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日本アスペン研究所創立5周年記念国際シンポジウム

アスペン･フ=ロー No.日

◆目次

日本アスペン研究所創立5周年記念国際シンポジウム

◆開会挨拶

共に学掩う機会を持てたことに感謝して小鳩太郎
◆おめでとうく日本アスペン〉5周年l

これからが発しみなアズペンウイリアム･メイト

私が幸せに感じる5つり理由ジスピー･カターニオ

さらをあ対話り強化､推進をオリビ工･ルリオ

◆基調講演

謙虚昔が世界を救うウオノルー･アイザックソン

21世紀りリーダーシップにつヽぺ今道友信

㊥努1国人事院･日本アスペン･セミナーに参加して

｢対話｣が生み出すもり松元崇

⑳アスペン鼎談

知の時代を生き訓-ダ｣と教育をめくちて
大国昌彦/大竹実害/力l林際太郎

◆パネル･デイスカッション

変化する世界に求められ訓-ダーシリブ
本間長世/行天豊雄/肝雄/キース･パーウイツク/小林際太郎/ウオルター･アイサブクソン/今道友信

閉会挨拶顧義春

写其/岡野せう台■高日英子▲J且玉貰子

レイアウト/佐野革央

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比､異質で多様なバックグラウンド

を待った､さまぎまな分野のエグゼクティプ｡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

献から層遷し､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Z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

原則として全日程劃血ご夫婦でのご参加を歓

迎いたします｡

≪開会挨拶》

共に学び合う機会を
断たことに感謝して

小林陽太郎
日本アスペン研究所会長

本日は日本アスペン研究所創立5周年を記念し

ての国際シンポジウムにかくも多数の方々にお運

びいただき､本当にありがとうございます｡今回

は､米国のアスペン研究所からウイリアム･メイ

ヤ｣会長､ウォルター･アイザックソン理事長他

の方々､フランス･アスペン研究所からオリビェ･

メレリオ前理事長､イタリア･アスペン研究所か

らジスピー･カターニオ事務総長などに遠路はる

ばるおいでいただいた他､南国遠大便佐藤行雄氏

にもお出かけいただきました｡併せて御礼申し上

げたいと思います｡

5周年を迎えた日本アスペン研究所ですが､そ

の誕生までには実に多くの方々の長い期間にわた

るご努力がありました｡

研究所設立までの20年近い歳月の間､さまざま

な企業･公共団体の方々がそれぞれに米アスペン

研究所のエグゼクティブ･セミナーと出会い､触

発されて､日本で似たような形のものを独自に試

みておられました｡ちょうどいまから6､7年前

に､それらの方々を含めこのような活動に関心の

ある人々が集まって互いに情報交換をしていこう

ということになり､日本アスペン研究所の前身と

も言える連絡会を結成しました｡そこに参加され

た皆さんの合意を得て､これまで個別に行われて

いたものを1本化し､米アスペン研究所のエグゼ

クティブ･セミナーに近い形で､しかし日本の､

あるいはアジアの特徴を十分に生かしたものをつ

くり出そうではないかということになり､5年前

に正式に日本アスペン研究所をスタートさせたわ

けです｡

誕生に至るまでのさまざまな活動に関わってく

ださった方々のお名前を挙げればきりがありませ

んが､特に椎名武雄氏､堤清二氏､あるいはその

間ずっと米アスペン研究所との連絡係を務めてく

ださった国際文化会館の方々などのご努力なしに

はいまのアスペン研究所はなかったということで､

改めて敬意を表し､御礼を申し上げます｡また､

米アスペン研究所の半世紀以上の歴史と比べます

と日本アスペン研究所の活動はまだ緒についたば

かりと言えますが､今日の日本アスペン研究所が

あるのは､ひとえに今道友倍､本間長世両先生の

お力添えによるものです｡お二人には企画の段階

から加わっていただき､現在もモデレーターとし

て当研究所にはなくてはならない存在であり､一

貫して大変なご尽力をいただいてまいりました｡

その他にも多くのリソ｣ス･パーソンの先生方

にサポートしていただいておりますし､この厳し

い経済状況の中で常に力強い支持､支援を続けて

くださっている会員企業の方々､そして何よりも

多くの参加者の方々にも支えられて今日までこら

れました｡セミナーは熱心な参加者なしには成立

しません｡この5年間に参加･体験してくださっ

た300名を超える方々が､モデレーター､リソース･

パーソンの先生方と協力して､セミナーを非常に

中身の濃いものにしてくださいました｡参加者の

皆様のご努力､ご支持なしにはまさにきょうの5

周年もないわけで､改めて敬意と御礼を申し上げ

たいと思います｡

ではいったいアスペンとは何かということにつ

いては､これから何人かの方々からのご挨拶や基

調講演､パネル･ディスカッションを通じて､皆

様それぞれにお考えをお園めいただければと存じ

ます｡

この5年間､共に学び､思索し､発見する機会

を持てましたことを喜び､また日本アスペン研究

所の歩みに対しさまぎまな形でご支持をいただい

てまいりましたことに改めて厚く御礼申し上げ､

ご挨拶としたいと思います｡ありがとうございま

した｡

⑧



おめでとう≪日本アスペン≫5周年!

これからが楽しみなアスペン

ウイリアム･メイヤー氏
米国アスペン研究所会長

日本アスペン研究所の小林陽太郎会長が米アスペン･

セミナーに参加されたのは1977年､以来26年の間､会

長は米アスペンの活動に参画してこられました｡小林

会長なしには今日のアスペンはなかったと言えますし､

同様に日本アスペンの5周年もまたなかったと言えま

しょう｡

そして日本から多くの方々がアメリカでのセミナー

に参加され､またアメリカからも日本のセミナーに参

加と､相互に豊かな交流を育んできました｡

アスペンは50年前にスタートしましたが､当時の｢あ

るべき価値理念とリーダーシップの追究｣という中核

をなす活動目的は､このグローバルな時代においても

変わっていません｡むしろ､いままで以上にそれらの

追究は重要になっているように思われます｡

現在､アスペン研究所は日本､フランス､イタリア､

ドイツそしてアメリカにあり､お互いをパートナーと

呼びあっています｡この5つのアスペン研究所は､こ

の1年間に10カ国で50以上のセミナーやイベントを行

い､50カ国以上から人々が参加､交流を深めました｡

アスペンの活動はまだまだ始まったばかり｡これから

が楽しみです｡

そして個人的には5年後､すなわち創立10周年の記

念式典にまたご招待いただけることを楽しみにしてお

りますし､日本アスペンのこれからの5年間の展開を

楽しみにしております｡

私が幸せに感じる5つり理由

ジスピー･カターニオ氏
イタリア･アスペン研究所事務総長

日本アスペン研究所創立5周年記念国際シンポジウ

ムにお招きいただいたことを､私は5つの理由でとて

も幸せに感じています｡

まず第1に､今回のシンポジウムが日本アスペン研

究所の歴史にとって重要な一里塚となるものであり､

その確かな道のりを見て､アスペンの理念を信じてき

た私たちが選んだ道がよき道であったことを確信する

ことができたことです｡

第2の理由は､これを機に再び東京を訪問すること

ができたことです｡私は東京が大変好きで､ミラノか
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ら来た私には忙しく歩くビジネスマンや交通渋滞は苦

になりません｡それより､この街は非常に近代的であ

ると同時に伝統や芸術といったものにも深い敬意を払

っており､そこに魅かれています｡現にミラノのスカ

ラ座がこの東京でオペラの連続公演を行っていますが､

これも日本の方々の芸術に対する深い敬意に私どもが

応えた証ではないかと思います｡

第3の理由は､日本アスペン研究所が創設以来､重

要な役割をアスペン全体に対して果たしてくださった｡

その日本アスペンとの関係を一層深めることができた

ことです｡イタリアのアスペン研究所は11年目を迎え

ましたが､当初はアスペンのフォーマットを維持しな

がら､いかにヨーロッパの経営者の要件や文化に対応

する内容をセミナーで提供していくかに苦労しました｡

その経験から､いまでは日本のアスペン･セミナーが

行っているように､自分たちの文化にのみ閉じこもる

のではなく､さまざまな文化を学びながらの対話が重

要であるとの認識を深めています｡

第4､第5の理由は､日本アスペン研究所に多大の

貢献をしてこられたお二人にまたお会いできたことで

す｡そのお二人とは､小林会長と常任理事の加藤幹雄

さんです｡古くからの友人加藤幹雄さんも､この18年

間､アスペン･セミナーのプログラムに対して大きな

貢献をしてくださいました｡お二人には､ぜひアスペ

ン･イタリアの創設記念イベントにもおいでいただき

たいと思っています｡

私たちは､アスペンの理念を通して世界がいま必要

としているリーダーを育成していくことは可能だと確

信しています｡そして､そこから生まれるアスペン･

ネットワークは､必ずや大きな付加師直をもたらすも

のになると思っています｡さまざまな文化､経歴､ア

イデアを持った人々がネットワークを通じて自由に交

流をする｡急激に変革を遂げていく世界における今日

のリーダーや将来のリーグ｣にとって､これは重要な

リソースとなることは間違いありません｡これからの

リーダーは受動的な傍観者であってはならず､能動的､

主体的に行動するためにも､ぜひこのネットワークを

生かしていただきたいと思います｡

私は20年間､フランス･アスペン研究所の理事長を

務めてまいりましたが､最近退任いたしました｡この

たびの5周年記念国際シンポジウム開催､心よりお祝

い申し上げます｡5年前の設立記念の際にもご招待い

ただき､グ⊂卜一パル化の中の日本について議論をさせ

ていただいたことを昨日のことのように思い出しまし

た｡それ以来､多くの成果が達成されたことと､感慨

深いものを覚えています｡

日本がグローバル化の中でうまく時代の変化に適応

しながら､アスペンのイ師直理念を重視してこられたこ

とは非常に素晴らしいことだと思います｡アメリカの

アスペン研究所のエグゼクティブ･セミナ｣を土台に

しながら､そこにアジアの価値体系を取り込み､日本

独自のエグゼクティブ･セミナーを開催してこられた｡

これはまさにロバート･ハッチンスが｢"対話"の文

明を求めて｣という演題で語ったことに通じるものが

あります｡先にアスペン･イタリアのカターニオさん

がおっしゃったように､私たちの次の世代にとっても､

対話の精神を引き継いでいくことは非常に重要です｡

世界のさまぎまな地域で､また企業の中でも､対話に

よって互いの違いを認めあい､それぞれが築いてきた

価値体系を尊重しあうことの重要性を､私たちは痛感

してきたと思います｡

この20年間､フランス･アスペン研究所は日本アス

ペン研究所副会長の行天豊雄さんを通じてさまぎまな

対話をさせていただきました｡また日本アスペン研究

所には､私ビもが実施しているポリシ｣‥プログラム

にいろいろご尽力をいただきました｡日米､日欧､欧

米の関係において､これは非常に重要な交流の土台と

なっていると思います｡一つ注文があるとすれば､日

本のエグゼクティブ･セミナーを国内産常者向けのも

のからもっと門戸を開いて国際的なものに､各国から

の参加者を招脾するようなものにしていただければと

思います｡

今後は日欧間の対話をさらに強化､推進していきた

いと思います｡対話は年々充実したものになっていま

す｡これからも､ぜひよろしくお願いいたします｡
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謙虚さが世界を救う

ウォルター･アイザックソン
米国アスペン研究所理事長

成功するために忘れてならないこと

本日は日本アスペン研究所が5周年を迎えたお祝いの日

ですが､日本アスペンと私どもとの協力の歴史は､さらに

遡って25年以上の轟きにわたっております｡日本アスペン

研究所の常任理事､加藤幹雄さんが初めてアメリカのエグ

ゼクティブ･セミナーに参加されたのは1974年だったと思

いますが､それはちょうど当時のフォード大統領がウラジ

オストックで旧ソ連のブレジネフ書記長(当時)と会う予

定だった､非常にドラマチックな時期でした｡そのころ世

界が直面していた脅威とは､自由主義世界と共産主義世界

との対立でしたから｡

その後30年を経て､時代は大きく変わりました｡この5

年間を遡っても､かなり変化していると言えます｡しかし

3〔〉年間､変わらないものもあります｡それはアメリカと日

本､両アスペンのメンバーが､パートナーとして､あるい

は友人として､共に共通の価値観に基づいて変化する世界

で求められるリーダーシップを追究してきた､ということ

です｡

そして､混乱の続く世界情勢の中で､いまこそ高い倫理

観､価値観に基づくリーダ｣シップが求められています｡

それは､ビジネス界においても､私の専門とするメディア

の世界でも､国際関係においても同じです｡本日はせっか

くスピーチの場をいただきましたので､私はその中でも特

にある価値観についてお話をしようと思います｡

それは｢謙虚さ｣という価値についてです｡謙虚な心を

持つことが､現在のような世界情勢では何より求められて

いるのです｡その謙虚さをめぐっては､こんなエピソード

があります｡若き日のベンジャミン･フランクリンは､人

間が世の中で成功するために必要な価値観というものにつ

いて､いくつかのリストをつくりました｡そして､勤勉､

正直さ､倹約などを含む12項目からなる価値リストをつく
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り､毎週自分がどれだけ実行できたか､どれだけ身につけ

