんですが｡

編集部 確かにそこをもう一度回復すれば､科学が進んで

もバランスはとれるという｡

中村 そう､そこのバランスをとらなも)で進むと危ない｡

そうしないと､あまり実りは多くないと思います｡

㊥
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●元ソウル大学総長

きょうお話しするテーマを私は｢東アジア知識層の共通

教養｣としましたが､項在適用している｢東アジア｣とい

う言葉に対し､苦は｢東亜｣という表現を使いました｡｢∴東

亜｣と｢豪アジア｣とは完全に同じ言葉､同じ内容ですが､

｢東亜｣という吉葉にはやはり忌むべき歴史的事実の言己憶

が刻ほれている場合があるので､今回｢東亜｣という表記

は避け､｢東アジア｣という表題をつけました｡

次に｢知識層｣ですが､ここでは単に読み書きができる

人でなく､それよりも難しい文書や書籍が理解でき､社会

文化に対してある程度識見を持った人というくらいの意で

用いています｡経でも読み書きができるようになった今日

では｢知識層｣と言っても殆んど意味がありませんが､わ

れわれ乗アジアの伝統社会では､それは必然的に社会の上

層に位置する人々､支酉己層を指すことになります｡その韓

国､日本､中国の東アジア3国における知識層の｢共通教

義｣とはどんなものであったかをこれからお話ししたいと

思いますが､教養という語の定義を私が明確に付け得るわ

けではありません｡ただ教養とは､われわれが職業上必要

とするような知識ではなく､ひとがより人格的な､より高

尚な生活を送るために必要な人文的な知識､判断力､道徳

観､それに基づいた行動様式を含めたトータルなものだと

考えています｡

l相互疎遠だった近世

では東アジア3国における知識層の相互関係はどのよう

なものだったのかと言うと､過去の数t劉己間､3国の知識

層はお互いに非常に疎遠でした｡互いに交流もなく､関心

も持たず､憎むとか愛するという感情さえ殆んどないよう

な関係が続いていた｡それ以前に遡ってみれば､中国は隋､

唐の時代､韓国は高句歴､百済､新羅の三国時代や統一新

羅時代､日本では奈良･平安時代には､3国は互いに親密

と言っていいような関係でした｡人々の行き来も多く､留

学生あり､旅行者あり､移民あり､結婚･就職あり､とい

う関係が続いていました｡それが､近世に入ってすべて閉

ざされてしまったわけです｡

その理由として､各国とも鎖国政策をとったことがあげ

られます｡日本の鎖国についてはこのセミナーでも取り上

⑳

層の共通教養

げられたようですが､韓国の近世､李氏朝鮮時代もその鎖

国の程度は日本に劣らず､あるいは末期碇は日本よりもっ

とひどい鎖国状態となっていました｡中国も豪古族の元の

時代には鎖国という概念はありませんでしたが､明代に入

って蒙古族を退けると､中華的､儒教的な文明を打ち立て

るという建前のもと､さまぎまな政治的な必要から明､清

とも中国の海岸線を全部閉じてしまいます｡もっとも中国

の場合は閉ざすと言っても日本や韓国のように徹底的とは

いかなくて､住民は法網をくぐって相変わらず東南アジア

へ移民や出稼ぎに行きましたが､政策としては閉じていた｡

したがって3国の間では華僑も倭僑も韓僑も存在せず､そ

れらはすべて近代に入ってから生まれた現象でした｡

その結果､当時の各国の知識層､中国では監生､朝鮮で

は両班(ヤンバン)と呼ばれる地主層､日本では､儒者､

武士､さらに商人さえも知識層に入り得る人がいたようで

すが､これらの人々の相互接触というものがなくなり､東

アジアの古代の姿とも､あるいはヨーロッパやほかの地域､

文化圏とも非常に異なった状況となりました｡したがって､

1針現己末に互いに門戸開放したときには､相手国の会話吉

葉を話せる者は殆んどいなかった｡そうした閉ぎされた環

境の中で､朝鮮語､中国語に通じ当時の朝鮮使節との折衝

にあたっていた対馬藩の儒学者■雨森芳洲や､明が滅び

たとき水戸藩に乗て日本に宋子学を伝えた朱舜水などは､

実に例外的存在と言えます｡

当時は､非常に限定された接触しかありませんでした｡

国の公式レベルの使節団の行き来はあり､特に朝鮮から中

