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｢かたり｣と｢ふぁか､｣坂郁恵

◆日本アスペン28D4年冬季セミナー懇話会

イスラームり人問学-イストム鰯欄度場数めく現松本耽朗

古典を通して日中関係を考える李延江

◆アスペン･セミナーに参加して

アスペンり今日的意義とそりミッシ富ン濱口敏行

多元的視点と複眼的思考大塚明

劉6回ユタゼタカプ･セミナーを受け継いで豊田良則

今遣先生を虫招きして表具善治

鈴木治雄名誉会長を悼む

鳥井信一郎理事を悼む

写真/岡野雄治･高田英子･児玉房子

レイアウト/佐野蓉央

古典を手がかりに､人間的価値の本質を探る

アスペン･エグゼクティブ･セミナー

参加していただきたいのは､異質で多様なバックグラウンド

を持った､さまぎまな分野のエグゼクティブ｡拠りどころとす

るのは､優れた古典や近現代の注目すぺき文献｡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､より高次のリーグ｣シップを発揮する力を磨く

■･=｡それが日本アスペン･エグゼクティブ■セミナ←です｡

●対象者 企業の役員･幹部社鼻､官公庁の幹部､学者･

研究者､芸術家､NPO･NGO関係者など｡

●テキスト 東洋･西欧の古典およびコンテンポラリーな文

献から精選し､抜粋･編集した日本独自のテキ

ストを使用します｡

●構成

●開催期間

●使用言語

●その他

モデレーター2名､リソース･パーソン2～3

名を含め､20名態となります｡

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｡

椅頭エッセイ〉

教養について
村上陽一郎
●国際基督教大学教授

最初から自分のことで気が引けますが､私の卒業し

た学部は教養学部なので､学士号は恥ずかしながら｢教

養学士｣です｡理学士､法学士など他の学士号から言

えば､｢教養学｣なるものがあるかのように思えます

が､勿論そんなものはありません｡東京大学の教養学

部(もう少し正確に言えば｢教養学科｣ですが)のモ

ッ下-は〈1aterspecialization〉､つまり｢なるべく

専門化を遅らせよう｣というものでした｡1封蝋己末に

ヨーロッパの幾つかの町に｢大学｣と呼ばれる組織が

発生したとき､その本体は｢哲学部｣で､上級学校と

して｢神学校｣｢法学校｣｢医学校｣も生まれました｡

その形式を最も忠実に残しているのは､今のアメリカ

です｡とくにアイヴィと呼ばれるミッショナリが植民

地時代から経営してきた学校は､｢大学｣くuniver-

sity〉 としては｢リベラル･アーツ｣大学で､｢上級学

校｣(大学院に当りますが)として､｢神学校｣(アメリ

カでは普通くdivineschool〉 と言うようです)､｢法

学校｣(それが今､日本を揺るがせている｢ロー･スク

ーリレ｣ですね)､それに｢メディかレ･スクール｣があ

るという形をとっています｡大学の本体は｢専門家｣

を造るところではない､というわけですね｡

ところで､｢教養｣という言葉の英語は何でしょう

か｡直ぐには思い浮かばない｡そういう私は｢教養｣

がないのかもしれませんが｡試みに和英辞書を引くと､

〈culture〉が最初に出てきます｡そう｢自分を耕す｣

という意味でなら､そうかもしれませんね｡ドイツ語

では〈Bildung〉がぴったりです｡｢ビ)L/ドゥンクス･

ロマン｣などという言葉は日本でもときに使われます

ね｡でも｢教養小説｣というのでは少し意味がずれま

す｡ぴったり､と言いながら､ずれると言うのは矛盾

ですが､くBildung〉のもとになった動詞〈bilden〉

は､英語の〈build〉の類似語ですから､くBildung〉

は｢造り上げること､打ち立てること｣です｡｢ビルド

ウンクス･ロマン｣というのは､一人の人間が｢自分

を造り上げる｣過程を描いた小説のことを言います｡

つまり私の考えでは｢教養｣とは｢自分を造り上げる｣

素材となるものです｡勿論｢自分の完成｣には一生涯

が必要でしょうが､しかし､またある程度の人間的な

成熟ぬきに､聖職者や医師や法曹は務まらない｡それ

が､大学が生まれ､伝統を形成していったときに背後

にあった考え方だったのでしょう｡

戦前の日本の社会では､旧制高校がその役割を果た

していました｡旧制高校はほとんど大学予備門でした

から､その卒業生が大学で専門化した字間を学んでも､

それほど大きな問題はなかったのかもしれません｡し

かし､戦後､高等学校が｢中等教育｣として位置付け

られ､大学と切り離された結果､｢人間を造り上げる｣

過程は大学に押し付けられました｡だったら､すべて

の大学を｢リベラル･アーツ｣大学にして､専門化は

大学院に託する､という方法(それがアメリカの採用

した方法です)をとればよかったのに､｢-一般教養課程｣

と称する､誰からも歓迎されず､誰からも評価されな

い制度を造ってお茶を濁したために､ことがおかしく

なりました｡

今､大学を｢リベラル･アーツ｣大学として位置付

け直そう､という動きが少しずつ見えてきました｡大

学の四年間に､東西の古典を読む､社会のなかで活動

(サーヴィス･ラーニングと呼ばれます)する､さま

ぎまな言葉に出会い､さまざまな学問(の入り口に過

ぎませんが)に出会い､自分の生を考え死を考え､そ

して自分が社会のために何ができるかを考える､そう

したことを支えるものこそ､私は教養だと思っていま

す｡しかし､ここまでは｢大学｣という制度のなかの

話でした｡先にも書きましたように､自分を造り上げ

る作業は､一生涯を通じて､のはずです｡大学を出て

後は､教養と付き合う必要はない､ということにはな

らないでしょう｡アスペンの場は､まさにそうした考

えの下に用意されているのだと私は思います｡
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◆アスペン 対話