ることができたかを評価してみました｡しばらくして12項

目すべてを実現することができたと感じたので､彼はその

リストを自分がつくったクラブ､それはまさにアスペンの

ようなものでしたが､そのクラブで友人たちに見せたとこ

ろ､一人にこう言われました｡君は大事なことを1つ忘れ

ている､このことは絶対▲に入れなければいけないよと｡そ

れは何かと尋ねると､友人は｢謙虚さ｣だよ､そのリスト

にはそれが欠けている､と答えたのです｡のちにフランク

リンはこう言っています｡謙虚さはなかなかマスターでき

なかった､でも､少なくとも謙虚さを装うことはできるよ

うになった､と｡

そして､謙虚さを装うことも十分に価値のあることで､

本当に謙虚でなくても､役に立つことがあると言う｡少な

くとも､人はそれらしく装うために周りの人の言葉に耳を

傾けるようになり､他人の考えることに心を配るようにな

る｡そこに何か共通するところがないかと､相手の価値観

と自分の価値観との共通点を見つけるよう努力するように

なると｡

私が｢タイム｣という雑誌に関わっていたとき､ジョー

ジ･W･プッシュが大統領に選ばれました｡そこでテキサ

ス州の彼の牧場に行き､長い時間たくさんの講をしたこと

があります｡特にアメリカの外交政策について､私はアメ

リカが国家としてあまりに横柄過ぎる､もっと謙虚である

べきだということを口を酸っぱくして言いました｡しかし､

残念ながら同時多発テロの後､アメリカの外交政策には謙

虚さというものが少しも感じられなくなりました｡謙虚で

あることができないのなら､せめてベンジャミン･フラン

クリンがやったように､らしく装うことはできるはずです｡

そして､らしくあるために同盟国や他の国々の言うことに

耳を傾け､外交政策作成に当たって他国との共通項を見出

そうという努力をするべきです｡そうなれば､アメリカに

とっても非常にプラスになるでしょう｡

謙虚さとは､単に敬意を表するとか､相手におもねる､

相手に不快感を与えないように心を砕くことではありませ

ん｡謙虚であるためには､相互理解､知識の共有といった

ことが必要なのです｡どんな国であっても､どんなに力を

持っていても､単独でこの危険な世界を乗り切っていくこ

とはできません｡あるいは外交政策にどのような自信を持

っていても､パートナー､あるいは同盟国なしにはやって

いけないのです｡

しかし､ワシントンにあるアスペン研究所のオフィスで

の昼食会にパーノレ元大統領顧問が出席されたとき､私の意

見に彼は同意しませんでした｡彼はこう言うのです｡アメ

リカにはパートナーはもう必要ない､アメリカには十分力

があるので､自己主張もできるし､自分なりの外交政策を

実施していくこともできる｡そして､他の国にどう思われ

るかなど気にしなくてもよいと｡さらに､マキャベリを引

用し､愛されるより恐れられる方が大事だと言い､アメリ

カがパートナーを持つべきだというのは旧式な考え方だと

さえ言いました｡彼の発言は､ある意味で正しい面もある

かもしれません｡確かにアメリカは十分力を持っているの

で､一部のものに関してはパートナーがいなくても単独で

できるかもしれない｡しかし､テロとの蹄いに勝つには､

やはり他国との協力が必要です｡

同じように､例えば環境の保護･保全､これも単独では

できません｡また､大量破壊兵器の拡散を止めること､こ

れも単独では不可能です｡やはりどの分野においても､協

力してくれるパートナーが必要なのです｡

アメリカが直面している問題は､イラクで戦闘が終結し

たはずなのにアメリカ軍への攻撃が続いていることで､こ

の間題の解決のためにも､アメリカは謙虚になるべきだと

思うし､パートナーが必要だと))う認識に至るべきだと思

います｡まさにアメリカは日本に､そういった形でイラク

に参加してほしいとお願いしているわけだから｡ここにき

て多くの国々でますますアメリカにヌ寸する反感が高まって

いるのは､やはりアメリカがもう少し謙虚さを持つべきで

はないかという世界の人々からのメッセージだと思います｡

孤立するアメリカ

私は2週間前にドイツのアスペン研究所を訪れましたが､

ドイツでもアメリカに対する反発､反感が高まっているこ

とを知りました｡もちろん､アメリカは共通の価値観をヨ

ーロッパの人々と共有していますし､他の国々とも共有し

ています｡にもかかわらず､そういう感l青が高まっている｡

例えばベルリンでいろいろな国の大使館が並んでいる通り

を歩いてゆくと､突然有刺鉄線を張って道路を封鎖してい

るところがある｡それはアメリカ大使館へ通じる道でした｡

われわれは､アメリカは自由なヨーロッパをつくり､解放

に貢献したと思っています｡それなのにこれだけ反感が高

まっているのはなぜか､よく考えてみるべきだと思います｡

テロや大量破壊兵箸別こ関しての対応には､もう少し外交

政策として強いものが求められてしかるべきなのかもしれ

ません｡そのためには､場合によっては他の国の主権を侵

害することも許されるのかもしれない｡しかし､その結果

は､世界の仕組みを大きく変えるものになります｡これま

での世界の安定は､いかなる国も他国の主権に介入しない

という不文律によっていました｡これを､核兵器やテロあ

るいは大量破壊兵器の拡散を防ぐためなら他国の主権を侵

害してもよいという決まりにするのなら､それを放ってお

くわけにはいきません｡

そうした動きに歯止めをかけるには､やはり同盟国の了

解が得られなければ行動を起こすことはできないようにす

べきです｡過去においては､さまざまな同盟なり連合とい

うものは戦略的な利害関係をベースにつくられてきました｡

しかし､もっとも堅固な関係がつくられたのは､戦略的な

⑦
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謙虚さが世界を救う

利害が一致したときではなく､あるべき理想･理念を共有

できたときでした｡共通の価値観を持ち､それがべ一スに

なっているとさがもっとも強かったのです｡

例えば､かつてアメリカは､フランクリンを革命期のフ

ランスに派遣し､支援を仰いだことがあります｡そのとき

フランクリンは､2つの国の国民には共通の価値観がある

ことを訴えるのが有効だと考え､印刷機を買って独立宣言

を印刷して配りました｡いままさにアスペンで話している

ような､民主主義､自由､権利といったものの尊重につい

て､フランスとアメリカがいかに共通しているかを訴えた

のです｡その結果､フランスはアメリカの同盟国となりま

した｡

寛容の精神と共通の土台

さらに言えば､情報の自由な流通は､暴政､圧政に対抗

する力になるし､共通の価値観に基づいた同盟のペースに

なります｡

冷戦の最中の1989年に私はヨーロッパにいて､ある体験

をしました｡当時､チェコのブラチスラバにいたのですが､

そこは鉄のか一テンの後ろにある街でした｡私は外国人向

けのホテルに泊まっており､当時､チェコ市民に対しては

情報規制が行われていたのですが､そのホテルには衛星テ

レビがあって､外国からの放送番組を見ることができまし

た｡あるとき地元の学生たちが､音楽ビデオを見たいので

あなたの部屋を使わせてほしいと言ってきた｡そこでしぼ

らく外出して部屋に戻ってみたら､彼らは音楽を聞いてい

たわけではなく､CNNのニュースを見ていたのでした｡

ベルリンの壁がどうなっているか､ポーランドのグダニス

クではどうなっているかを､彼らは知りたかったわけです｡

自由な情報の流れがあるところには､圧政は生存すること

はできないのです｡

また､数年前に､中国西部の小さな村のコーヒーショッ

プで､4､5人の学生がコンピューターを使っているのに

出会いました｡何をやっているのかと聞くと､インターネ

ットだと｡そこで私もそれを借りて｢タイム｣と入力した

ところ､アクセス拒否となってしまいました｡CNNとや

っても同じでした｡そこで学生の1人が､ちょっとどいて

と言って入力を始めたのです｡そうしたら､何と､タイム

もCNNも出るではありませんか｡どうやったのかと聞い

たら､香港のプロキシ･サーバーを使えば国のセンサーに

捕まらないんだよと言うわけです｡そこでもやはり､情幸艮

が自由に流れ､行き来するところでは､自由な精神が台頭
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し､共通の価値観に基づいた連携が生まれてくることを確

信しました｡

米国､日本､西欧の間には共通の価値観､自由なものの

考え方､民主主義､そして法の秩序という形をとって現れ

る市民的自由という紐帯があり､これが非常に成功しまし

た｡2〔世紀に何が起こったか一言で説明せよと言われた

ら､私はこう言います｡自由が勝ったと｡しかし一方に､

自由を可能にする寛容を手因色する価値観がある｡その中か

ら､原理主義や狂信主義が台頭してくるわけです｡信仰を

持つことはいいことだという考えがありますが､信仰にも

2つの種類があり､われわれを謙虚にさせるような信仰も

あれば､狂信主義に走らせるような信仰もある｡われわれ

を謙虚にさせるような信仰とは､民主主義や寛容に裏打ち

されたもので､共通の土台､共通の理想をつくる道を開く

ものです｡

ベンジャミン･フランクリンがアスペン研究所のような

クラブをつくったとき､幾つかの規則を設けました｡その

一つが他者への寛容でした｡そこでは､常に意見交換や提

案をするのはよいけれども､誰かの意見に対して表立って

反対をしてはならないというソクラテス方式､アスペン方

式を採用していました｡もしもあからさまに反対意見を言

ったりすれば､罰金を払わなければならなかった｡ベンジ

ャミン･フランクリンは､晩年に住んでいたフィラデルフ

ィアで宗派の異なるすべての教会に献金をしています｡彼

は､コンスタンチノ｣プルの首長がイスラム教の話をしに

来たとしても､やはり寛容を保ったでしょう｡だから彼が

亡くなったとき､彼が所属する教会の司教だけでなく､フ

ィラデルフィア中の司教､牧師､ユダヤ教のラビたちが彼

の葬儀に参列したのでした｡

アスペン研究所のゴールもそういうものです｡われわれ

は寛容を活動の中核としなければなりません｡寛容とは基

本的な遺徳理念で､それは一人ひとりの権利を尊重するこ

とにほかならない｡これが世界中のアスペン研究所のパー

トナーにとっての使命です｡非常にシンプル､かつ深い使

命です｡この使命はいま､かつてないほど重要になってき

ています｡今日､世界はテロの脅威､狂信主義の脅威にさ

らされています｡この使命の遂行こそが､米国がやらなけ

ればならないことなのです｡

自由が勝つとは､こうした寛容そして謙虚さを､維持で

きるかどうかということです｡共通の価値観を理解し､そ

れに基づいて寛容と謙虚を実践する｡21世紀においても､

2〔闇己のこの理念は生き続けることでしょう｡
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21世紀りり｢ダ｣シップにづ〕ぺ

今道友信
日本アスペン研究所理事

ただいまアイザックソンさんから非常に感銘の深いお話

を伺いまして､私の申し上げることの結論もまた同じ徳目

についてなので､アスペン精神というものを徹底して考え

ていくとどこかで共通するものに行き当たることが､はっ

きりとわかりました｡

きょう私は､21世紀のリーダーシップについて考える上

で必要なことを3つに分けてお話ししたいと思っています｡

第1番目は､リーダーの行為を決定づける価値理念のその

価値とは何かということ｡2番目は変化する世界とは何か

ということ｡そして3番目はそれを踏まえて､21世紀に考

えられるリーダーシップの条件とはどんなものかというこ

とです｡それぞれは別々のことではなく論理的につながっ

ておりますので､そのつもりでお聞きいただきたいと思い

ます｡

1.価値理念に基づくリーダーシップ

まず､われわれの総合テーマである｢価値哩念に基づく

リーダ｣シップ｣で言われる価値とは何か｡今日の世俗化

された社会で｢掛こ価値という語で人々が思い浮かべるこ

とは､ものの値段や貨幣価値､実際的効果に関する有効性

などというものです｡しかし､もともと哲学の世界では､

日本語で価値と訳されているvalueとt)う吉葉はラテン語の

valorという名詞と関わりがあり､この名詞はvaleoという

動詞､すなわち｢健全であること､価値論的意味では卓越

していること｣という語から派生して､結局bo王1um(善)