国へは頻繁な使節派遣があったし､日本とは将軍の代替わ

りなどの折に､その祝賀のために朝鮮通信使という使節団

が派遣されていました｡また､日本には長崎にオランダや

中国の商人たちの出入りが許された出島があり､朝鮮の釜

山には倭舘があって対馬の商人が釆て泊まることができた｡

しかし､それ以外の人々の交流の場は全くありませんでし

た｡

それにもかかわらず､19世紀末に鎖国が解かれたとき､

日本を訪れた朝鮮の｢紳士遊覧団｣などの人々は､言葉は

通じなくとも筆談で意思の疎通を図ることができた｡それ

には知識層の漢文の素養が大きくものを言っていたわけで

す｡つまり､東アジアの知識層の間には長い間に共通の知

識､価値観､思考様式が形成されており､それを可能にし

たのが｢漢字｣という表意文字であり､それによって構成

きれた｢漢文｣でした｡東アジアの共通教義とは､人的接

触によってではなく書籍から育まれたものだったのです｡

l共通教養を可能にした漢字という装置

われわれはお互いのことを､よく同文国とか漢字文化圏､

漢文文化圏という表現を使います｡東アジアで教育を重視

する､人文を尊重するという伝統が共通して存在してきた

背景には､中国で製紙術や木版､印刷術が発明されると､

それらはすぐさま朝鮮､日本に伝達導入されていたことが

あります｡その折に､漢文テキストは翻訳されることなく

そのまま受け入れられていた｡漢字は､その形の複雑性と

意味の繍生ゆえに→種の記号的機能を持ち､目で視たと

きには字音だけ聴いたときより意味の混乱が少ないのが特

徴です｡したがって漢文は､テキストをそのまま置いて目

で視ながら読んだ方が意味がずっと通じやすい｡

そこで日本は､文法的に言語の順序が違うにもかかわら

ず､漢文自体はそのまま置いて､それに返り点や送り仮名

などをつけて上に行ったり下に来たりしながら日本文のよ

うに日本語で訓読するという狼持な読み方を発展させた｡

朝鮮は順序はそのままでただ漢字の韓音で読み下しながら､

これは主語､これは動詞ということを示す助詞を脇につけ

て読みの補助としていた｡これはちょっと翻訳とは言いが

たい｡日本は殆んど翻訳と言ってもいいような､非常に奇

抜な読み方をあみだしました｡これは一見何でもないこと

のように見えますが､注目すべき点だと考えています｡

しかし､どちらも原本を離れて独立した韓訳本､日訳本

をつくる発想はありませんでした｡また中国自体も韓､日

はじめ他民族の文献を漢文に訳すという観念が皆無だった｡

つまり､東アジア3国はどこも翻訳ということを知らなか

ったわけです｡例えば､論語も､孟子も､大学中庸も､日
本では熱心に読まれ､子どものときから暗記をしました｡

しかし､非常に高い知識を持っている人でも､これを日本

文として一冊の本におさめて読むことはなかった｡その事

情は朝鮮でも全く同じです｡

この本を御存じの方は殆んどいないと思いますが､昔､

京都で出版された『唐土行程言包 という本があります｡こ

れは､李朝時代に雀蒋という人が書いた『錦南漂海録』を

翻訳したものです｡錦南とは崖漕の号で､彼は当時の有名

な儒学者でした｡彼が官吏として済州島に出張していたと

きに､父親が亡くなります｡韓国では現在もそうですが､

父親の言悼臣が伝わったら即刻喪服を着て故郷に帰らなくて

はいけない｡ところが､帰るための船が難破し､彼はさま

ぎまな苦難を経て中国の寧故に漂着｡そこから北京まで行

って皇帝に謁見して陸路で帰ってくる｡その間のことをつ

づったのがこの本です｡ここには漂着人のさまぎまな体験

と当時の中国の様子がこと細かに書いてあってとても面白

いのですが､これを誰かが日本に持ち込み､それを仮名ま

じりの日本文に翻訳して出版した｡これが日本でまともに

翻訳出版された初めての漢文の本ではないかと思います｡

いわゆる四書･五経をはじめ『史記』『漢書』『三国志』

といった歴史書､唐詩や宋の文字など､さまざまな吾が3

国の人々の間では教養として読まれてきましたが､韓でも

日でもすべて原書のまま漢文で読まれており､それ以外は

補助的な解釈本しかなかった｡このように､3国における

互いの翻訳の欠如は､特に日本が明治以後､西洋の文献を

殆んど世界に類例のないほど豊富に翻訳したのとは全く対