成熟した市民社会り実現に向けて

福原義春氏

福原義春
●日本アスペン研究所副会長

株式会社資生堂名誉会長

‡中央集権国家から市民社会国家へ
編集部 このところ企業や公共団体などさまぎまな姐招で

社会的責任を問われる事態が頻発し､職業倫理の問題がに

わかにクローズアップされるようになりました｡企業にも

利潤追求という大きな目的だけでなく社会の一員という側

面もあり､市民社会とのバランスや社会的な貢献も重要度

を増していることを忘れてはならないような気がします｡

そこできょうは､これからの日本社会をより成熟度の高

いものにしていくための道筋を､お二人の対話を通して探

ってゆきたいと思っております｡

福原 市民社会とは､社会の構成員が主役となってみんな

で社会をつくっていく､国をつくっていくというものです

が､その歴史はアメリカの方がヨーロッパよりはるかに長

いことはあまり深く認識されていませんね｡フランスの思

想家で政治家のトクヴィルは､アメリカを訪れその社会を

実際に見て驚き､19世紀に『アメリカの民主政治』という

本を書きました｡以来ヨーロッパの人たちは､なぜアメリ

カ人はあんなに強く社会的に結合していられるのかといま

だに驚きを持って見ていると思いますが､それは彼らが民

族や人種による自然発生的な結合ではなく､主体的に自分

たちの社会をつくってきたからなんです｡

一方､ヨーロッパではいま国民国家の使命はほぼ終わり､

ヨーロッパユニオンと言うべき一つの地域連合体になりつ

つあります｡その結果､国家の概念は薄められ､地域主義

が強まって､地域間のゆるやかな連帯が求められるように

なり､最近はナントやストラスプール､アビニョン､ジェ

ノバといった都市の発言力が増してきています｡これは､

ヨーロッパが中央集権国家から市民社会国家に移行してい

る証ですね｡別な言い方では都市への回帰でもあります｡

これが今後どのような形になっていくのか､大いに興味を

持って見ているわけですが｡

今道 アメリカ社会に対してトクヴィルが驚きを感じたの

は､それまで文化的成熟というものをヨーロッパ社会は達

成したと思っていたけれども､近代化の過程で貴族社会が

担ってきた文化の質が変わりつつあることを認識したから

ですね｡では貴族社会のないアメリカではどのような形で
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社会や文化の形成がなされているのかと↓)う疑問をトクヴ