と同義なのです｡それゆえ､価値はプラトン的な語｢イデ

ア｣(idea)とつながりを持つ｡イデアの語義は､考えずに

経験できる普通｢殴の存在の次元を超えているものという

ことですから､そこに超越性を意識しなければなりません｡

このイデアとしての価値の超越的性格を暗示するために､

これまで多くの哲学者が努力していますが､例えば2(世紀

ではエマニュエル･レヴィナスという哲学者が､プラトン

の使った｢エペケイナ･テース･ウシアース｣という言葉

を使って説明しています｡それは｢存在の二欠元を超える｣

ということ､存在のかなたにということです｡つまり価値

とは､この世界を超越するものということになります｡

そこで､価値理念に基づくリーダーシップとは､利害得

失の物質的次元を超えたイデア的価値に基づくものとも)う

ことになります｡もとよりリーダーは､この世の競争の修

羅場に足を踏まえていなければなりませんが､しかしリー

ダーの決断の原理を物質世界の中に求めてはならず､浄ら

かな公正を忘れ地上をはい廻っている物的世界を断然超越

した価値の領域において､理念として求められなくてはな

らないのです｡なぜならリーグ←は､自らが属する団体が

自分たちの利得だけを望むのでなく､できるだけ人類全体

の幸福に向かうよう導く責任があるからです｡それゆえリ

ーダーとなる者は､精神的ヒントを暗示する哲学的なテキ

ストを読みながら触れ得た､イデアとしての超越的価†直理

念への憧れを忘れてはならず､それに向かって自らに託さ

れた人々の群を導いていかなければならないのです｡

けれども超越的価値は､まさにその超越性のゆえに､地

上の具体的な営みに身を粉にして働いている人々に簡単に

理解してもらえるものではありません｡リ｣ダーが自ら熱

望する超越的価値へ人々を導くためにはどうすればよいか｡

このときリーダーに要求されるのは､高尚な理念の価値と

利得のぬかるみの地上的営みの間に､それを結ぶ仲介者を

見つけ出すことです｡

では､そのイデア的価値理念と物質的歴史的現実との仲

介者とは何でしょうか｡それは理想です｡日本語でも､理

念と理想には違いがあります｡理想とは､見えざる価値理

念(イデア)の具体的象徴であり､誰もが理念の影として

感知し得るものです｡それゆえにリーダーは､理想を発見

しなければならない｡リーダーに必要な第1条件とは､明

確な理想を示すことなのです｡そして､理想は理念への憧

◎
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21世紀のリーダーシップにづいて

れがなければ出てきません｡理念とは､正義そのもの､善

そのもの､美そのもののことです｡それを自分の仕事の中

で具体的な理想として示すとき､初めて理念としての正義

が理想としての正義に変わるのです｡

そして理想は勇気を与え､理想を求めて語り合った人々

にビジョンをもたらします｡ビジョンとは具体的な仕事の

理想像､目標形態のことで､ビジョンを伴わない理想は､

他人をその実現に向けて動かすことはできません｡それゆ

え理の当然として､リーダーに必要な第2条件とはビジョ

ンの確定であり､これによって同僚や部下との共同作業の

組織化と実行への道が整うわけです｡ただし､この最終ビ

ジョンの確定のためには､そのための会議をリーダーはス

タッフに対して開くべきであり､その会議でリーダーは最

初はよきモデレーターとなる必要がある｡アスペンでもそ

うですが､何より対話が大事で､勝ち負けを決定するディ

ベートよりみんなで求め合うための対話をし､討論を重ね

た上で､最終的にリーダーはモデレーク｣であることをや

めて議長となり､自己のリーダーとしての責任において､

一つのビジョンの最終確定をしなければならない｡そのビ

ジョン決定のための会合が､スタッフの質を高めるだろう

し､リ｣ダーの質をも高めることになり､その結果､ビジ

ョン自体がまた力のあるものになってゆくと思います｡こ

れが､リーダーの第3番目の条件です｡

†･･■~

以上､価値理念に基づくリーダーシップについてまとめ

ると､次のようになります｡

まず知的市民としての共通の予備条件として､ソクラテ

スの言葉で言う｢魂の世話｣(ェピメレイア･テース･プシ

ューケース)としての哲学を営むこと｡具体的には､哲学

の古典を読んで､リーダーとしての精神を形成することで

す｡｢魂の世話｣をすることは市民の知的義務だと思います

が､リーダーとなる人間もまた､市民としてそれらを学び

続けなくてはいけないのです｡

その上で､次の3つをリーダーとしての条件として申し

上げました｡

第1条件は､理想を明らかに示すこと｡理想は理念の具

体的な影であって､普通の人々にわかるように訴えること

ができるものです｡第2条件は､その理想に伴って出てく

るビジョンの確定です｡ビジョンは､理想や目標の風景と

なって､人々を生き生きとした実践に向かわしめます｡第

3条件は､ビジョン確定のための議長になること｡まずミ

ーティングをスタッフとの対話､討論で進めてゆき､対話

の間はモデレーターの役割を果たし､最後は自己の責任で

取りまとめることです｡

2.変化する世界

総合テーマについての次の哲学的考察の課題は｢変化す

る世界｣です｡一般的に言えば､世界は常に変化していま

す｡13世紀の日本の隠者鴨長明は､その詩的随想として日

本人にずっと読み伝えられている『方丈言もですでに､世

界はいつも流れているものだと書いている｡｢ゆく河の流れ

は絶えずして､しかももとの水にあらず｡淀みに浮かぷう

たかたは､かつ消えかつ結びて､久しくとどまりたる例(た

めし)なし｡世の中にある人と栖(すみか)と､またかく

のごとし｣と｡まさに鴨長明の書いたように､世界はその

本質上､はかなく変わりやすいものです｡

しかし､誰かがわざわざいまの世に｢変化しつつある世

界｣という語を使うときは､ちょうどいま伝統的な権威が

疑われていることなどを考え合わせると､われわれの時代

がある安定した世界から未知の盲迷めいた世界に移り変わる

過渡期であると見て､V)ま現在のことを指していると言っ

ていいでしょう｡われわれは､みないままでの秩序が揺れ

動いていることを感じています｡グローバリゼ←ション自

体がすでに新しい秩序を待っている混迷の状況の象徴と見

ることもできます｡

それゆえ｢変化しつつある世界｣とは､近代という18世

紀中葉から少しずつ人類が築き上げてきた一つの安定した

時代が終わって､傾斜を始めていることを意味しています｡

それは同時に､また新しい時代が芽生えてくる望みでもあ

りますが､とにかく一つの危機であることは確かでしょう｡

そこでわれわれは､われわれの時代を特色づける徴表､

ノータを見つけることが大切です｡私の見るところでは､

1970年以後に2つの著しい特色があり､これらに哲学的な

考察を向けるべきだと思います｡それは一つは世界の組織

化としての技術連関の成立であり､いま一つは道徳の価値

論的混迷つまり伝統的倫理学の失権です｡

1970年までテクノロジーは常に手段､つまり自然に吋す

る人間の道具や機具のことでした｡一つ一つの技術装置は

それぞれ分離されたまま､その所有者にとって有用でした｡

しかし､70年以後に世界的規模の技術連関､つまり技術の

つながりが成立し､各種の機械が一連の体系として結合し

ました｡その結果､例えば自動車はもはや他の機械と独立

した移動の道具ではなく､道路の交通網を必要とし＼交通

信号や給油所､休憩所などの外的単位形成なくして機能せ

ず､最近ではこれに情報ネットワーク､空調設備､携帯電

話やナビゲ｣ターなどの内的設備も完備｡いまや自動車は

技術連関の象徴となっています｡つまり､70年代から技術

は道具としての原初的な性格を保持したまま､われわれの

環境となったということです｡われわれの環境とはもう自

然だけではなく､そのような技術世界と文化次元の三者で

成り立っているものなのです｡

そしてこの人工空間は､一方で宇宙空間にも延びていく

と同時に､われわれの体内の極微空間､ナノ空間､フェム

ト空間にまで及んでいます｡この人工空間は､自然の中に

ありながら同時に人間のみならず自然的存在一般の環境に

もなっているという､この逆説も忘れてはなりません｡

このような技術連関の広がりを考えると､国家単位で物

事を考えることの意味はすでに失われているような気がす

ることがあります｡それゆえ､リーダーにとっての第4番

目の条件は､国家的限定を超える人間の優越性の意識を持

つことです｡国家は大事ですが､本当に22世紀になっても

こういう制度が続いているのかどうか｡これからは､遠い

未来をも問題意識の中に入れて考えていかなければならな

いでしょう｡したがって､国民的レベルとか国益というこ

とを考える前に､むしろみな等しく人類であるという意識

を持ち､人類の幸宿を希求することが大事だと思います｡

テクノロジ←は､難しいプロセスの縮｣＼あるいは代行

によって､人間の営みの結果を容易に人々に獲得させるよ

うになりました｡これは､いままでにない新しい抽象が人

間生活の中に入ってきたことを意味します｡それは論理的

な抽象ではなく､ある結果を抽象して､その結果に至る過

程をできるだけ短く､簡単にし､できたら捨ててしまおう

とさえすることです｡これを一言で言えば､昔はフランス

まで旅をするのは大変でしたが､tlまは飛行機に乗って寝

ていれば着いてしまうということです｡

技術連関がもたらしたこのような時間経過の縮小は､よ

いことだったのかどうか｡人間の本質は意識であり､意識

の本性は空間ではなく時間にある｡その時間を寝たままで

過ごして結果が出てくるということは､人間意識が消去さ

れても差し支えないということになります｡このことのよ

い面は当然認めるとして､気になるのは､そのようにして

経過が消去された結果出てきた余暇時間を､現代人はどう

使っているかということです｡多分､昔の人が目的に到達

するまでの過程の中で苦しみ､精神を鍛えたようには､余

暇で精神を鍛えることはほとんど不可能でしょう｡それで

もせめてその余暇を､霊性としての意識の力を養うために

使うことには意味があると思います｡それは何かと言うと､

良質の美的経験を積み重ねること､よい芸術､崇高な芸術

による自己鍛錬です｡

したがって､リーダーに必要な第5の条件は､崇高性を

持つ絵画や詩や音楽などの諸芸術作品に持続的に接するこ
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21世紀りリーダーシップについて

とを通して､美的経験を積み重ねる努力をすることです｡

それは人間の意識を職業的効果にのみ集中させ､ともすれ

ば物質的欲望にのみ向かわせがちな現在の社会生活の中で､

それらに逆らって良質な経験を積むことであり､それは多

分リーダーの知的義務でもあろうかと思います｡

テクノロジーは人間の幸福を増大します｡だからこそ､

足を傷めた私のような老人でもケーブルカーによって若い

ころ登った山からの眺望をノスタルジーに満ちて見ること

ができます｡それはよいことです｡しかし他方で､そのよ

うな老人を背負って近くの丘の頂に連れて行く隣人愛は､

もはや不要にも見えてきます｡また､近代国家がつくり上

げてきた福祉政策によって､機械力や行政の力が個人の親

切をはるかに凌駕する結果を見せているため､弱者をいた

わるという倫理的伝統などは普通の市民にとって無用に見

えてきて､古い倫理は失権に瀕しています｡そして､いま

テクノロジーがもたらした市民生活の平準化があらゆる領

域に及んだ結果､権利としての正義が主張されるようにな

ってきました｡本当に正義は権利としての正義だけなのか｡

1971年にアメリカの哲学者ジョン･ロールズが｢公正とし

ての正義｣を論証する努力をした『正義のヨ空論』が再販さ

れたのは､誠に時宜を得たことだと思います｡

つまりリーダーの第6番目の条件は､ものごとに道徳的

責任を持つこと､道徳的意識の再建の必要性を正当化する

ことであり､具体的には新しい倫理に関心を持つことでは

ないかと思います｡私どもが努力しているエコ･エテイカ

は､そのためにあると言っても過言ではありません｡いま

いろいろなところで倫･哩が語られますが､ほとんどが服務

規定と倫理とを一緒にしている｡倫理とは､絶対にただの

サービス規定ではないのです｡

3.21世紀に要求されるリーダーシップ

ここまでは､20世系己も21世系己も区別しかねるようなリー

ダ｣シップの条件を述べてきました｡ここからは､特に21

世紀が要求するリーダーシップとしてどのようなことが考

えられるかを手短に申し上げます｡

18世系已つまり近代が始まってから､初めて東西は全面

的に文化的相手として向かい合うようになりました｡18世

紀における東西関係は､物質的好奇心によって誘われた､

珍しい物品の交換が主でした｡19世紀には､文化的関心に

導かれて相互の異質な古典に関する歴史的研究が開始され､

翻訳も出版され始めました｡次の2析些己に軋人文主義的

教養と哲学的関心から相互の比較研究が成立し､人類が寄
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るべきヒューマニズムとして､東西それぞれの相掃う意義