腰的な現象でした｡

しかしその結果､言葉が遠い､発音が違い､言語では互

いに全く相通じないながらも､3国の人々が同じ共通の知

識､共通の教養､共通の価値観を持つことができたのは､

3国の知識層がこれらの漢文テキストに習熟していた点が

大きかったと言えます｡実際､当時の使節や知識人たちは､

言葉は通じなくても､筆談と漢詩の唱和をもって互いに知

識と感情を通じあうことができた｡こうしたことも､漢字

文化をもととした東アジア交流史の独特な点だろうと患い

ます｡

特に｢文をもって道を載す｣(文以載道)､文は意味を伝

えるだけではなく､それに価値観が付随するものだとされ

ていた点が他の文化圏と違うと言えます｡さらに唐詩や『唐

宋八大家文』といった文学によって､共通の教義､共通の

自然観や美意識をも醸成されることになったわけです｡そ

の例として｢蒲湘八景｣というものがあります｡これは中

国湖南省洞庭湖の南､湘江､漏水の美しい景色を｢平沙落

雁､遠浦帰帆､山市晴嵐､江天暮雪､洞庭秋月､蘭湘夜雨､

煙寺晩鐘､漁村夕照｣という8つのカテゴリーにわけて表

現したもので､東アジアのどの地域でも､美しい景色があ

ればこの八景になぞらえて詩が吟じらオ㌦絵が措かれた｡

日本の近江/＼景､韓国の関東八景などが有名ですが､それ

も漢文的な共通教義と言えます｡

こういう漢文テキストによる共通的な教養というものが

近世まで力強く伝えられていた例として､吉田松陰の『講
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孟余話』という本をあげることができましょう｡これは彼

が死罪となる余り遠くない時期龍､獄中で囚人たちを相手

に孟子を講義したもので､囚人たちを集めて孟子を講義す

るという光景がl)ろいろな意味で感動的だし､それがまた

死後に本として出版されたのも特異ですね｡また韓国では､

李承晩という韓国初代大統領が朝鮮王朝時代にやはり獄に

つながれていたとき､同じように囚人たちと詩を論じ､詩

をつくり､唱和したという逸話がある｡その詩のうちでも

｢青衣赴役｣という詩が囚人たちの間で人気があり､みん

なそれを歌いながら労働をしに行ったそうです｡

このように､吉田松陰が囚人たちに孟子を講義し､李承

晩が囚人たちと漢詩を朗詠したことは､もちろんこの囚人

たちは泥棒や殺人犯などではなく同じような政治犯だった

可能性はありますが､それにしてもこの時代まで漢学とい

うものが根強く生きていた証拠と言えます｡吉田松陰は当

時の世界情勢にも通じ､新しい政治的な見解を待った人だ

ったし､李承晩元大統領はハーバード大学で修士号､プリ

ンストン大学で博士号を取得したような非常に開明的な人

でしたが､彼らもこのようだったというのは意味深いこと

と言えましょう｡

l21世紀の新しし1共通教養をつくる

しかし､このような漢文テキストをもととした共通教養

は､明治時代になり西洋との接触が活発になると一転しま

す｡それまでは中国の漢文テキストが主流でしたが､近代

に入り西洋の制度と人文学的な教養とを日本が率先して導

入すると､中国も韓国もそれを受け入れて､今度は西洋の

テキストをもとに日本がつくった漢字表現が共通教義とな

りました｡現在､東アジアで使用されている政治､経済､

社会､文化に関連した多くの術語や観念は､すべて日本が

西洋のものを翻訳し､中韓両国の留学生によってそれぞれ

の国にもたらされ普及したもので､こうした新しい名詞を

中国では東薗文体と言っています｡｢東嵐｣とは東の海とい

う意味で日本を指します｡

こうした新しい教養は現在もわれわれに大きな影響を及

ぼしていますが､20世系己後半に入ってからは､また新たな

共通教養が生まれてきました｡これは漢文でもないし､日

本が主導してつくった西洋的概念の漢字表視でもない｡そ

れは新しも)共通語としての英語であり､コンピュータ｣の

普及に伴うデジタルランゲージといった新しい言葉で､そ

れが今後は東アジア3国だけでなく世界的規模の共通教養
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語として広まっていくと思われます｡