イ/レは抱いていて､その答えを仲間が集まるさまぎまなソ

サエティーに見出した｡アメリカでは､教会や学会､趣味

の集まりなどに階級別ではない同好の士が集まって活発に

活動をしており､文化の担い手が市民平等の社会から出て

きていることを知ったわけです｡

しかし､市民社会の成熟ということから言いますと､い

まのアメリカは一国主義的になり過ぎていて､首を傾げざ

るをえない国になっていますけどね｡

福原 確かに国家としてのアメリカは､｢種の覇権主義国

家的な存在にならざるを得なくなっています｡しかしアメ

リカの地域社会では､教育委員会だの場合によっては市政

につも)ても市民がみんなで担っていますし､市長もボラン

ティアでやっている人も多く､アメリカに住んでみると､

地域の市民的な自治能力はトクヴィル以後さらに高まって

いる感じがしましたね｡

今道 国家としてのアメリカはこれからどうなるのかと心

配ですが､先ほどEUのことをおっしゃいましたけど､近

代国家というものは本当に終焉に差しかかっていると思う

んですね｡国家があるから国家間の戦争も起こるわけで､

多分21世紀の課題は､18世紀末から始まった近代国家を解

体し､新しい世界秩序をつくることだろうと思います｡そ

ういう見通しを持っている点で､われわれアジアの現状と

比べるとヨーロッパの市民社会ははるかに進んでいるよう

に見えます｡

そのような問題を視野に入れているように見えない日本

の市民社会の成熟度は､まだまだと言わぎるをえませんね日

通に､その間題について企業が果たす役割は大きいと思う

のですが､いかがですか｡

‡露災が変えたもの
福原 企業が社会を支えていた時代は､20世紀までなんで

す｡産業社会の進買によって､企業の力は2〔世紀に最高潮

に達しましたが､それ以降､企業の経済力あるいは文化力

は総体的に減りつつあります｡では､何がそれを補完して

いるのかと言うと､それはNPOや市民活動グループです｡

日本の場合､NPOだの市民ボランティアだのの本格的な

今道友信
●日本アスペン研究所特別顧問

哲学美学比較研究国際センター所長 今道友信氏

活動の歴史は､1995年の阪神･淡路大震災以来なんです

ね｡もちろん､それ以前にも胎動はありましたが､本当に

国民的な頻模になったのはあの大震災以降でしょう｡

それまで日本では､NPOあるいはシビル･ソサエティ

ー･オーガナイゼーション(CSO)という市民社会組織

的なものは成り立つわけがない､なぜなら日本はキリスト

教のような宗教的･哲学的バックボーンがない国だからと､

総合雑誌などでよく高名な論者が書かれていました｡とこ

ろが､そんなものには関係がなく95年に､この年がボラン

ティア元年と言われていますけれども､突然若い人たちを

中心にボランティア活動が巻き起こってしまった｡

ふり返ってみると､80年代の終わりにバブルが崩壊し､

それまではお金があればすべての幸せが買えると思ってい

た人たちが､お金だけでは幸せになれないことがわかって

きたのが90年代です｡そこに天災が起こり､多くの日本人

の経済観や幸福観が大きく変わったわけですね｡

今適 確災された方々i･こは本当に申しわけない言い方です

が､あれがあったから､人々は少なくともパトス(情念)

の領域では何かしなければという気になった｡その結果､

復興に向けての活動が活発化して､それが行政などにも影

響を与えたと思います｡その点は非常に素晴らしいことで

すが､しかしそこに本当のイデ｣(‥哩念)というか哲学と

いうものがないと､当面の問題が解決してしまうと求心力

が弱まって､まだ世界にはいろいろな問題があるのに､そ

ちらに向けて新しい運動を起こすような気運が生まれない

ことになる｡ですから､その運動を一過性のものにしない

で継続させるにはどうしたらいいかということについての

本当のディスカッションが必要だと思うんですが､日本で

はそこの議論がまだないように思いますので､ここで油断

してはいけないと思います｡

そのためには､市民がいろいろな形で問題を論じ合う場

として､もっとジャーナリズムが目覚めてくれなければ困

りますね｡いまは新聞を見てもテレビジョンを見ても､セ

ンセーショナノレな事件にばかり目を向けていて､基本的な

問題についてわかりやすく人々に議論する場を提供する努

力が欠けているような気がします｡

福原 市民社会の成熟には､議論の場を提供したり啓蒙し

たりするジャーナリズムの役割が欠かせませんからね｡

今遥 でも日本のジャ｣ナリズムは､いまだに儲け主義の

レベルで低迷しているような気がします｡報道機関も結局

は企業ではありますが､そこでの企業人の自己覚醒という

ものがもっとあって､市民と手をつないで知的に進んでい

くという面がないと､いつまでたっても日本でのNPOの

運動も行政も企業も､知的レベルにおいてアメリカやヨー

ロッパとは大きな距離があるままになりますね｡

福原 そういう意味では､すでにもうでき上がっているア

メリカ型の市民社会づくりと､いま急速に変わろうとして

いるヨーロッパ型の市民社会づくりと､日本がいまたどっ

ている道とは､それぞれ全然違うんです｡どれが一番優れ

ているとは言えませんが､少なくとも日本のものは日本ら

しい､もう少し背骨のしっかりした運動になるべきですね｡

阪神｡淡路大震災のときには､延べ135万5千人(1995年

末)もの人が押し寄せてしまい､現地ではその受け入れ態

勢も整えなくてはならずかえって混乱を招いたという面も

ありましたが､その人たちが力になった面は非常に大きか

ったと思います｡これは政府が命令したわけでもマスコミ

があおったわけでも何でもない｡この事実は､私は非常に

尊重すべきことだと思うんです｡この後､98年3月に｢特

定非常利活動促進法｣いわゆるNPO法案というものがで

きます｡本当はNPO法案が先に用意されていて､そこに

事件が起こるというのがあり得ぺき姿ですが､そこまでま

だ日本の市民社会は成熟していませんでしたからね｡法案

自体も実はまだ試行錯誤中のような内容で､いろいろ問題

点を含んでいますし｡

それは今後の課題として､確かに先生がおっしゃるよう

に理念というか哲学は必要だと思いますが､ここで大事な

ことは､少なくとも日本人が市民として行動することに目

覚めたことと､行動した結果､事態がよくなったという達

成感をみんなが味わったことだと思うんです｡少なくとも､

その思いは後に残っていくと思いますね｡

‡唯新主義･唯奇主義を排す
今道 よくいまどきの若い者は駄目だなんて言いますが､

あのときはやはり若い人たちの力が大きかったのは確かで

すね｡ただ､それが一つの具体的な問題に対処する現場と
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◆アスペン対言古