が予感されてきました｡そして21世紀は､東西の文化が相

互補完性に目覚め､真のヒューマニズムを創設するときと

言えます｡

つまり､リーダーの第7番目の条件は､この世紀の課題

として世界人となる努力をすることであり､国家主義の枠

から脱却して､国家から成る世界とは異なるZ2世紀の世界

構造に向けて､真剣な眼を開いていかなければならないと

いうことです｡

21世紀のリーダーについて考えるとき､東洋の側からの

哲学的貢献の例として､私は孔子の『論語』を挙げてみた

いと思います｡『論語』では､3つのことをり｣ダーの条件

として挙げています｡その1つは勇気です｡それは反対者

が何百､何千といても､自分が是と信じたならば自分の意

見を主張し掛ナる勇気です｡そして2つ目は他者への誠実

さ､仁､慈悲､つまり愛です｡3つ目はその究極七しての

自己犠牲ということになります｡

この3つはいずれも義､中国語で発音すればイという徳

によって支えられています｡このイは､もし英訳するとす

ればリスポンシビリティー(責任､義務)と言うほかはな

い｡この言葉自体は､いまは西洋でも大事にされています

が､もともとは1787年に造語された全く新しい概念です｡

したがって､もしわれわれが価値というものを挙げるとき

には､このリスポンシビリティーのようなものも価値の中

に加えてもよいのではないかと思います｡そこで､リーダ

ーの第8番目の条件としては､責任を負う勇気､義を負う

勇気が挙げられます｡そして第9番目の条件は､自己犠牲

の覚悟を伴うほどの他者への誠実さです｡

もし10という数が完全教であり､リーダーシップの条件

も第川番目まで求めようとするならば∴第10番目の条件こ

そは､世界の平和を祈念する真剣な心です｡しかし､こう

いう大きな問題に対しては､われわれがいかに小さい存在

かを思わざるを得ません｡したがって､この10の条件の上

に､リーダーであろうとなかろうとすべての人に必要なも

のとして､人間としての謙虚さを挙げたいと思います｡

リーダーとなる人は､まず一人の知的市民として哲学的

な理念に憧れを持たなければなりません｡それが魂の世話

としての哲学です｡しかし､その後で10の条件を満たして

も､最後に｢人間としての謙虚さ｣を持たなければならな

い｡それが21世紀に必要とされるリーダーの条件だと､私

は思っております｡

昨年9月17日～20日､日本アスペン研究所では人事院と共同で中央省庁の幹部の方々を対象に｢幹部行政官セミナー(人事院･

日本アスペン･セミナー)｣を開催｡これは行政を取り巻く環境や国民の意識が大きく変化する中で､幹部行政官には深い教養に

根ざした洞察力と職業公務員としての高い倫理性がいままで以上に求められるとの要請から実施したものです｡

｢対話｣が生み出すもの

松元 崇さん
財務省大臣官房審議官

｢人事院■日本アスペン･セミナーに参加して｣という

文書の依槙を受けた｡安請け合いしたものの困ったという

のが正直なところである｡アスペン･セミナーは､参加]し

なければ到底その良さは理解し得ないと思うからである｡

9月17日水曜日､雨｡東京駅八重洲口を出てアクアライ

ンを渡ったバスは､程なくかずさアカデミアパークに到着

した｡バスの中では､セミナー参加者たちが互いに自己紹

介したものの､一体†疎が始まるのか不思議な好奇心に満ち

た気持ちだった人が多かったと思う｡かずさアカデミアパ

ークで始まったセミナーでは､まず幾つかの約束事が説明

された｡

古典を題材に議論がなされるが､一人一人の発言時間は

制約される｡そのことに当初違和感を覚えた｡しかしなが

ら､やがてそうやってお互いにさまぎまな感じ方をぶつけ

合いながら､古典との｢対話｣ができるようになっていく｡

セミナーでは黙っていることはいけないこととされる｡

そのことにも違和感を覚えた｡日本の会議では､いや会議

だけでなく教育現場においても｢皆の邪魔にならないよう

に､中身のない｣余計な発言は控えるという日本の｢伝統

的文化｣があり､黙っていることがいけないとされること

などなかったからである｡しかしながら､やがて皆が何か

を発言することによって参加者全ての古典との｢対話｣を

助けていることを理解するようになる｡

といっても､そんなことを思うようになったのは､セミ

ナーが終わって日常の仕事に戻ってしばらくしてからだっ

た｡そういえば､かつて米国に留学したときにこんな雰囲

気があったことを思い出し､国際的な活動をするためにも､

またその中で行政官として優れた仕事をしていくためにも､

本当に必要な基盤がここにあると思うようになった｡

アスペン■セミナーでは結論を出すことも求められない｡

実は､そのことが古典との｢対話｣を可能にしている｡古

典を｢学ぶ｣のではなく｢対話｣をするのである｡古典を

｢学ぷ｣ことの背後にあるのは結論を求める姿勢で､その

姿勢は教えてくれる人の考えを一哩解する助けにはなっても

古典と｢対話｣することには妨げになる｡

行政官の通常の仕事では､結論を出すことが求められる｡

そのために会議の前には根回しがなされ､会議の場で余計

なことは話されない｡そのような会議で議論がぶつかるこ

とになれば､それは会議の場で収拾することが不可能な事

柄を確認することになるのである｡そこに､アスペン･セ

ミナーで見られたような｢対話｣を見ることは稀である｡

行政に停滞は許されないから､この仕事のやり方自体がい

けないというわけではない｡しかしながら､行政の仕事全

体がそうなってしまったのでは､役所は｢対話｣なしの利

害調整をするだけの場になってしまうだろう｡

役人の仕事は議論することである｡日々､相手省の役人

と､あるいは関係の方々と､また場合によっては政治家と

議論させていただき､その過程を通して政策を立案し､実

現している｡しかしながら､その過程で行なわれている多

くの議論には､相手を説得しようとする｢会言乱はあって

も､アスペン･セミナーで求められた｢対話｣はないのが

普通である｡相手を説得しようとする｢会話｣には自分の

側に結論があるために､えてしてそこに｢対罷｣は存在し

なくなってしまい二世の批判を招く結果になっているケー

スがままあるように思われる｡そこにアスペン･セミナー

で求められた｢対話｣を活用することができれば､おのず

と説明責任を高め､より良い透明な政策をつくり出してい

く可能性が広がると思われる｡

本間先生､今道先生というすばらしい指導者に先導して

いただき､さらには猪木､橋本両先生という豪華なリソー

ス･パーソンを配してのグループ･ディスカッションを通

じて古典と｢対話｣する｡それを適して､｢今日の切実な諸

問題に取り組むための哲学的･歴史的文脈をそれぞれに構

築し､より高次なリーダーシップを発揮する力を身につけ

る｣(本間先生)｡それがアスペン･セミナーであった｡

最後に､アスペン･セミナーというすばらしい場を設定

していただいた人事院､日本アスペン研究所の関係者の方々

に感謝の意を述べさせていただくこととしたい｡
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私たちは日本アスペンを応援します｡
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知り時代を生き訓｢ダ｣と教育をめく1穴

‡リーダーに必要なもの
事務局 今回は日本アスペン研究所創立5周年記念号とい

うことで､王子製紙の大国昌彦会長とアメリカンファミリ

ー生命保険の大竹美善最高顧問においでいただき､小林陽

太郎会長と｢リーダーと教育｣というテーマで鼎談をして

いただくことにいたしました｡日本アスペンの5年を振り

返ってみて､企業トップからご覧になってのその活動の意

義､またリーダー育成のために必要な教育の条件といった

ことについて日頃お考えになっていることなどをお話しい

ただければと思います｡

その前に､昨年の11月20日に5周年を記念して行いまし

た国際シンポジウムの感想を少しお聞きかせいただけます

でしょうか｡

大竹 私はリーダーとかリーダーシップということについ

て全く不勉強だったものですから､あるとき辞書を引いて

調べてみましたが､辞書の説明ではどうもピンときません

でした｡それが今回のシンポジウムでみなさんのお話を伺

って､なるほどと納得し､それぞれの方々の素晴らしさに

改めて感銘を受けた次第です｡

今回､アスペンの先生方のお話を伺って多くのことを感

じましたが､今道友信先生の理念を理想そしてビジョンに

落とし込むことが必要だというお話は､まさにわれわれビ

ジネス界に身を置く者にとっては重要なご指摘だと思いま

した｡また､アイザックソンさんが話された､リーグ｣に

必要な資質としての｢謙虚さ｣ということ｡われわれはと

もすると不遜で傲慢な態度をとりがちですが､謙虚さがな

ければリーダーとして失格だということを納得しました｡

リーダーは常に学び続けなくてはならない存在なんです
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ね｡その努力を怠ったときに､トップは恐らくり｣ダーと