現在､世界は物質的欲望の無限追求にあけくれており､

われわれ東アジアの3国もこれに追随しています｡しかし

われわれは､このような現代文明の人間性の逸配に対し､

追随するのではなくむしろ牽制してゆくことを自己の役割

と心得るペきではないでしょうか｡われわれはこれまで東

アジアの伝統的価値観､例えば自己抑制や謙遜､家族■祖

先の尊重といったものを大事にしてきました｡それらは東

アジアの共通教義の中で育まれてきたもので､西洋化の流

れの中では反近代､反進歩的態度とされてきたものです｡

しかし､現在のような時代にこそ､それらをもう一度見直

し､発展的再調整をして､現代の人類文明に自己抑制的な

機能を果たすような新たな共通教養として推進すべきでは

ないか､そのためにわれわれは努力をすることができない

だろうかと思う次第です｡

l質疑応答
司会 高先生､ありがとうございました｡それでは質疑応

答に移ります｡最初に2つほど質問がございます｡一つ目

は雨森芳洲とはどのような仕事をした人か｡もう一つは､

いま東アジアの共通言語が英語になっているのは確かです

が､しかし依然として儒教が共通教養として存在している

のではないか､ということですが｡

高 雨森芳洲は独特な人で､中国にも韓国にも比肩できる

人はいないだろうと思います｡彼は新井白石とほぼ同時代

人で､同じレベルの儒者だったとどこかで読んだ記憶があ

ります｡新井白石は中央で暗躍しましたが､彼は左遷され

て辺邸な対馬藩で活動｡対馬藩は朝鮮と密接な関係にあっ

たので､当然彼は朝鮮に対する国書や向こうから来る外交

文書などを取り扱っていたと思います｡彼は朝鮮語ととも

に漢文も達者だったので､朝鮮通信使一行が来たときその

相手をした｡その→行の中に中経翰という若い学者がおり､

『海溝録』という日本往来の紀行文を残しました｡これは

平凡社の東洋文庫に入っています｡

雨森芳洲は朝鮮語を釜山で学び､さらに中国へ行って漢

文ではなく人々が話している日常語をも習得｡当時では､

日､朝､中3つの言語が殆んど自由に使えた唯一の人と言

えます｡また彼は『捷解新語』という朝鮮語の言語教科書

までつくっています｡

もう一つのご質問｡東アジアに共通の教養として､いま

でも儒教が主要な位置を占めているのではないかというの

は､そのとおりです｡仏教は日本では｢掛こ広く普及し､

韓国でも婦女子には相当浸透しましたが､知識階級には儒

教の価値観より大きな影響を及ぼしたとは思えません｡い

までも各界の指導層には､儒教的な気風が色濃く残ってい

ると思います｡

しかし儒教思想はちょっと散文的でありまして､潤い気

が少ないですね｡儒教には人類の救済という概念がなく､

ただ礼儀を正しくし､祖先や父母を尊重して秩序を守ると

いうことばかりが垂毛托されていて､ひとの苦悩や苦責任に応

えようとする姿勢は全然ありません｡また､お寺や教会の

ように信者を集めて教えを説くとか､人生の節目に関係し

たセレモニーを行うというような装置に欠けているので､

感情移入できる部分も少ない｡結局､書物こ書かれたもの

を暗詞し､解釈するのが儒者の主たる役割のようになり､

墳末なことに意義を求めて執着する形式主義に陥る者が多

かったわけです｡

質問 日本では戦後､漢字が簡略化され､そのために日本

人の思考力は貧弱になってきたのではないかと危惧する言

語学者もいますが､中国でも簡略体が普及して､もう辞書

を引かなくてはわからないような漢字がたくさん出てくる｡

韓国でもハングルが主流になっているようですが､これか

ら漢字文化はどうなると思われますか｡

高 橋かに､漢字はどの国でも一大受難時代を迎えており､

もう昔の生命力､普及力を失っています｡それを一番保っ

ていると言える日本でさえも､選挙のとき候補者の看板を

見ると名前を平仮名で書いていますね(笑)｡韓国でも､新

聞やたいていの著書は全部ハングルになってしまってみな

さんどなたにも読めませんが､これが一昔前だったら､漢

字交じりの文章でしたからみなさんが読んでも意味がわか

るぐらいに漢字を使っていたと思います｡せっかくわれわ

れの共通語として普及していた漢字を捨ててしまうのは､

もったいないですね｡

でも､何とか革新をしないと､このままではずるずると

消滅ということになるような気がします｡これだけ長く続

き､影響力も大きかった漢字文明がそう簡単に変わること