成熟した市民社会の実現に向けて

してはいいんですけれど､それが済んでしまうと継続しな

いで､羅災の結果生まれてしまった遺児とか独り暮らしの

老人などをどう支えるかという問題は残ったままという｡

そういう状況を考えますと､別に宗教に頼るわけではあ

りませんが､市民の中にしみ込んでいる宗教なり哲学思想

なり倫理意識なりがあって､一時的な運動が終息し､それ

ぞれ持ち場に帰った後もそれを見守っていく心というよう

なものがあればよいと思います｡日本では､それがやはり

足りないような気がしますね｡そういうことを考えると､

法制主義に縛られている政蹄や行政に期待する前に､-市民

意識をもとにした活動理論をしっかり打ち立てることが大

事だという気がします｡

福原 いま世の中は､新しい秩序に向かって混言し状態にあ

ると思うんです｡さまぎまな萌芽が出てきている状況の中

で､これまでの政府とナポレオン法典以来の法制ではもう

国民のこ一ズを満たすことはできない｡そうなると､法を

超えた新しい動きをすくい上げる方法を考えなくてはいけ

ませんね｡政府だけではこれから先の新しい社会は成り立

福原義春氏

っていかないだろうと思いますが､それを依然として中央

集権的に規制することだけを考えている｡それでは事は運

ばないでしょう｡

これをどのように変えていくかですが､それには､そこ

に従事している人たちがなるほどそうだと納得するような

思想をつくっていくことが大事だと思います｡

今道 そう思いますね｡納得できなくても､理論的に論じ

合えるような思想があれば､それぞれがまた新しい考えを

生んでいくことができますから｡

先ほど福原さんは､背骨のしっかりした運動をつくらな

くてはとおっしゃいましたが､それは大事なことだと思い

ます｡日本は先の震災で､唯物主義からは目覚めたようで

すが､最近の周潮で気になるのは､何か新しくさえあれば

いいという唯新主義､あるいは奇妙であればいいという唯

奇主義がはびこっていることです｡別の言葉で言うと､好

奇心さえあればいい､好奇心が文化を進めるとか､誰も人

がやっていない珍しいものならいいという唯珍主義に価値

があるという風潮､それは大変危険だと思うんですよ｡

今道友信氏

⑧

その好奇心が何に対しての好奇心かを問わなければ意味

がない｡大量葉物兵器だって､好奇心からということもあ

りえますからね｡よく高名な科学者たちが､好奇心が自分

を育てたとか好奇心を持ちなさいと言っていますが､そこ

に倫理とか道徳的な善というものがないと､それはとんで

もない発言になる｡やはりそこには､善いものに憧れると

いう気持ちがなければならないと思います｡

福原 唯新主義は､明治維新が源流なんでしょうか｡

今道 R本は伝統が保たれている国だったせいかもしれま

せんが､長い間､唯新､唯奇というものが必要以上に大事

にされてきたように思うんですね｡ただ新しければ､ただ

奇抜であればというのは､文化を奇形にすることはあって

も､本当の堂々たる文化は産み出さないような気がします｡

福原 何か問題があったときに､それに対して奉仕しよう､

あるいはそれを研究してみようと思うことの前に､やはり

そこに真善美というものがあるかどうか自問しなくてはい

けないわけですね｡

今遺 そういう基本的なことを人間として真剣に考える､

という気構えがあるとないとでは大違いだと思います｡真

善美という本当の価値に対して謙虚な姿勢がないと､とん

でもないことになるような気がしてなりません｡

‡ェコエテイカに向けて
福原 先生は｢文化と倫理｣ということをよく言われます

が､文化を究めていくと倫理に行きつくように思います｡

文化にはさまざまな定義がありますが､例えば1994年に

第1回の日仏文化サミットに出席されたフランスの社会学

者エドガール･モランさんが｢体を使い心をこめて物を編

み出していくことが､文化の語源である｣ということを言

われました｡私はもう少し簡単に考えて､人間は誰でも生

まれた以上よりよい生き方を目指すものであり､そのより

よい生き方とはお金儲けのようなものではなく､社会の中

で役に立つ､あるいは人に少しは敬われるような人間にな

るというような､そういう美しい生き方を追求していくの

が文化だと思うんです｡

例えば､縄文時代の火焔土器｡あれも縄文の人たちが美

しい生き方を追求した結果の成果物で､あれはすでに文化

の形になっており､芸術の領域に入っている｡恐らく縄文

の人たちはあれを見て､土器をつくった人たちはどのよう

にして神に近づき得て､あのような立派なものがつくれた

のかと驚嘆し畏怖したと思うんですね｡そう考えると､文

化も倫理を抜きにはできないと言えます｡

今遠 景近､日本では10代前半で自殺をする子どもが出て

きたりして､何とか子どもたちの生きる力を養わなくては

という声を聞きますが､必要なのはただ生きる力ではなく