しての資格を失うのでしょう｡それ以外にも心に残ったお

話はたくさんありましたが､特に印象に残ったのはその辺

りでした｡

小林 今回のシンポジウムに大国さんはお忙しくてご出席

いただけなかったので､大竹さんのお諸に少しつけ加えさ

せていただきます｡､まず､哲学的な深さを加味してものご

とを考えられるリーダーを育てたいと日本アスペン研究所

を始めて､みなさんのご協力を得てここまで来たわけです

が､これが5年間も続き､なおかつ年を追うごとに多くの

方々のご支持やご協力が深まり､ビジネスの世界ばかりで

なく行政とかNPOといった世界の方々からもご賛同いた

だけるとは正直思ってもみませんでした｡

そして5年という節目のシンポジウムでの先のお二人の

お詔が､まさにいま大竹さんの言われたとおり極めてタイ

ムリ←でもあったし､5周年を飾るにふさわしいものでし

た｡ことにアイザックソンさんはもとタイム･ワーナーグ

ループにおられて､アメリカの資本主義のど真ん中で活躍

されていた方です｡そんな人が､最近のアメリカの非常に

極端な短斯IJ益志向のあり方などを考え直してみようとい

う気持ちになられてアスペンの理事長を引き受けられ､ヒ

ューマニティー重視の立場に立って､謙虚さというものを

リーダーシップの貿の非常に重要な部分として強調された｡

このことが大変印象的でした｡

一方､今遣先生にはこれまで随分いろいろな形で接触さ

せていただいてきましたが､今回この5周年に合わせて､

いわば書き下ろしのリーダーシップ論を改めて聞かせてく

ださった｡リーダーは最初陀理念を持たなくてはt)けない､

そして理想を現実にするプロセスを組織の構成員と共有し

なくてはいけないことを強調され､そのための10の条件を

提示された｡これも素晴らしいお話だったと思います｡お

二人のあのスビ｣チをみなさんに聞いていただけただけで

も､今回のシンポジウムを開いた価値はあったと感じまし

たねの

大国さんはアスペンの活動をご覧になっていて､どんな

感想をお持ちですか｡

大圏 アスペン･セミナーも5周年ということですが､当

社は最初の回こそ出席しなかったものの､あとはずっと参

加させていただいています｡その趣旨を聞いたりいろいろ

な教材を見せていただいて､これはまさに当社のこれから

のリーダー､今後トップになる可能性のありそうな人たち

が修めるべきものをここで身につけさせてもらえそうだと

思ったことが､参加の直接的なきっかけですねQ

戻って来た者たちから毎回話を聞いていますが､みな非

常に感銘を受けて帰ってきます｡と言うことは､現在の執

行役貞クラスの者たちがこれまで身につけてきた教養は､

ほとんど貧しいものであったと思わざるを得ないわけでし

て(笑)｡彼らにはその落差を身にしみて感じてもらったの

で非常によかったと思っていますが､→方で世の中には間

寒がまだまだたくさんあるなと｡これは当社の問題だけで

なく､現在の教育が失っているものがいろいろあるのでは

ないかという感じを受けています｡ですから､このアスペ

ン･セミナーをもっともっと多くの人に体験してもらいた

いと思いますが､一方で対象者を広げると値打ちがなくな

るかもしれないと､ちょっとジレンマを感じながら､あり

がたい事業をしていただいてV)るなと思っております｡

11月20日のシンポジウムには出席できず残念でしたが､

両先生のプリントを送っていただいたので一所懸命読みま

した｡アイザックソンさんが､現代のアメリカが直面して

いるイラク問題などについても政府とは真っ向から違う意

見､それも世論に影響を与えそうな発言をされているので

驚きました｡日本の政治家が本当にそこまで発言できるの

かと考えますと､日本人との落差も強く感じましたね｡

今遣先生はリーダ｣の条件を1(項目言われて､さらにプ

ラスワンということでもう一つつけ加えて話を終えられた｡

あの締めくくり方も大変うまいなと思いましたね(笑)｡そ

の1(項目はいちいちもっともだと思い､私自身が常日頃そ

うであろうと思っていたことを言っていただいて､確信が

持てた感じです｡今遣先生が非常に幅の広い哲学者である

ことを改めて確認したと同時に､先生のものの考え方はわ

れわれ日本人に全く欠けている部分であることを強く痛感

した次第です｡

大竹 いまお二人のお話を伺いながらふとノ騒い出したのは､

アイ/レランド出身の文学者オスカー･ワイルドの｢時代を

動かすのは主義ではなくて人格である｣という言葉です｡

まさにアスペン･セミナーは､人格形成に非常に大きなイ

ンパクトを与えていただけるところですね｡社会的､哲学

的素養なくしてはリーダーになり得ないんだということを､

この5年間私たちは感じさせていただいてきた｡それが本

当に定着すれば､政界､官界､ビジネス界､学界などすべ

ての世界のリーダーが変わりますよ｡

大圏 今遣先生は､ご講演などでいつも日本人に欠けてい

るものとして､人類意識がないとおっしゃる｡国家意識と

か民族意識といったものはこれまでの教育にあったけれど､

日本で全く論議されたことがないのは人類意識だと｡アイ

ザックソンさんにはまさに人薫としユう考え方が基本にある

からこういう発言ができたのかな､と思って講演録を読ん

だのですが｡

小林 もともとアメリカでのアスペンのスタートが､ゲー

テの生誕200年をテーマにしたものでしたね｡そのことはあ
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アスペン

'鼎 談
知り時代を生き訓-ダーと教育をめわて

る意味で象徴的で､その折りにいろいろな人のスピーチが

あった中に､よく引用されるハッチンス氏のスピーチがあ

ったし､シュバイツァー博士のスピーチもありました｡そ

ういった環境が､アスペンの参加者一人ひとりの考え方に

さまざまな形で影響を及ぼしているような気がします｡い

ま大竹さんが言われたオスか-･ワイルドの｢人格｣とか

今遣先生の㌧楓 というものを､確かにわれわれはあま

り意識してこなかった｡アスペンは､ここらで改めて人間

についてもう→度きちんと考えなくてはいけなも)ことを､

われわれに教えてくれる場所なんですね｡

1945年以降の日本は､当初それはやむを得なかった面も

あると思いますが､人づくりを技術的な側面､経済活動の

側面に特化してしまい､そういう面では世界に冠たる日本

をつくり出してきました｡しかしその結果､まさに｢人間

教育｣という側面が欠けてしまった｡そのアンバランスが､

このところ急激に露呈してきたという感じがします｡アメ

リカを見ていると､極端な短期利益志向など明らかにおか

しなところもあるけれど､一方でアスペンが生まれたとい

うこと自体もその一つの証拠でしょうが､人文系の教育も

しっかり続けてきている｡そのように社会全体のバランス

をきちんと取り続けてきているところが､日本との大きな

達1)になって出てきているような気が強くします｡

‡ァスペン･セミナーの価値
大竹 おっしゃるように､日本は近年､特にアンバランス

が日立つように患います｡そのバランスをどうやって取り

戻すか､それこそがまさにアスペンでわれわれが学ぷべき

ことなのかもしれません｡もっと言えば､日本人のアイデ

ンティティ←というものを､ここでしっかり確立していく

ことが大事ですね｡アメリカは､国ができてからまだ230年

の歴史しかない｡そういう国でさえ､一方で物質文明を追

いかけながら､片方で精神的なものもすごく大事にしてい

る｡このバランス感覚が大事ですね｡

大国 私は､明治時代の日本の立場は完全にキャッチアッ

プ以外にない､そういう国だったと思います｡そのときの

リーダーたちは､よく封建時代の意識を切り換えて､本当

に国を想い民族も想った｡そういうところで非常にいいリ

ーダーシップを発揮したと思います｡だから国民全体が頑

張ろうという気持ちになった｡それが確かに行き過ぎてし

まい､夜郎自大に陥って悲惨な結末を迎えたわけですが､
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その後､アメリカの特にマッカ｣サーの占領政策が非常に

有効に働いてしまった｡その中で､戦前のよい部分までが

全否定されてしまったことが､現在の状況を招いているよ

うに思います｡

私は最抑封日制高校に入り､途中から新制大学に入ると

いう､ちょうど境目の教育を受ける羽∃になりましたから､

そのことがよくわかります｡私は旧制高校では理科を専攻

したんですが､当時の旧制高校では理科の学生にも哲学を

教えたんですよ｡それから日本の古典ですね｡『万葉集』な

どを本気になって教えた｡ですから高校時代に培われた教

養とは､まさに古典とか哲学なんです｡一方､総合的な人

間教育は先輩から自然に受けましたね｡哲学書を読まなき

やいかんと言われたり､難しい小説を持ってきてこれ読ん

でみろと言われたり｡ゲーテの『ファウスト』などは､ド

イツ語の本と一緒に岩波文庫版を読みましたが､これは大

変難解なドイツ語ですよ｡それを理科の学生が授業で読み､

そういう授業を当時の高校生は当然のこととして受け止め

ていたわけです｡

その後の新制度教育を見ていると､○×教育になったり､

幾何や代数､生物や物理､音楽･図工などは選択科目とい

うことで､学問としての総合力もなくなるし情操教育も少

なくなるというような､そういうものになっている｡多分

いまの文部科学省には､私たちの世代は恐らく15年か20年

前にはリタイアしていますから､もう誰もそういうものの

意味がわかる人間がいないのでしょう｡そういう敦育で育

った人々がすでに政治家になっているし､役人になってい

る｡企業でも､最近は受験技術だけ優秀で入社してきたよ

うな人が幹部になってきているので､それでアスペン･セ

ミナ｣に行ってものすごく啓発されて帰ってきているんで

すね(笑)｡

小林 大国さんが戦後マッカーサーの占領政策が効きすぎ

たと言われましたが､確かにそこに占領軍としての意図は

あったでしょうが､それがそのまま続いてきたのは､われ

われもまたそれをよしとしてきたからですね｡つまり日本

が1960年代以降やってきたことは､基本的にわれわれの責

任ですから､これから21世紀に次の世代に何を残すかを考

えるのはわれわれの義務でしょう｡

そういう気持ちを各界のリーダーが強く持たれて､直序

金解けそのものにはあまり役に立ちそうもないアスペンの

ような事業を､厳しい状況の中で強力にサポートされてい

る｡そういう思想風土はもともと日本には苦からあったと

大国昌彦氏

思いますが､日本の各界のリーダーにおける一つの健全性

をそこに見ることができると思いますね｡

最近､21世紀は知の時代と言われています｡非常に単純

な比較をすれば､20世紀はモノが急激に進歩した時代でし

た｡しかし､物質的な豊かさだけでは/しは生きられないと

いうこともその中でだんだんわかってきて､人間は何のた

めに生きるのかが問われ､目に見えないものの価値が高ま

ってきている｡ですから､これからはまさにリベラルアー

ツ的な､哲学､宗教､歴史､文学といったものの重要性が

いっそう増してくるとノ監います｡いままで日本の場合には､

モノ絡みの理論､技術論が､最初は必要に迫られて､しか

し最近の20年はどちらかと言うとやや惰性で主流をなして

きていたところがあるので､これからは知の部分を強化す

ることでバランスが取れるのではないかと思います｡知の

部分は､やはり人間の人間らしいところですからね｡

大竹 確かに､われわれはこれまで､あまりに目先のこと

ばかりに明け暮れてきたのではないだろうかと､時々気に

なるんですよ｡いまの日本企業の現状を見ると､収益を上

げるためにはリストラをしなくてはと言って､すぐ目標を

変えたり組織や人事をいじる傾向がありますね｡これはそ

の場をしのぐためには必要かもしれませんが､長期的に見

た場合､そのやり方では将来に大きな禍根を残すという恐

れを私は強く持っているんです｡もっと言えば､そこでも

のを言うのは防衛的な企業文化ではなく建設的な企業文化､

企業風土だと思うし､そういうものをどうつくるかがこれ

から重要になると思います｡それには､いまの知の部分の

育成ということがすごく大事になってくると思しゝますが､

これは見えない部分ですね｡

しかし､結果的にそういうものを強化した企業が脚りを

収めているという報告書が､この前私のもとに届いたんで

すよ｡これは､ハーバード大学で207社を11年間追跡調査し

たものなんですが､組織や人事といったハード面をいじる

だけの現状維持的な企業より､思い切って企業の文化､風

土といったソフト面を変革できた企業が成功を収めている｡

それが見事に数値に現れているんです｡まさに人づくりイ

コール企業文化､企業風土なんですね｡結局トップの責任

はものすごく大きくて､トップ自身がそういうものに本気

で取り縛めば､企業白身が大きく変わるんです｡

国と国との付き合いでも､日本は20世紀の100年は日英同

盟から始まって日米同盟で終わるという､アングロサクソ

ンとの付き合いが主でした｡ですから､どうしても感化さ

れる部分が大き過ぎた｡しかし欧米以外の国々からも教わ

る部分はあるはずで､それらの中からも知というものをも

う｢匝見出してゆき､形のあるものに変えていければいい｡

それがまた日本の国の誇りになり､人々のアイデンティテ

ィーになってくるわけです｡

大国リーダーとなる人間には､論理的な頭だけでなく､

美的センスとか芸術への感性というものがないと何事もう

まくいかないだろうと､数学者の藤原正彦さんが言ってお

られますね｡最初のボタンを間違えないように押すには､

情緒とかセンスというものが一番大事なんですよと｡

大竹 見えないものを見抜く力がものを言うわけですね｡

それがセンスだと｡

小林 アイザックソンさんも､謙虚さのベースには的確に

認識するということがなくてはいけない､そこがきちんと

していないと､極論すれば､いし功血成に見える部分だけで

判断したり､表面的にへりくだったりということになる｡

それは本当の謙虚さではないとし〕うことも言われましたが､

まさにそのとおりですね｡

戦後の教育とか社会の風潮全体を考えてみると､もっと

も反省しなくてはいけないのは経済界だと思うんです｡あ

る時期は明らかに技術重視で､それは物質的豊かさを目指

す必要があったのでそこに集中することは間違っていなか

ったんだけれど､経済界がいつまでもそれに固執してなか

なか方向転換ができなかったため､知的な面がおろそかに

なったのは確かですね｡

ですから､いま議論されていることは公教育の中でも考

えられなくてはいけないんですが､われわれもいろいろな

形でアスペンのような活動を活発忙していって､21世紀の

知の時代にふさわしい社会基盤をつくるり一ダーを養成し

ていかなくてはいけない｡幸いアスペンには､今遣先生､

本間先生をはじめ尊敬すべき先生方がおられるし､経済界

でも随分勉強しておられる方が多く､自らの知見を若い人

たちに分けたいと思っていらっしゃる方がたくさんおられ

ます｡そういう方々にはどんどん参加]していただいて､若

い人たちに刺激を与えていただき､若い人が感動を得る機

会をもっともっと増やしていきたいと思いますね｡

大竹 われわれは未来のために生きているし､未来のため

に貢献しなきゃいけないんですね｡それには､向かうべき

未来像を確立しないといけない｡それを描き切ることが､

またわれわれにとっての大きな課題ですね｡教育はその一

部だと思いますが､日本社会全体のフレームワーク､仕組
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アスペン