はないでしょうが､全体的な方向としてはこのまま存続す

ることはちょっと難しl)と思います｡

質問 2つ質問をいたします｡一つ目は､東アジアに共通

の教義としてあった書というものは､韓国ではいまどのよ

うに受け止められていますか｡二つ目は､韓国の中学･高

校にも中国の古典や詩を漢文テキストで学ぷ漢文の授業は

ありますか｡

高 まず韓国での書道について｡韓国では書道は漢文とは

殆んど関係がなく､いまでも御婦人方が熱心に取り組んで

います｡漢文の意味も知らず､使ったこともない文字を熱

心に書いている(笑)｡書道それ自体が一つの芸術的満足を

与えるものとして広まっており､漢文の未来は暗いのに､

書道の方は全然心配する必要がありません(笑)｡とにかく

今後も書道は｢書画｣という､共通教養の一つとして存続

すると思われます｡

それから､韓国には漠文の授業はありません｡しかし､

大学に漢文学科というのがあるのは恐らく韓国だけでしょ

う｡漢文学科は十いくつかの大学にあるんです｡そこでは

苦の漢文を教えていますが､ここを卒業した学生に果たし

てどれだけ職場が与えられるのかは疑問です｡

でも､韓国には漢文で書かれた個人文集を出す習慣があ

って､その教が多いんです｡例えば､もし払が漢文で文も

詩も書けるとすると､私が死んだ後､私の息子か孫は父親

あるいは祖父の原稿をまとめ､『某某文集』という本にして

刊行するのが絞らの第一番の務めになる｡いまは昔ほどで

はありませんが､それでも事業で成功を収めた者がまず第

一に取り組むのは､祖先の墓に立派な碑石を建て､それか

ら祖先の文集を出版することです｡大抵は千篇一律な内容

のものが多いのですが､ときには非常に重要な文案がある

ので､それは現代文に翻訳し馴ナればならない｡だから韓

国では､漢文学科の存在意義がまだあるわけなんです｡

司会 それではこの辺で｡高先生､本当にありがとうござ

いました｡
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アスペン･セミナ⊥に

参加して

〈2001年7月第10回参加〉

猿渡 智さん
●大日本印刷株式会社専務取締役

来し方を顧み､行く末を慮る雁針盤として
参加のきっかけは社命でしたが､それでなければおそら

く自ら体験することはなかったでしょう｡これも何かのチ

ャンスかなと､期待と不安相半ばしながら出席したセミナ

ーでした｡

これがただ､行かされた､読まされた､言わされた､で

終わっていたら､何も残らなかったと思います｡しかし､

どういうわけか興奮の毎日となり､帰ってからもしばらく

は熱気がさめなかったのを覚えています｡たまたま以前に

参加した同僚と出会ったのでセミナーの話をしたところ､

たちまち目を輝かせた相手を見て､ああ､尾を引いている

のは自分だけではないんだなあ､みんな何かしら刺激を受

けて､折りあるごとに思い出しているんだなと納得したも

のです｡

セミナーでは､学生時代に空手に熱中し哲学･倫理学と

いった世界から逃げ出していたツケが廻って､とても｢対

話｣に参加できたと胸を張れるような状態ではありません

でした｡しかし､どうしても読み込めないテキストについ

ては､多様な読み方があってはじめて｢対話｣が成り立つ

のだからと開き直り､4〔〉年近く社会生活を経験してきたい

まの自分の価値観､倫理観をもとに､自分の意見を持つこ

とに努めました｡

ことに印象に残ったのは｢自然･生命｣｢ヒューマニティ

ー｣のセッションで､高度技術社会における人間と自然と

の関わりを思索する中で､｢よく生きること｣について深く

考えさせられるものでした｡参加者の中には､行政や国際

ボランティアのNGOなどで活躍されている方々がおられ､

企業人とはまったく違った視点から淡々と話されるそのご

意見には重みさえ感じられて､思わずお話に引き込まれる

こともしばし皐£

プログラムはうまく編成されており､難しそうなセッシ

ョンの前には自由研修の時間が設けられていたり､美術館

ツアーや生演奏など､疲れた頭をほぐすリラックス･タイ

ムも用意されていました｡しかし､折角の自由研修の時間

も､私は｢アスペン･ライブラリー｣で書物と対話するの
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はあきらめて､もっぱらみなさんと交流です｡