て､よりよく生きる力なんですね｡それには､憧れのよう

なものが大事で､何とか自分の力でそれに似たものをつく

ろうとか､それに近づこうと努力する｡また､惨めな状況

に置かれた人に同情を寄せ､そういう状況をなくそうとす

る｡つまり､自分をよりよくし､社会をよりよくしていこ

うと努める｡文化とは､そういう営みでなければならない

と思うんですよ｡ですから文化のモチベーションが先ほど

の唯新とか唯奇では駄目で､本当の価値に目覚めた､謙虚

な慎ましい気持ちがないと､優れたものは出てこないと思

います｡

私は時々｢実践美学｣という言葉を使いますが､普通の

人間には大きなことはなかなかできませんから､せめて周

囲の世界を少しでも美しくしていくことが大事なような気

がします｡日本では文化と言うと､文イ出オとか何か目に見

えるものだけを考えますけれど､目に見えない心が美しく

なければ美しいものは出てこないと思うので､先ほど福原

さんが言われた､文化は突き詰めると倫理になるとおっし

やったことを､私はそのまま喜若いたいと思いますね｡

福原 賛成していただけますか｡

今道 ｢君子は身を殺して仁をなすことあり｣という孔子

の言葉と､聖書の｢本当の愛とは自分の命を捨ててでも:友

を救う気持ちだ｣という言葉と､そういう東西の教えが､

いずれも文化とはそういうもので倒ナればならない､行為

とはそういうものでなくてはいけないことを教えていると

思います｡それがどうも日本の社会ではしばらくの間､教

育界でもビジネスの世界でも官僚の世界でも技術の世界で

も､忘れられていたような気がします｡いま､このような

技術社会となって､技術が道具であると同時に環境となっ

た状況に本当に即応する倫理というものを､これからはお

互いに求めていかなければならないと思うんです｡

福原 つまりそれは､先生が提唱されているエコエテイカ

になるわけですね｡

今道 エコとは､わかりやすく言えば人間の行動範囲です

から､広くは宇宙にも及ぶし､狭くはナノ空間にも及びま

す｡これからは､国家の枠を超えた広い次元と科学技術を

介しなくては見えない極微の次元の中に新しい倫理をつく

っていこうという運動をみんなで求めていく･ことが大事だ

と思います｡
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◆特別寄稿

｢かたり｣と｢ふるまい｣
坂部 恵
●桜美林大学教授

l時代の危機を先取りした物語論ブーム

物語論(ナラトロジー)という研究分野､あるいはもう

少し詳しくいえば､人文学を中心とした学際領域がありま

す｡とりわけていえば､およそ1970年代あたりから欧米で

も､またそれを承けて日本でも盛んになりました｡その後

いっときかつてほどは話題にならなかったのですが､また

ここ数年来､心身医学･精神医学の世界で｢ナラティヴ･

ベイスド･メディスン｣についての議論が盛んになり､わ

たくしもその領域の専門家をまじえた京都での物語論のシ

ンポジウムに昨年暮れに参加したばかりです｡

7(I牢代といえば､世界的なスチューデント･パワーの高

まりの熱気が残り､ヴェトナム戦争が､のちの冷戦の終結

と社会主義諸国の自壊に先立って反共イデオロギー(ドミ

ノ理論)の無効を証し立てつつあった頃です｡こんな情勢

に応じて､哲学､歴史学､文学(研究)といった人文科学

の世界でも､従来の殻を破った革新の機運がきざしはじめ

ていました｡エリートの文化だけではなく､ひろく民衆の

なかに生きる文化の息づかいを感じ取りたいというので､

口承文芸の研究が､日本では落語なども研究対象として盛

んになりました(平家琵琶や説経節など途絶えかけていた

伝承に､若い後継者養成が急務とされるようになったのも､

こうした機運のなかでです)｡｢かたりもの｣の盛んだった

中世の民衆のメンタリティーなどにも､おいおい光があた

るようになりました｡

こうした歴史研究での新領域の開拓に加えて､文学､言

語学､哲学の研究者たちによる物語そのものの構造分析､

いわば物語の文法の探究も､諸民族の神話や民話など比較

的分析の容易な分野を突破口として盛んに行われました｡

内面的なライフ･ヒストリーが何らかのトラウマ(心的外

傷)ゆえに物語として語り出ることを妨げられる､いって

みれば欠如態の物語論の見地からも臨床心理学や精神分析

学から少なからぬ寄与がなされ､人間のメンタル･ライフ

に占める物語の位置と重要さにあらためて光があてられた

のです｡

この物語論ブームは､しかし､学問の進展というよりは､

⑧

期せずして人文学がいわば時代の危機を先取りしたことの

結果であるようにわたくしには思われます｡ハイテクの博

幸駈三達手段やテレビゲームの類がいわゆるヴァーチャル･

リアリティーの領域を大幅に肥大させるのとは裏ほ夏に､あ

るいはまた都市化の進匡にともなう少子化と核家族化が止

めようもなく進むにしたがって､子供たちの内面に生きて