鼎 談
知り時代を生きるリーダーと教育をめぐちて

みまできちんと描いていかなくてはいけません｡

‡企業文化をどうつくるか
小林 そこで､それも含めて､これからのアスペンと日本

におけるリーダーシップ教育のあり方､またそのための公

的な教育機関や企業､社会といったもののあり方などを考

えてみたいのですが｡これからどういうところを強化して

いったらいいか､という辺りはどうでしょう｡

大竹 私はビジネスマンという立場でしか発言できないの

ですが､リーダーシップ教育は先ほど少し触れた企業文化

をどうつくるかにかかっていると思うんです｡では企業文

化とは何か｡それは社員に共有された信念や価値観によっ

てつくられるもので､社員の考え方や行動スタイルまで方

向づけるものだと私は定義づけているんです｡

その企業文化をつくるには､何がその企業の常識なのか

をまず問わなくてはいけない｡企業の意思決定はどうなっ

ているのか､日常の仕事をどう進めたらいいのか､あるい

はプレッシャーに弱い社員の仕事の進め方をどう導いたら

いいのか､組織をまとめるものは誰なのかといった質問の

答えが､その組織の企業文化だと私は思うんです｡私ども

の会社は今年で30年を迎えますが､その30年間に総資産の

伸びで2桁成長をさせていただいている｡それは社員とと

もに独自の文化をつくれたからで､企業文化というものの

価値は大きいということを身をもって体験しましたね｡

日本では企業の寿命は30年だと言われていますが､そん

なことはないので､やはりやるべきことをきちんとやって

いれば成長は維持できる｡そのために強い企業文化をつく

るというこの一点に､私は集中して努力しているんですけ

れど｡企業も社会の一員ですから､社会貢献活動もどんど

んやらなくてはいけないし､われわれ自身も進化しなくて

はいけないし､立派な未来像を築かなくてはいけない｡そ

の中でたくましい精神を持った人間を育てていく必要があ

る｡特にこれから日本を追い上げてくる中国や韓国その他

の国々との薪争の中でよりたくましい生き方が求められて

きますから､その中で強いリーダーシップを発揮できる人

間を育てなくてはいけない｡

そこで大事なのは､全員がリーダーだという考え方です｡

多分､21世紀型経営とは全員参加型経営になると思うんで

す｡一人→人がそういう自覚を持って行動していかなくて

は､これからの企業は生き残れないだろうと｡そうでなけ
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れば､どうしても保守的､防衛的企業文化になってしまい

ますからね｡防衛的企業文化には､イノベ｣ションがない

んですよ｡減点主義で常に守りですから｡

大国 いま大竹さんが言われたように､企業の従業員の気

持ちも管理職の気持ちも､放っておくと保守的､防衛的に

なることは間違いないですね｡多分､わが社も70%くやらい

は保守的な考え方でやっているのではないかと思いますけ

れども(笑)｡実は先ほどお話にありました『会社の寿命30

年』という本の中に､例外として王子製紙が載っているん

ですよ｡当社は今年で別業130年になりますが､それを見て

従業貞はびっくりしたんですね｡びっくりして､これは大

変な会社なんだと思ってくれたのは非常によかった｡外圧

によって自分の会社を見直したんです(笑)｡

王子製紙は恵まれていたなと思うのは､創立したのが渋

沢栄一で､独特の経営理念を持っていた｡｢企業経営は論語

とそろばんである｣､つまり儲けてはいけないと言うんです

ね｡私が社長になったとき､では儲けないでどうやって会

社をやっていくつもりだったのかと思い､社史を全部調べ

たんです｡そうしたら､何冊かある社史の中の1冊に､よ

うやく｢ぽろ儲けはいけない｣と書いてあった(笑)｡渋沢

の言う｢儲け｣とは､ぽろ儲けのことだったんですね｡

それで社長就任のとき､日本中の工場に電話回線を使っ

て就任演説をしたんですが､マイクに向かって立ってしゃ

べっているとき､突然何か企業理念めいたことを言わなく

てはと思ったんです｡そこでとっさに口をついて出た言葉

が｢王道を行け｣｡王子製紙だから｢王｣がついてもおかし

くないと(笑)｡自分個人のことだったらそんな生意気なこ

とはとても言えませんが､会社のことですから｢王道を行

け｣と思わず言ったら､それをいまでもみんなわかってい

まして､従業員はそういうつもりでしっかりやっていこう､

怪しげな行為はやるまいというように自然になってきてい

るようなんですねの

大竹 長い伝統が､社員のみなさんの自尊心とか自負心に

つながっている｡それがまさしく王子製紙さんの企業文化

なんですね｡

小林 実はこの間､経済同友会のリーダーシップ･プログ

ラムが始まりまして､その第1回目のときに､参加者から

いったいリーダ←とかリーダーシップについてどんなこと

を日ごろ考えておられるかお聞きしたんです｡するとかな

り多くの人たちが､それは多分､日本の多くの人たちがイ

メージしていることでもあると思いますが､強いリーダ←

小林陽太郎氏

シップが欲しいと言う｡しかも､トップダウン的なね｡こ

の時代には､どうもみんなそういうスタイルを求めている

ようなんです｡そして､自分は必ずしも得意ではないので､

それをどうやって身につけたらいいのかと思い､このプロ

グラムに参加したと｡

しかし､この辺はちょっと疑問があって､国でも企業で

も地域でも､そう簡単に万能で優れたカリスマ的なリーダ

ーが出てくるわけではない｡とすれば､組織そのものがり

-ダーがいなくても自律的に進んでいくような文化を持っ

ている方がいい｡誰かがいなくなったらパタッと止まって

しまうのではなくて､何があっても維持できる｡そういう

文化をつくることが､リ｣ダーの重要な役割だと思うんで

すね｡

大竹 私は10人いたら10通りのリーダーシップがあってい

いと思うんです｡それから､先ほど全員参加型と申し上げ

たように､カリスマ性のあるリーダーシップなんて21世紀

型ではない｡先頭に立つのではなく､羊を追い込んでいく

ように群れの最後尾i･こいるのがいま必要なリーダーだとい

うのが､最近の私のリーダーシップ諭です｡

全員が価値観などを共有すれば､それは可能です｡私､

実はわが社の25周年のときに1,700名の社員全員に､どうい

うことを大切にする会社にしたいのかを書かせたんですよ｡

そして､書かれたものを8項目にまとめ､これをわが社の

社員の行動基本として､共通言語にしたのです｡結局みん

ながつくり上げた約束事だから､みんな守るんですね｡こ

れは非常にうまくいっている｡私も最初は強引にぐいぐい

引っ張ったんですが､いまは後ろから追い込んでいくやり

方に変えました｡リーダーのタイプも､時代とともに変化

していかなくてはいけないと思いますね｡

さらに言いますと､リーダーは尊敬されなければいけな

い｡実績も示さなくてはいけないし､あらゆる面で社員か

らは尊敬を受けていないと､何を言っても聞いてくれませ

んからね｡権力を濫用してもだめなんです｡

小林 やっている方は､濫用しているとは思っていないん

ですがね(笑)｡

‡遺産を現代に生かす
小林 ところで､これからはますます国際化が進み､中国

のように国の体制ほで違うような国ともどんどん関係を深

めていかなくてはいけない｡理念も価値観も違う人たちと

どう接していくかが､これから重要になりますね｡そうい

う意味でも､これから出ていくリーダーは自分たちの価値

観をきちんと持っていなくてはいけないと同時に､他の国々

や地域の宗教や慣習や価値観などを知り､自分たちの文化

との違いを哩解する力を身につける必要がある｡その理解

力のもとは､やはり教養だと思うんです｡基本的な教養を

身につけていないと､他者を理解することはできないんで

すね〕

そのためにも､ここは息切れしないようにアスペンを続

けていかなくてはいけないし､その意味でもう→度この5

年間を振り返ってみると､セミナーそのものの成功は､一

つにはもちろん教材のよさもありますが､非常に素晴らし

いモデレーターに恵まれたことも大きい｡今遣先生､本間

先生､その他の方々｡ここが日本アスペンの強みなんです｡

アメリカのアスペンが日本のアスペンを見ていて､規模は

向こうの方が大きいし､モデレーターの数も断然多いわけ

ですが､なかなか今道･本間コンビのようなモデレーター

はいないと､非常に羨ましく思っていることを隠さないん

です｡

でも､その両先生が既におっしゃっていますが､次の今

道･本間両先生をどう育てていくかを､そろそろ考えなく

てはいけない｡お二人とも余人をもって代えがたい存在で

すから､なかなか難しいんですが｡しかし､せっかくここ

までつくり上げてきた日本アスペンのよさを､次の世代の

モデレーターの方々にどうやって受け継いでいただくか｡

それにはいまとは違ったアプローチの仕方もあるかもしれ

ませんが､変わらないもの､あるいは変わってはいけない

ものもあって､それはやはり感動を与えるということです

ね｡人間は感動がないと動きませんから｡

ですから教材だとかモデレ←ター､あるいはリソ←ス･

パーソンの方々､あるいは現実にクラスを構成するメンバ

ーの組み合わせの中で､常に新しい感動が生まれるような

ものにしていかなくてはいけない｡先ほどの､リ｣ダーに

は謙虚さが大切だということと同時に､このリーグ｣のも

となら､あるいはこのリーダーと一緒なら､とにかくやっ

ていこうじゃないかという何か胸に響くものがないと､結

果論としてのリーダーシップは生まれませんからね｡

大竹 感動と言えば､今朝ほども私のところヘアメリカ人

が来て､新渡戸稲造の英文で書かれた『BUSHIDO』

という本を二十数年間日本に住んでいてようやく見つけた

と言うんです｡それはパレスホテルヘ行けば売っているん
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アスペン

鼎 談
知り時代を生きるリーダーと教育をめくちて

ですけどね(笑)｡それで､新渡戸稲造という人がいかに偉

大だったかを私なりに知っていることを教えたんですが､

いまの日本の人たちはあんな偉大な先輩が100年前にいたこ

とをもう知らない｡しかし､新渡戸稲造のようなまさに知

的市民という存在が､いま本当に求められていると思うん

です｡

新渡戸のような真の国際人と言うべきセンス､発想は確

かに日本人離れしていますが､実はそういうものをわれわ

れは持っていないのではなくて､努力しなかっただけなん

です｡だから､われわれはいくらでも自分自身を磨き上げ

ることが可能なんだという自信を持つべきですね｡

小林 それは非常に重要なことです｡

大国 いまおっしゃった『武士道』という本､あれは戦後

の日本では誤解を受けて､軍国主義を鼓舞したということ

で抹役されてきたんです｡でも､それは誤解ですから､そ

こを正して正当に評価すべきですね｡あそこで善かれた日

本人の精神のありようは､騎士道と何ら変わらないわけで

すから｡ああいうものがもっともっと世の中に出るぺきだ

と思うし､もっと世界に出していくべきですね｡立派な思

想書として｡

あの本に善かれた｢武士道｣には､人間愛というものが

根底にある｡これは､現在のアジアやヨ｣ロツパへ持って

行っても十分通用するでしょう｡これからの経営者､リー

ダーは､やはり人間を中心に置くことを心がける以外にな

いと思いますからね｡

小林 実は私､今晩｢ラスト･サムライ｣を見に行こうと

思っているんですよ(笑)｡

新渡戸稲造はエグゼクティブ･セミナーのプログラムに

は入っていませんが､これからはもう少し明らかに違う文

化､違う宗教､違う哲学､違う文明のものとも付き合いな

がら､遠いをどう理解し､どう共通のものを見つけていく

かというようなポリシー･プログラムを日本アスペン研究

所でも取り上げていきたいですね｡日本アスペン研究所も

5年たってそれなりの実績をつくってきたので､異文化を

正しく理解したいというニーズはものすごくありますから､

そういうものを少しずつやっていってもいいのかなと思っ

ているんですが｡

大国 それには､最澄とか空海などをもっと取り上げても

いいですね｡彼らが日本の国際化の始まりですから｡異文

化をピうやって受けとめたのかは､いまでも十分役に立つ

話だと思いますよ｡
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大竹美喜氏

ついでに日本の教育のことについて言うと､子どもたち

にもっと日本を教えてもらいたいですね｡異文化理解とか

国際化の第一歩は､まず自国の文化､歴史を知っていなけ

れば始まらないんです｡残念ながら､いまの子ピもは近現

代の歴史をほとんど知らないでしょう｡日本の歴史が産経

新聞と他の新聞と違うということでは困るんで､まず基本

的にこうであったということぐらいはきちんと教えてもら

いたい｡

大竹 起こったことは事実だし､事実は消せませんからね｡

大国 もう一つ､最澄について善かれたものをちょっと読

んだんですが､比叡山の大学での修行は12年間だそうで

す｡一度入ったら12年間出てこれない｡

最初の6年間は｢聞慧(もんえ)｣と言って､徹底的に先

輩が教える｡学問の基礎をしっかり鍛える時期なんですね〕

あとの6年は｢思修(ししゅう)｣と言い､思いを深める､

まさに哲学をやるわけです｡そこから､幅広い学問を修得

していくわけですね｡そういう学問の身につけ方を､日本

人は苦からやっていた｡

明治になって人々が西洋文明をたいした苦労もなく取り

入れたのは､日本人が町人にいたるまで｢読み書きそろば

ん｣をやっていたからだと言われていますね｡当時の｢読

み書き｣というのは､意味もわからず論語を読ませるもの

だったと批判されますが､あれは書かれたものの行間を読

むという想像力のトレーニングをしていたんですよ｡最近

の若い人は｢読み書き｣をしないでしょう｡｢そろばん｣も

習わない｡ただ浸っているのは映像の文化なんですね｡こ

れは一瞬で終わりなんですよ｡後で思い返せない｡だから

考えを深めることもないし､情緒も何も出てこないんです｡

苦の日本人は｢読み書きそろばん｣で頭の訓練をしてきた

ので異文化も吸収しやすかったけれど､もうこれからは無

理ではないかと言う人もいますね｡そうし)う日本のよかっ

たところ､もちろん悪かったところもたくさんありますが､

よかったところをもう一度見直して､教育を立て直すべき

だと思います｡

大竹 同感です｡

小林 お話を伺っていると､アスペンでやりたいこと､や

らなくてはいけないことがたくさん出てきましたが､それ

ではパンクしてしまうので(笑)､じっくりと社会の価値観

を見据えながら次へとつなげていきたいと思います｡

事務局 それではきょうはこの辺で｡どうもありがとうご

ざいました｡

《パネル･デイスカッション》

変化する世界に求められ訓｢ダ｣シップ
●司会 本間 長世

(日本アスペン研究所副会長)