夕食時は､和･洋･中のどの料理を選択するかでその日

の出会いが決まり､食卓を囲んでの話題も､その時々の顔

ぶれで変わります｡ある晩は今遣先生とご一緒する機会に

恵まれ､｢ギリシャ人の余暇｣に話が及びました｡その折､

｢レジャー｣にあたるギリシャ語｢スコレー｣(閑暇)から

ラテン語｢スコラ｣(学校)､そして英語｢スクール｣への

変遷を原語で記していただいた箸袋を､いまでも大事にし

ています｡それをきっかけに､いつの日かその生涯はレジ

ャーの一生と言われるゲーテの著作集にチャレンジし､少

しでも多彩なゲーテ街道に分け入ってみたいと思ったもの

です｡

セミナー受講後は､ものごとの背景にあるものに目が行

くようになり､いままで何気なく接していた新聞記事や情

報について､関心の度合いや内容の受け止め万が一段と深

くなったように思います｡

社に帰って､これからの時代を担う経営幹部にはぜひ参

加を勧めたいと報告しました｡と言うのも､参加したのが

私どもの会社が21世蘇己ビジョンというものを発表した直後

であり､その新たに掲げた経営理念とセミナーの考え方に

は共通点が多かったからです｡

21世系己の社会は､多様な価値観を待った人々が互いに認

めあい刺激しあって新しい価値を創り出し､それによって

創り出された新しい社会がまた人々に影響を与え､さらに

新しい価値を創り出していくものになる｡今後そのような

創発的な社会に貢献することをめざすとし)う明確な価値観

と目的意識を持って企業経営にあたるならば､われわれは

少なくとも｢賀来主義｣に陥ることはないだろうと､セミ

ナーでのさまぎまな対話を通して確信できました｡

セミナー修了後､書店の哲学書コーナーに立ち寄ったの

も､初めての経験でした｡いま私の机の上には山下肇編『ゲ

ーテ読本』､今道友信著『ェコエテイカ』､中村桂子著『自

己創出する生命』などが順番待ちをしています｡『ゲーテ全

集』にたどり着くのはいつの日でしょうか｡ (談)

アスペン･セミナーに

参加して

く2002年7月第13回参加〉

心り杖言葉を求めて
｢仕事がうまくできる者と､そうでない者の差は､思考

スタイルにある｡生き生きと仕事をしている人と､そうで

ない人との羞は､思考スタイルにある｣(スターンバーグ)