蓄えられた物語の貧困化･単純化が人間関係に及ぼす数々

のマイナスの効果が指摘されるようになったからです(あ

るいは､情報の洪水のなかで､メディアが流す情報にこめ

られたあれこれの､多くはそれと意識されない物語が､知

らぬ間にひとびとの判断をある類型に塗りこめてしまう危

険への自覚もこれに加えてもよいかもしれません｡ついで

にいえば､この二つのことが結びついて相乗効果を生むと

なると､わたくしども戦中世代にとっては忘れがたい､戦

時中の今からは考えられないほど常軌を逸した思想統制な

どよりももっとおぞましいことが起こるかもしれない､と

わたくしは考えています)｡

l｢かたり｣の二重性

｢かたる｣ことは､｢語る｣ことであると同時に､｢騙る｣

ことに通じる｡このあたりが日本語で考えることの面白さ

です｡しかも､｢騙る｣という表現のもっとも→般的な用法

は､｢大会社の社長を騙って金品を詐取する｣という類のも

のでしょう｡ここで､｢～を偏る｣のは､騙りの対象ではな

く主体､すなわち誰某が社長に扮して詐欺をはたらく､と

いうことです｡ここでは｢かたり｣の内容ないし対象･客

体が(自分は何庶の資産があるので､等々)､真実ないし実

態にくらペて二重化されているのとおなじく､そもそも｢か

たり｣の主体が､誰某一社長というように二重化されてい

る｡

しかし､考えてみると､こうした主一客両面での二重化

は､何も｢騙り｣の場合にかぎらず､通常の｢語り｣にお

いても､多かれ少なかれ見られるものではないでしょうか｡

物語論が盛んだった頃には､物語の｢主体｣のあり方をめ

ぐってしばしば議論が交わされたことを思い出します｡い

わく､物語の｢語り手｣と作者とは､元来別のもので､そ

こにあきらかな主体の二重化があるのではないか｡それは､

日本の私小説のようなものの場合でさえそうなのではない

か｡またいわく､複式夢幻能の後シテの｢かたり｣は､亡

霊のかたり､ないし死霊の憑いた巫祝のかたりなので､典

型的な｢かたる主体｣の二重化が見られるのではないか､

等々(｢われ思う､ゆえにわれあり｣というデカルトの｢思

う主体｣が､じつは真理認識の原型とみなしてよいほど､

そんなに単純･素朴なものではないのではないか､といっ

た類の議論がしきりに交わされていた当時のことです)｡

｢かたり｣というのは､それに参与する語り手と聴き手

が､いわば｢かたり｣に特有の身構えをもって､さしあた

り現実･目前への行為的関心を遮断し､(昔の思い出につい

て｢かたり合う｣場合などのように)ときに尾鰭をつけた

｢ロビンソン･クルーソーj初版本のさし絵(闇2年)

り大法螺の｢騙り｣を交えたりしながら､対象ないし客体

と主体をともに二重化し､たがいに愉しんだり､それとも

騙し騙されたりする､そうしたものではないでしょうか｡

こうした遊びの余裕は｢かたり｣に特有のもので(カラオ

ケでおなじみの｢うた｣､詩もそうですけれども､いまは措

くとして)､｢はなす｣という､それにくらべて単純･素朴で

多く現実･目前の行為への関心と直結した言語行為には見

られないものです｡そして､ここで結論を先取りしていえ

ば､みずからのうちに良質の物語のストックとオプション

を豊かに幾重にももって､どんな場面に臨んでも上手にシ

ミュレーションを操ってその場に対処し生きることを愉し

むことができる､というのが､当今いうところのQOL(生

活の質)の高い人生にほかならないといえるでしょう｡

ところで､｢ふるまい｣という日本語も､また含蓄に富ん

だことばです｡｢ふり+まい｣と分解するにせよ､あるいは

たんに｢ふり｣の延引形とみなすにせよ､いずれにしても

｢ふり｣を含む｡ということは｢ふるまい｣には｢ふり｣(自

己演技?)が不可欠の構成契機として含まれていることを

いうにほかなりません｡欧米語でも､behaveoneself,Sich

verhalten,SeCOmpOrterというように､｢ふるまう｣こと

は､少しどぎつくいえば､自己を演ずること､自己を｢よ

そおう_｣ことです(｢よそおう｣も､｢かたる｣とおなじく

両義的であることがおわかりでしょう)｡

こうしてみると､｢かたり｣は｢ふり｣ないし｢ふるまい｣

の一種と見て差し支えがなさそうです｡アスペン･セミナ

ーでは､古今の質のよい思想･哲学の古典をもとに参加者

の対話が交わされますが､この対話は､｢はなし合い｣とい

うよりはむしろ｢かたり合い｣でしょう｡豊かな思想の種

をもとに､それを｢まねび｣､｢かたり合い｣､各人が心の

なかにもつ多くの未完かつスタンバイ状態の｢物語｣群を

より豊かにすること(心に詩があれば､もちろんなおさら

よい)､それは最上の贅沢の一つであるとわたくしは思いま

す｡

⑧
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イスラームの人問学
イスラーム世界の制度と思考をめぐって