行天 豊雄
(日本アスペン研究所副会長/圃国際通賃研究所理事長)

佐藤 行雄
(朗日本国際問題研究所理事長)

キース･パーウイツク
(米国アスペン研究所セミナー担当副理事長)

本間 それでは､これからパネル･

ディスカッションを行います｡パネ

リストとして4人の方と先ほど基調

講演をされたお2人にも加ゎってい

ただいて活発な意見交換を行ってい

きたいと思っておりますので､よろ

しくお願いいたします｡

まず､行天さんから順にどうぞ｡

国民的合意と国際的な正当性

行天 日本でいまリーダーと言えば､

国の指導者つまり政治的なリーダー

か､企業の責任者つまりビジネス面

でのリーダ｣のことを指しますが､

この2つのリーダーに求められる資

質は全然遠います｡それは当然､目

的とするところが違うからで､政治

の場合は国益の追求､ビジネスの場

本間長世氏

行天皇雄氏

合は利潤の極大化ということになるかと思います｡こう言

うと､リーダーとはもっばらマキャベリスティックなこと

を考える人間だと受け取られるかもしれませんが､マキャ

ベリの生きた16世紀と現代とでは､世界は大きく変わって

います｡

まず政治の世界について言えぽ､21世紀の世界を特色づ

けるものが3つあります｡1つは冷戦終結後､民主主義と

いう概念が世界で唯一のパラダイムとなり､広範に浸透し

たこと｡2つ目は､いろいろな面で国と国との間の相互依

存関係が強まり､いまやどの国も単独で何かをすることは

事実上不可能になってきていること｡3つ目は､博幸艮技術

の発展の結果､ほとんど全ての情報が世界中の人たちに同

時に共有されるようになり∴政治家はそれを前提にしても

のごとを考えなければならなくなったことです｡

国益の極大化とは､究極のところ国民の福祉を最大限に

拡大することだと思いますが､そのため現代の指導者は先

の3つの条件を踏まえ､まず自分の国にとって望ましい国

小林陽太郎
(日本アスペン研究所会長/富士ゼロックス㈱会長)

ウオルター･アイザックソン
(米国アスペン研究所理事長)

今道 友信
(日本アスペン研究所理事) (莞劃剛

際関係をつくるためにはどうしたらよいかを考えなければ

いけない｡そして､それについて指導者は自分の考えを明

確にし､それを国民が納得できるよう説明する義務がある｡

この場合､国民的合意が必要なことは当然ですが､しかし

国民的合意があればいいというものでもない｡かつて日本

は天皇制軍国主義のもと､国民的合意を背景に大きな国際

的過ちを犯しました｡ですから国民的合意は､あくまで国

際的な正当性を持つものでなくてはいけない｡

同様にビジネスの世界でも､数十年前と比べ現在のマー

ケットは大きく違っています｡その変化とは､(丑物､人､

金､情報といった生産要素が現在は自由に､かつ大量に世

界中を動き回るようになり､競争が｢瞭化されてきたこと｡

②株主､顧客､従業員といった企業にとってのいわゆるス

チークオりレダーから公正さ､フェアネスを求める声が強く

なっていること｡③特に最近､企業の社会的責任というも

のが強く要求されるようになっていることです｡

したがってこれからのビジネス･リーダーは､21世糸己的

な条件の中での利潤の極大化とは何かを考えなくてはいけ

ない｡損益計算書の一番下の数字を大きくするととだけを

追求すれば､その企業はステークホルダーからの公正を求

める声や企業の社会的責任を求める声のもとで崩壊してし

まうことはほぼ間違いないでしょう｡現代の企業リーダー

には､このような難しい能力が求められているのではない

かと思います｡

価値の共有は可能か

佐藤 先ほどの基調講演から大変刺激を受けましたが､お

二人のお諸に出てきた｢価値｣というものについて､国連

におりました経験から一言申し上げたいと思います｡

例えばテロリズムヘの批判については国連の全加盟国が

一致していますが､国連は今日に至るまで｢テロリズム｣

について定義をつくれないでいます｡なぜならイスラム諸

国は､パレスチナ人の自爆行為をイスラエ/レに対する正当

な防衛手段であってテロではない､としているからです｡

また私が国連にいたとき､ガーナ出身のアナン事務総長
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と国連総会議長であったナミビアの

グリラブ外務大臣を別々に京都にご

案内したことがあります｡京都でお

二人と話していてなぜか話が合った

のは､お互いに山や川､土地や木に

神がいると信じているからだった｡

ですから､日本では建物を建てると

きは地顔祭をするという話をします
佐藤行雄氏

と､キリスト教が入る前のアフリカも全く同じだったとい

う話が出てくる｡このような話を欧米の人としても同じよ

うな共感が得られるだろうかと考えると､かなり疑問です｡

ですから､リーダーシップを語るときの基礎にある｢価

値｣というものが､どこまで普遍的なものなのか｡世界は

グローバル化しているとは言え､このことはよくよく考え

てみなくてはいけないと思います｡

もう一つ､リーダーシップと言ったとき､絶縛内のり｣

ダーシツプと組織を代表して外に向かって発揮するリーダ

｣シップ､そしてまたリーダーシップを育てる組織の3つ

があり､それぞれは別ものだという気がします｡例えば､

私が警察の本部長の任にあったとき学んだことは､方針を

決めた後は､仕事は玄人集団の警察官に任せて本部長は結

果をじっと待っている｡それが役目だということです｡い

ったん方向を決めたら待つのがリーダーの役割で､成果が

上がったら､栄誉は部下に喜蒙る｡何か失敗があったら責任

をとる｡これが警察という組織で教えられた､組織の中の

リーダーシップのあり方でした｡山方､国連大使のときは､

大使しか出られない場面が多いので自分がどんどん外に出

て行かざるを得なかった｡その場合は､まさに組織を代表

してのリーダーシップを発揮する場面ですね｡

そうした中で思ったのは､リーダーシップを育てる組織

としゝうものもあるのではないか､と↓1うことです｡私は役

所に41年ちょっといましたが､その経験から得た感想は､

秩序が整ってしまった組織からは本当に創造的なリーダー

は生まれてこないということです｡ですから､内部的にも

っと緊張感のある組織をつくり出すことがいまのリーダー

には求められており､その中から新しいことに挑戦しよう

という元気な人たちが育ってこそ､次の世代のリーダーが

たくさん生まれてくることになる｡やはり一人ひとりが自

分の責任でものごとを判断する環境をつくる｡そこからソ

ーダ｣シップの養成が始まるように思います｡

知的コミュニティが支えるリーダーシップ

パーウイツタ 私は､アメリカのアスペン研究所でエグゼ

クティブ･セミナーのプログラムを担当していますが､同

時に｢ヘンリー･クラウン･フェローシップ1というプロ

グラムも担当しております｡これは45歳以下で既に実業家

として成功された若いリーダーの方々を対象にしたもので､
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2年間に4回のセミナーに参加して