不思議なもので､同じ仕事や役職であっても､ある人は

苦もなく要領よくそれをこなして生き生きと活躍している

が､人が替わるとうまくいかないとt)うことがよくある｡

いかに優秀な知瓢､能力を持っていても､どのように思考､

判断するかという知識と能力の使い方如何によって､結果

は大きく変わる｡そして思考スタイルは､一人ひとりの価

値観､人生観､世界観に由来する｡

現代社会は知識･知価社会などと言われ､そのために必

要なあらゆる情報が入手可能な時代となっているが､それ

によって社会が大きく変わり､よい方向に向かっているか

と言うと､現実は全く逆｡

我が国では､バブル崩壊後の長期不況の中で､経萌=を始

めとしてあらゆる分野で人々の心が閉塞感に被われ､社会

全体が｢うつ｣状態となっている｡一時､なかなか豊かさ

を実感できないと言われる時期が続いたが､今はデフレ感

から抜け出せないと言われる｡矢[戯と情報が過多になると

思考停止が起きると言われるが､社会全体の思考スタイル

もおかしくなってしまったのではないだろうか｡

私自身､若い頃は新しt)仕事を経験し覚える､新しい知

識や技能を身につけるとt)うことで日々の生活がいっぱい

大村賢三さん
●人事院公平審査局審議官

で､人生における価値や生き方､その取り巻く世界(他者､

自然､生物､国家など)との関係について思索をめぐらし､

｢心･魂｣の世話をするという意識はなかった｡人生をい

ろいろ経験し､不惑､知命の年齢を過ぎるようになって､

漸く目に見えないものや形のないものの存在の大切さに気

づくようになってきた｡

そのような時期にアスペン･セミナーを知り､参加の機

会を得ることとなった｡古典との対話､先哲との心の交流

を通じて､先人の思考･思索の足跡を辿り､改めてものの

見方･考え方という｢思考スタイノレ｣､言い換えれば｢感性

を磨く｣ということの意味を認識した｡

アスペン･セミナーから帰って､最近よく思うことは､

人間はその存在することの意味すらよくわからず､しかも､

その存在は自己矛盾に満ちた不可解なものであるにも拘わ

らず､日常の仕事や生酒の中では､何ごとも理性的､論理

的に判断､行動し､また評価しようとする｡それにますま

す徹しようとして､人生に息苦しさを感じる人が多くなっ

ているのではないか､ということだ｡

先哲が残した教訓は､年をとって初めてわかるものが多

い｡人は､生きていく上で常に自分の心を納得させる､い

わゆる｢物語る｣ことが必要と言われる｡心穏やかに物語

ることができるよう､心の杖となる言葉･人生訓を求めて､

今後も古典との対話を大事にしていきたいと考えている｡
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アス乍シ･セミナ上に

参加レて
L甘～ノ

〈2002年10月 14回参加〉

川村群太郎さん
●ダイキン工業株式会社専務取締役

対話の力が社会を変える
私たち企業の経営者には､短期のみならず､半年ほどの

長期にわたる研修の機会があります｡その間､委員会をつ

くって集まる､イベントや講演会で集まる､海外に一緒に

行く､とにかく交流という仕掛けはたくさんあるんです｡

ところがアスペンの5泊6日のセミナーでは､それ以上の

ものが得られたと私は考えています｡

いわゆる役員クラスの人たちのつき合いは､単に友だち

ということではなく､研質し合うことが大事です｡では何

を研摂するのかと言うと､それは感性です｡相手が営業で

あれ技術であれコーポレートであれ関係ない｡気配りがざ

っくばらんにできるかどうかということですね｡アスペン

での経験はこれにあたると思います｡

セミナーで一番重要なのは､やはり対話の力です｡人間

同士のつき合いですから､その人の背景にあるものの考え

方をいかに理解するか｡そして､それに共鳴するか否かを

瞬時に判断し､言葉として出したときに対話になっていく｡

まさにアスペンはそういう場なんです｡だから最初に｢こ

のセミナーは答えがない｣と言われたように､何ができあ

がっていくかは参加する人によって毎回違ってくるでしょ

うね｡

そこで使われるテキストは､人間を形づくっている根本､

人間の思考の歴史である古典をまとめた見事なものでした｡

それを基に､日本が世界に誇る今道､本間というお二人が

モデレーターとして対話を進められるわけですから､全く

贅沢だったと思います｡しかも→番よかったのは､われわ

れより遥かに知識を持っているモデレーターやリソース･

パーソンが先にしゃべらないということ｡たとえ知識的に

は弱くても､そこでブルッていては駄目なんです｡どこの

解釈にどう引っかかったのかと厳しい突きつめ方をされる

から､｢読む､聞く､理解する､自分が言う｣この繰り返し

を通して､ものすごい集中力を要求される｡そして､思考

が自分の中で発酵してくるのを待つわけです｡

50年前にアメリカで開発されたセミナーをいち早く日本

に持ってきて実践されているわけですが､なぜそれが必要
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なのか｡それは経営とマネ｣ジの遠いを知るためだと思い