松本秋朗
●英知大学大学院宗教文化研究科教授

イスラームの6信5行

きょうは､できるだけイスラームの基本的な事柄につい

てみなさんに知っていただきたいと思い､イスラームの宗

教上の制度とイスラームの思想がどのような関係にあるの

か､イスラームの制度がイスラームの思想を育み､その思

想がまた制度を充実させていったという､制度と思想の相

互補完的な関係を中心にお話を進めていきたいと思います｡

イスラームの宗教上の制度には宗教的義務､アラビア語

で｢イバーダ｣ト｣と呼ばれるものがあり､これには信仰

の対象を示した6信と､行為義務を規定した5行がありま

す｡6信とは｢アラー､天使､経典､預言者､来世､定命｣

のことで､この6つを信仰しなさいと言う｡5行とは｢信

仰宣言､礼拝､断食､喜捨､巡礼のことで､信徒の行う

べき行為を定めています｡

まず6信の中で最重要なのは､勿論アラーという創造主

です｡実はアラ｣に｢神｣という日本語を当てはめるのは

誤解のもとでして､日本語では世の常ならぬものはすぺて

｢神｣になれる｡そこで｢ゴルフの神様｣｢野球の神様｣と

いった言葉が成立します｡ところが､イスラームでは｢野

球のアラー｣｢ゴルフのアラー｣といった表現は絶対できな

い｡言語上､これは不可能なんです｡ですから｢ゴルフの

神様｣といったレベルの神と混同されてしまうと非常に困

りますので､イスラームの話をするときは神と言わずアラ

｣をそのまま使うことにしています｡正しくはアッラーと

発音しますが､日本ではアラーの方がなじみがありますの

で､こちらを使用します｡

中国にも大勢のイスラーム教徒がいますが､大別すると

2種類の人たちに分かれます｡一方は中国語を話さず､ト

ルコ語やペルシア語などを話す人たち｡もう一方は中国語

を喜旨す回族と呼ばれる人たちです｡この回族の人たちが中

国語を使って自分たちの信仰の内容を説明してくれている

ので､同じ漢字文化圏に属するわれわれも､イスラームが

理解しやすくなっているわけですね｡彼らはアラーのこと

を｢真主｣とか｢真宰｣という言葉を使って理解していま

すが､こちらの方がアラーの実態を伝えていると思います｡

次に天使｡これはアラーが遣わしたものですから信じな

さいと｡次いで経典｡これは具体的にはコーランを指しま

すが､同時にコーランに先立ってアラーが人間に下したさ

⑳

まぎまな啓示を書き留めた､例えば｢福音書｣とか｢モー

セの十戒｣といったキリスト教でもおなじみのものなど､

古い書物全体を経典と呼んでいます｡これらはアラーの意

思ですから信じなくてはいけない｡4つ目の預言者｡これ

もアラ｣が派遣されたものなので信じる｡5つ目の来世｡

これは､人間は最後の審判の日を迎えて天国行きと地獄行

きに分けられることになっていますが､そのような死後の

世界の存在を信じなさいと｡最後の定命とは､この世に起

こることはすべてアラーが定めたことなので､人間はそれ

を受け入れなければいけない｡これが｢イスラ←ムの6信｣

と言われているものです｡

ついでに預言者とは何かと言うと､アラーの本質を世界

に知らしめる能力を持った者のことで､預言者アダムから

始まりムハンマド(マホメット)はその最後の預言者とい

うことになっています｡アラーは森羅万象を創造すると､

自らの意思を伝えるために多くの預言者を次々に世界に派

遣しました｡そのため世界には数多くの宗教が存在するよ

うになったと彼らは考えています｡したがってイスラーム

世界では仏陀も孔子も預言者の一人と受け止められており､

このように考えるので､彼らにとっては多文化共存は可能

なのです｡

次に6信と併せてイスラームの制度のおおもとをなして

いるのが､5行あるいは5桂と呼ばれる行為義羞です｡イ

スラーム教徒は､これらを必ず行わなければいけない｡

その1つ目の義務が信仰宣言(シヤハーダ)で､｢アラー

のほかに神はなく､ムハンマドがアラーの使徒であること

を証言する｣という言葉を､毎日礼拝のたびに唱えなくて

はいけない｡日本人は､礼拝するとは何か願いごとをする

ものと思いがちですが､イスラームは違うんですね｡アラ

ーに向かって毎日､多神崇拝を拒否し､ムハンマドが正統

な預言者であることを認めると宣言し続ける｡これがイス

ラーム信仰の基本となります｡

2つ目の義務が､1日5回の個人礼拝と過に1回の集団

礼拝｡金曜日には､みんなが集まって礼拝をしなければい

けない｡3つ目は年に一度の断食(ラマダーン)｡これは断

食月の1カ月間断食を行うもので､みなさん大変だなと思

われるでしょうが､実際には日の出から日没までの問何も

食べないということなので､みんな日の出前にたくさん食

へ 日没後にまた御馳走を並べて大食いをしている｡それ

が断食月の実際です｡4つ日は喜捨(ザカート)｡信徒は収

入の⊥那を一種の税金のような形でイスラームの共同体に

寄附しなくてはならない｡5つ目が巡礼月でのマッカ巡礼｡

みなさんメッカと言いますが､正しくはマッカです｡ここ

に巡礼月に当たった月に巡礼をする義務がある｡この5つ

は､最初の信仰宣言という土台の上に残りの4つが乗って

いるという関係ですね｡

5行のうち､喜捨と巡礼はその能力､資力がある人にと

っては義務ですが､能力がなければ免除されます｡礼拝と

断食は貧富に関係なく信者全員の義務になっていますが､

断食に関しては免除の規定があり､病人､幼児､妊婦､旅

人､戦場の兵士は免除されています｡

巡礼とは､巡礼月の7日から13日にかけて聖地マッカと

その北方にあるアラファートという小高い丘で執り行われ

る巡礼行事に参加することで､この巡礼の日時に合わせて､