いただき､そのうちの1回が｢アス

ペン･エグゼクティブ･セミナー｣

になっています｡

このプログラムの目的は､すでに

事業では成功している若いり｣ダー

を集め､今遣先生がおっしゃったよ

うな形のリーダーシップを自ら引き
キース･バーウィック氏

受けていくような人材を養成しようというものです｡ここ

では変わりゆく世界の中でリーダ←に求められるものを身

につけるためのカリキュラムが用意されていますが､中で

も異文化理解のさいの誤解の問題を重視しています｡また

近年は､世界的なり｣ダーシツプの危機ということが言わ

れているように､アメリカでも汚職などさまぎまな企業の

不祥事が相次いでいます｡その最も大きな例がェンロンの

事件です｡その結果､いまでは企業に対する一般市民の信

掛ま非常に低下してしまいました｡セミナーでは､こうし

た問題も考えていきたいと思っています｡

｢ヘンリー･クラウン･フェローシップ1のメンバーに

は特別の結びつきがあります｡20名限定のメンバーが対話

する期間は3､4日だったり1週間だったりするわけです

が､そのとき各人がその先1年間の目標を設定します｡そ

して､次に集まったときにその1年間の反省と､実際に目

標が達成できたかどうか成果を確認し合います｡このプロ

グラムに参加した若いリーダーたちが違法行為を起こすこ

となど､全く考えられません｡なぜなら彼ら一人ひとりの

後ろには19人のクラスメートがいて､1年後にはみんなに

その1年間の成果を問われるからです｡メンバーの数は少

ないのですが､本当に強いコミュニティ意識を彼らは持っ

ており､厚い相互信頼の心で結びついている｡それは彼ら

が､世界の責任あるリーダーになることを共通の理念とし

て持っているからです｡

このプログラムは､参加されたメンバーの協力を得て､

いまアフリカや中米など他の地域にも広がりつつあります｡

新しい考え方を持ち､価値観を大事にする新しも)リーダー

がその中から生まれることでしょう｡特に彼らが求めてい

く価値観は､異なるf耐直観に対する｢理解｣でなくてはな

りません｡それは､意見が異なる者､敵と思われる者から

も多くのことを学ぽうとする態度から生まれます｡異なっ

た価値観を持っている者同士が出会ったらそこに共通の価

値観を見出さなくてはいけないわけですが､それは文明の

対話から生まれてくることはもうご存じのことと思います｡

この先､5年､10年､15年とこの対話の魔法を拡大し､

世界中に広めていくこと､それが私の望みです｡

リーダーシップを高める仕組みをどうつくるか

小林 基調講演でのアイザックソンさんと今遣先生のお話

は､偶然とは言いながら最後に謙虚

さという形で一致しましたが､そこ

に至るお詰も極めて感銘深いものが

ありました｡アイザックソンさんの

謙虚さに至る寛容ということや､今

道先生のリーダーシップの10の条件

の中の｢リーダーは世界人たれ｣あ

るいは｢世界益を国益の前に考えろ｣
小林陽太郎氏

というご指摘は､現在のアメリカのリーダーたちに対しま

さにわれわれが期待していることです｡

次に､リーダーシップ勅果を高める仕組みについてお話

ししたいと思います｡私はり｣ダーについて考えるとき､

組織のフォロアーあるいはサポーターと言うべきポジショ

ンの人たちの役割を考え直し､組織にとっての効果を考え

ていく必要があるのではないかと思っています｡ここにア

メリカのマッキンジー社が同社のクライアントを調査し､

組織変革をしたり大きな戦略変更をした後でもなお成功し

続けている企業を分析したものがありますが､その中で､

トップに優れたリーダーがいることは当然として､中間層

や新入社員などさまぎまなところにキーとなって存在して

いる人材が実はリーダーシップを支えていることを指摘し

ています｡それは､トップのリーダーシップではカバーで

きない人間関係に関するものだったり､冷静な市場に対す

る判断だったり､冷静な自分たちの力に対する評価だった

りするわけですが､そういう能力をことに中間層が発揮し､

リーダーシップを支えていることが報告されています｡日

本ではまっ先にその層をリストラの対象にしていますが､

もっと彼らの能力に注目して､場合によってはさらにプラ

スアルファを生むような効果さえ中間層に期待をしてもい

いのではないかという気がしています｡

もう1つつけ加えますと､これは企業のあり方にも関わ

ることですが､健全な社会をつくるには原点である家庭の

中に基本的価値観というものが根づいていることが何より

大事だと思います｡子供たちがさまざまな場面で持つ｢な

ぜ?｣に対して､｢それはこうだよ｣と答えるような状況が

多くの日本の家庭では失われているのではないか｡それは

両親の問題でもあるでしょうし､われわれの世代全体の問

題でもある｡これは何より家庭の規子関係､家族関係が希

薄になっていることが大きいという気がします｡それは､

家族団欒の時間が失われてきているからではないかと思い

ますし､これを取り戻すには､企業が家庭に時間を返す以

外にない｡少しずつでもそういう努力を企業なり組織がし

てゆき､大切な価値観中心の考え方が社会の基本的な単位

である家庭の中で自然に生まれてくるような1状況をつくっ

ていくことが､これからの日本にとって重要だと思います｡

本間 ありがとうございました｡では次に､先ほど基調講

演をしてくださったお二人に､それぞれいまのパネリスト

の発言について一言述べていただきたいと思います｡

バランスというリーダーシップ

アイザックソン 特に興味深く伺っ

たのは､4人のパネリストの方たち

がそれぞれアスペン研究所の存在意

義について問われたことです｡行天

さんは､企業のリーダーシップのあ

り方についての問題意識を提起され

た｡これについてアスペン研究所は､

株主のための利益と社会的な価値と
ウオルター･アイサノクソン氏

の間にどうバランスをとってゆくか､どのようにその微妙

な均衡を保てばいいかをリーダーが真剣に考えることは､

結局､組織のためになるのだと指摘してきました｡

また佐藤さんから､価値と言ってもそれを本当に普遍的

なものとして受け入れていいのだろうか､という問題提起

がありました｡文化はそれぞれ異なっているのに､民主主

義がすべての国で当たり前のこととして本当に通用するの

か｡それとも私たちの謙虚さが足りなくて､自分たちの価

値観を無理やり押しつけているのではないだろうか｡これ

もやはりバランスの問題だと思います｡アスペン･セミナ

ーにおいても､それぞれの尊厳を尊重し､それぞれの夢を

尊重することによって､価値理念というものを認めていく

ことができる､絶対的な価値というものが確かに存在する

ことを確認できると考えています｡

バーウイツクさんは､事業で成功した者がそれ以外の生

きがいのある人生をどう実現していくか､そのためのプロ

グラムのお話をされました｡これもアスペン研究所が追究

していることです｡

それから小林会長は､アメリカが強硬な政策を実施して

いることについて言及されましたが､アスペン研究所でも､

リーダーは自分の信念に対して正直である一方､人々の意

見にもオープンに耳を傾けていくことを学んでほしいと願

っています｡

この4つの問題には単純な答えがあるわけではありませ

ん｡単純な答えがあればアスペン研究所などスタートする

必要はなかったでしょう｡この答えに近づくために､アス

ペン研究所はセミナーを開催し､この4つの棚的な問題

に対応しているのだと思います｡

理念から理想､理想からビジョンヘ

今道 行天さんはリーダーが追求する目的には政治と経済

では違いがあるので､別々に考えなければいけないとおっ

しゃり､佐藤さんも価値というものを本当に共通のことと

して語ってよいのかと言われた｡つまり､お二人とも価値

の普遍性について多少疑問をお持ちのようです｡それは当

然の疑問だと思いますが､私は価値とは理念だと考えてお
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り､理念と方法論的な問題とはちょ

っと違うのではないかと思っていま

す｡ですから､例えば一番よい政治

の状態とは､不正がなく､すべての

人が満足して生きられることである

として､それにもっとも近いのが民

主主義であるとするのか貴族主義で

あるとするのかは､理念から理想へ､
今遥友信氏

理想からビジョンへと移るときの問題だと思います｡地鎮

祭に似た典礼儀式はキリスト教にもあります｡

それから､バーウイツクさんは対話によって誤解が解け

るとおっしゃったのですが､これは本当にアスペンの精神

そのものです｡私たちがデイベ｣トよりダイアローグを重

視しているのは､勝ち負けより､互いに理解し合ってさら

によいものを生み出していくことの方が有効だと思ってい

るからです｡ですから､何が価値であるかは完全に理念的

なもので､理想をどう突現するか､ビジョンをどうするの

かは対…諸によって決まってくるということでいいのではな

いか｡具体的な方法が違うから価値も違うのではないか､

というふうには考えない方がよろしいのではないかと私は

思っております｡

(質疑応答･略)

本間 ではもう一度､みなさんに一言ずつお願い致します｡

行天 きょうはまさに変化する環境の中でのリーダーシッ

プはどうあるべきかということについて議論が行われまし

た｡そのための条件はたくさんあり､また難しいものも多

いわけですが､優れたリーダーは何をすべきかということ

については､共通の認識があるように受け止めました｡

問題はリーダーたる人たちが将来を洞察する､決断をす

るといった局面に立ったとき力を発揮するために､どんな

トレーニングが有効かということです｡古典を読む､ある

いは過去の知識､経験の蓄積に触れ､それらをもとに対話

を重ねていくというアスペン･セミナーのやり方は､その

トレ｣こングの一つだと思います｡リーダーを語る場合は､

リーダーは何をする必要があるのかということと同時に､

リーダーの仕事を優れた形でまっとうするためにはどんな

訓練を積み重ねたらいいかも考えていく必要があると感じ

ました｡

佐藤 私は､アスペンの目的がビジネス･リーダーを育て

ることにあると伺っていたので､組織のリーダーというイ

メージで考えていたのですが､きょうお話を伺っての私な

りの結論は､リーダーシップとは一人ひとりの心の中にあ

るべきことだということです｡社会をよくし､世界をよく

していくには､その構成員一人ひとりが､いまアスペンが

追究されているような形でのリーダーシップを見つけてい

くことが大事なのではないか｡

もう1つ､きょうは余り議論になりませんでしたが､マ
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スコミの果たす役割も重要だと思います｡ビジネスの世界

ではリーダーシップの結果は数字で出ることが多いと思い

ますが､政治･外交の世界では世論の受けとめ方が決め手

になります｡したがって､リーダーシップの評師について

マスコミが果たしている役割は大きく､下手をするとマス

コミ受けだけをねらう人が出てくる可能性もある｡そうい

う意味で､マスコミの質を高めることも､リーグ｣シップ

についての社会全体の意識を高めていく上でとても大事な

ことではないかと思います｡

バーウイツク いま佐藤さんがおっしゃったことは非常に

深い意味を学んでも)ると思います｡リーダーが真の意味で

育成され､よき社会を形成し､世界の人々が住みやすい世

界をつくっていくためには､やはり私たち｢人ひとりの心

の中にあるリーダーシップヒいうものを､もっと育ててい

かなければいけない｡それには教育が非常に重要になりま

す｡きちんと機能している社会においては､すべての社会

の成員が適切な教育を受け､それぞれの心の中にあるリー

ダーシップを発揮して､リーダーになることができる｡ユ

ートピアかもしれませんが理想郷的な世界を夢見るのは自

由だと思いますので､これを追究していきたいと患います｡

小林 ここに早稲田大学と調査会社が企業を対象にリーダ

ーシップの要件について調査をした結果があります｡例え

ば､リーダーにはいかなる能力が必要かという項匿は､1

つはインテグリティ､誠実さ､高潔さ､もう1つは構想力

とあります｡またこれから深く考えるべきこととして､社

会に対して企業がどのような価値観を持たなければいけな

いのかを挙げています｡

それらはこれからのリーダーに必要なものであり､これ

からはテクニカルな､技術的な分野の勉強だけでは】斉まな

いことを経営者は知らなければいけないことなど､かなり

明確に意識されているのを感じました｡

このことからも､ますます世界的な意味でアスペンが果

たせる役割は大きくなっているのではないかと､改めてそ

の思いを強くいたしました｡

アイザックソン 私たちは人生のある時点で一度､いまま

で来た道のりを振り返ってみる､そしてよきリーダーにな

るためには何が必要かを反省してみるという局面があると

思います｡組織の中ではしごを上り詰め､リーダーとして

成功してきた人は､その過程でいろいろ妥協をし､価値観

も大分変わってきたかもしれません｡短期的なことにしか

目が行かなくなり､本当の意味で有意義なことを見失って

いるかもしれない｡

そこで､組織のリーダーとして成功すること以外に有意

義なリーダーシップを発揮していくためにはどのような目

的意識を持つことが必要か｡アスペン研究所は､そういっ

た根本的な問題に取り組む上で､重要な役割を果たしてい

ると思います｡リーダーがそのような基本的な質問を自ら

に問いかけ､社会において意味のある､そしてやりがいの

あるリーダーシップを形成していくためには何を考えなけ

れぼいけないのか｡私たちは､単に自分たちがよいと思え

る方向に人々を引っ張っていくだけでなく､それぞれを尊

重した上で力を与えていくことが大事です｡私たちは､や

はりよきリーダーになるための目的意識というものを､明

確に考えていかなければいけなtlと思います｡

今遥 私は3つのことを大急ぎで言います｡まず私どもは

リーダーとかリーダーシップと必ず英語を使っていますが､

なぜ日本語では言えないのだろう､と↓〉うのが1つ｡細訳

せよと言っているのではなく､リーダーとは何だろうとい

うことをよく考えましょうと｡

2つ目は､先ほど小林会長が言われた基本的価値観の重

要性を考えていただきたいということ｡これは価値理念に

基づくのです｡

3つ目は､アスペン･セミナーに参加きれた方が時々間

違えるのは､さまぎまな古典を久しぶりに読むことで､何

か教養というものに浸った気分になり､それでアスペンは

済んだと思う｡そんな誤解もあるような気がします｡

本当は､古典と対語をして､自分で考えていくことので

きる人間になることが非常に大事だということを申し上げ

ておきたいと思います｡

本間 ありがとうございました｡小林さんがおっしゃった

ように､リーダーという概念は当然にフォロア←という概

念を必要としているわけで､リーダーが1人で走っていっ

て後ろに誰もつl)ていかないのでは､リーダーではない｡

したがって､リーダーの重要性はフォロアーの重要性と結

びついているはずです｡私どもはある役割においてはリー

ダーであり､ある役割においてはフォロアーです｡その中

からバーウィックさんが言われたような卓越したリーダー

というものが生まれてくる｡

ではビジョンを新しく確定し､それが説得力を持って社

会を動かす｡そういうり｣ダーをつくるためにはどうした

らいいか｡その1つのメソッドとしてロバート･ハッチン

スが唱えたのが､対話の文明であると思います｡変化する

世界の中でこの対話の文明を生かし続けることは可能であ

り､また必要である｡それがアスペン精神というものであ

ろうと思います｡

私どもはそれで5年間を過ごしてきて､幸い共鳴し支持

してくださる方々､積極的にその中から多くを酌み取って

くださっている参加者の方々の力により､さらにこれを発

展させるという見通しを持つに至りました｡このような幸

せを､私たちは現在得ていると思います｡

これで長時間にわたりましたシンポジウムを終わらせて

いただきます｡

閉会挨拶

福原 義春
(日本アスペン研究所副会長/

㈱資生空名誉会長)

福原義春氏

日本アスペン研究所名誉会長の鈴木治雄さんと会長の小

林陽太郎さんがアメリカのアスペン研究所の運動を日本で

もぜひ広めようと決意されたのは､いまから15年前です｡

すぐには実現が難しいだろうというので､1つの実験とし

て｢キャンプ･こドム｣という小さなセミナーを､初めは

北海道のホテル･ニドムというところで､2回目からは軽

井沢で続けられました｡そこでいろいろノウハウを得たと

ころで､お二人がアメリカのアスペンヘ行かれて了解を得､

日本の研究所をつくられたのです｡それからもう5年がた

って､これだけ多くの卒業生､そしてご支援くださる方々

にお集まりいただき､5周年のお祝いをすることができま

した｡

今日に至る卒業生は300名ですが､これは単に数の上の300

人ではないので､その300名が世の中の人々に与えた影響は

大変大きなものだ七私は思っております｡あと5年続けれ

ば600人以上になるでしょうが､そうなれぼ十分に日本の社

会をよい方に導くことができるようになるだろうと確信し

ています｡

卒業された300名の方お∵人お一人に､生涯にわたって世

界について､また価値について考えていただくならば､ま

ず日本はよくなる｡そして､日本がよくなれば世界がよく

なります｡これはちょうど､福澤諭吉が『学問のススメ』

の中で｢一身独立して一国独立す｣と言っているのと同じ

です｡そのような日本をつくっていくために､ぜひ日本社

会全体に影響を与えていってt)ただきたいと思います｡

5周年をお祝いしながら､これまでのみなさまのご努力

に対して､また今後のご研蹟に対して､一言お礼とお願い

を申し上げます｡どうぞみなさん､元気にご活躍ください｡
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