ます｡私たちはみんなマネージャーから上がって釆ている｡

しかしマネージャーの仕事のやり方をしていても経営者は

務まりません｡かえって下が迷惑しますね｡靂営者なら経

営者らしいことをしろということでしょう｡企業というの

は人間が集団になって何か大きなことをやるわけですが､

ひと一人を動かすのがどれだけ難しいかということからし

ても､できることは知れてt)るんです｡そこで､経営者は

どこヘリードするかを見極めないといけない｡それがわか

っていないから目先の利益や売り上げにばかり向かってし

まう｡つまり､高い志と自分らしさがないと､リードなん

てできるわけがないし､それを見極めるのが哲学なんです

ね｡経営には知識や経験､直感の他に､さらに哲学も必要

だと改めて思いました｡哲学というのは､哲学者とか宗教

界など特別の人たちのものではなくて､私たちの経営の行

動原理に結びついてくるものなんです｡結局､最後に石橋

堪山に突き当たる｡

人間の社会のほとんどは不透明なことばかりですね｡い

き過ぎた過多､いき足りない過少､つまり｢過多と過少｣

の両方ともいけないわけですが､ではまん中がいいかと言

うとそうとも言えない｡そのときの現実に即してそこから

出ないとも)けない｡経営の世界にある課題はほとんどそう

なんです｡右か左､肯定か否定と置き換えてもいいと思い

ます｡そういうレベルで考え､行動するためには､アスペ

ンのような論理的思考とともに感性を磨く場はものすごく

大事なんですね｡

ちょうど私どもはグループ経営理念をつくったばかりな

ので､余計にそうV)うことがマッチしました｡どんな行動

理念､行動指針もお題目で終わってはいけないわけで､そ

れを信じてやっていくことが社会を変えていく力になる｡

そこで必要なのが対話力なんです｡語学力の前に対話力｡

語学ができないのに対話力なんてと言う人もいますが､対

話力というのは､人を知る､理解する力であり､人間とし

て世の中､世界を知る上での根本なんだと思います｡(談)

トアスペン･グループだより

セミナーは相聞では紛らか-

秋間 修
●努12回同期会会員

第12回アスペン･セミナーは､2002

年2月にかずさアカデミアパークで開

催され､今遣先生､本間先生をモデレ

ーターに仰ぎ､15名が参加しました｡

15名というのはセミナー史上最も人数

が少ない記録だそうですが､必ず真っ

先に発言される元気な参加者もおられ､

各人の発言の機会も数多く回ってきて､

それぞれの個性もお互いに分かり合え

るようになった6日間でした｡

同じ年の5月18日の夕刻､第1回の

同期会を幹事の会社施設(都内)で開

き､伊藤亨さんが会長に就任されまし

た｡会員の奥様方のほか､リソース･

パーソンの松山幸雄先生､橋本典子先

生､事務局の岡野さん､藤森さんにも

ご出席いただき､総勢18名の参加とな

りました｡各人3分程度の近況報告を

行い､まだホカホカに熱いアスペンの

セッションの記憶首呼び覚ましました｡

2003年6月9日の第2回同期会は､

第1回と同様に幹事の会社施設を利用

して夕食会を行い､橋本先生､岡野さ

ん､藤森さん､奥懐方にもご出席いた

だき､総勢14名での開催となりまし

た｡出席者の3分間スピーチのほか､

セミナーに因んだ美術書を中心とする

本を賞品とした抽選会も行いました｡

スピーチの話題は近況報告が中心で

すが､SARSの影響を始めとする仕事

のこと､日常生活でぶつかった｢認識｣

(の相違)の問題､家庭のことなどい

ろいろで､話しているうちにアスペン

でのやり取りのことも思い出され､｢ア

スペン･モード｣に入る人も｡橋本先

生からは､環境問題などの専門家会議

に何度かご出席された経験から､専門

的な観点も大事ではあるが､生活者と

いう視点からの検討も重要であると考

える､とのお話がありました｡

同期会への皆さんの関心は深く､忙

しい人ばかりですので全員が揃うとい

うことはありませんが､万障繰り合わ

せて参加する様子がうかがえます｡セ

ミナーの体験は広くかつ深かったよう

で､意級の上にも､無意識下にも受け

｢日本アスペン研究所｣創立5周年記念行事りご案内

日本アスペン研究所は今年､創立5

周年を迎えました｡本間先生､今道先

生をはじめ各先生方､役員･評議員､

さらには参加者の皆様の多大なご尽力､

ご支援により､J厩詞に発展を遂げてお

ります｡

皆様への感謝とともに､｢アスペン精

神｣のさらなる普及を期して､11月20

日(木)午後から､国際シンポジウム

ならびに記念パーティーの開催を予定

しております｡関係者の皆様には是非

ご出席のほどお願い申し上げます｡な

お､詳細は追ってご案内しゝたします｡

(セミナー事務局)

今年聞かれた第12回同期会のみなさん

た衝撃の余波が広がりつつあり､｢セミ

ナーは6日間では終わらない｣という

のが私の実感です｡同期会は､セミナ

ーの｢使用後｣の状況を､同期生を始

め､リソ｣ス･パーソンの先生方や事

務局の方と分ち合うことでもあり､セ

ミナーの体験を狙囁する上でも意味が

あるのではないかと思っています｡ま

た来年の開催が待たれます｡

セミナーで読んだ古典の作者に因む

ウェブサイトを寄せ集めた同期会のホ

ームページを個人的に作ってきました

が､このたび完成しました｡アスペン

関係の方々に広くご活用いただけたら

幸甚です｡

http://m.amy.hlrho.nejp/0･akima/asp2n/
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