全世界のイスラーム教徒は巡礼月の10日から13日にかけて

それぞれの場でお祭りをすることになっています｡｢イー

ド･ル･アドハー｣と呼ばれるこの祭りは､イスラームの

二大祝祭の一つで､巡礼に行かない人も巡礼月の祭りに参

加することで信徒としての連帯感を味わう仕組みになって

いる｡ついでに言うと､巡礼月以外の好きなときにマッカ

に巡礼することを｢ウムラ｣と呼び､これは経済的な余裕

がある人が都合のいいときに詣でるものです｡

二大祝祭のもう一方の大祭は断食月明けのお祭りで､断

食が終わった翌月の1日から3日間行われます｡これは｢イ

ード･ル･フィトル｣とか｢ゴルバーン｣(犠牲祭)と呼ば

れ､これも全イスラーム教徒にみんなが一つのイスラーム

共同体に所属していることを確認させる装置になっていま

す｡

喜捨(ザカート)とは信者が1年間所有した財産の一部

を供出するものですが､イスラームの規定の解釈･運用に

ついて4つないし5つの流派があり､イスラーム法の四大

法学派とか五大法学派と呼ばれるその学派によって､ザカ

ートの額は違っています｡ザカートの対象になるのは通貨､

家畜､果実､穀物､商品であり､それらの一部を強制的に

寄附させられる｡それ以外に余裕のある人は自発的喜捨(サ

ダカ)を行うようになっており､イスラームの町のあちこ

ちにはサダカ用の箱が置いてあって､人々がコインを入れ

たりしています｡それは主として慈善事業に使われます｡

ザカートは宗教規定上の喜捨ですが､通常は政府が徴収す

ることになっています｡

松本秋朗氏

キ:▲･二

ザカ､-トによって集められた財は､貧しい巡礼者の支援､

修行者の支援､借金を返済できない者の支援､乞食の支援､

貧しい旅行者の支援､新たにイスラーム教徒になった人へ

の支援と使途が決まっており､ザカ←トから政府の役人の

給料を支払うといった使い方はできません｡このように､

ザカートという宗教上の義務の遂行業務を政府が担う仕組

みになっているため､イスラーム世界では近代ヨーロッパ

のような政教分離の思想はなかなか受け入れられないわけ

です｡

すべての人はイスラーム教徒である

以上が宗教的義務(イバーダート)と呼ばれているもの

の大まかな内容ですが､もう一つ､イスラーム教徒の行動

様式を決定しているものに倫理的義務(ムアーマラート)

というものがあります｡

これは主にコーランの17章23節から39節にかけて列挙さ

れているイスラーム教徒が守るべき倫理規定で､これには

①アラー以外の神を信じない｡②両親には親切にし､礼儀

をつくす｡③近親者､貧者､旅人には施しをする｡④浪費

せず､ケチをしない｡(9困窮を恐れて子殺しをしない｡こ

れは当時の野蛮な習慣を拒否するということと関係してい

ます｡⑥不倫をしない｡(訂正当な理由もなく殺人をしては

ならない｡(釦弧児の財産を守る｡⑨契約を守る｡⑭公正な

商取引をする｡⑳あやふやな知識で行動しない｡⑫高慢に

なってはいけない､といったことが挙げられています｡

この他にも､嘘をついてはいけない､どん欲になっては

いけない､他人を中傷してはいけない､盗んではいけない､

酒を飲んではいけない､賭事をしてはいけない､などの禁

止事項が倫理的義務としてコーランに記されています｡イ

スラームにおいては原初の契約によって非イスラーム教徒

も潜在的なイスラーム教徒であるとみなされているので､

イスラーム教徒はこの倫理規定をすべての人々に対し適用

しなければならないのです｡

では原初の契約とは何かと言うと､コーランによれば､

この世界が創造される前に､この世界に過去から未来にわ

たって現れる予定のすぺての人間が一度アラーの前に呼び

出された｡そして､アラーの｢私があなたたちの主人です

ね｣という問いかけに､みんな｢はい､そうです｣と答え

た､ということになっている｡ですから､イスラーム教徒
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イスラームの人問学-イスラーム世界の制度と思考をめぐって

からすると､いまここにご出席のみなさんはすべてイスラ

ーム教徒なんです｡生まれる遥か以前にアラーを私たちの

主人であると認め､いまはそのことを忘れているだけで､

いずれはみんな目覚めてイスラーム教徒になると､このよ

うに彼らは解釈しているわけです｡

つまるところ､イスラームの信仰とは-イ村可かと言うと､

実はイスラームという言葉そのものが､アラーの教えを信

じ､それによって心が落ちついて平和になるという意味で､

信仰の目的そのものを表しているのです｡アラビア語で平

和のことをサラームと言い､これは日常挨拶として使われ

ていますね｡片方が｢アッサラームアレイクム｣(あなたの

上に平和がありますように)と言うと､言われた方は｢ア

レイクムサラーム｣(あなたにも平和がありますように)と

返す｡このサラームという言葉とイスラームとtlう言葉は､

ほぼ同じような意味なんです｡つまり､アラーに身も心も

ゆだね､心の平和を達成するのがイス･ラーム

信仰の目的であり､その根幹にあるのはアラ

ーに対する感謝の気持ちです｡

キリスト教との比較

こういったものがイスラ｣ムの制度および

倫理観の根拠になっているわけですが､これ

をキリスト教世界の制度とか観念とつき合わ

せてみるとイスラ｣ムの特徴がよくわかりま

すので､次に両者の比較をしてみたいと思い

ます｡

まず1つ目はイスラーム経典､つまりコー

ランをイスラーム教徒はどのように捉えてい

るか｡彼らはこれをアラーが言語的に地上に

出現した姿だとみなし､コーランそのものが

神もしくは奇跡なのだと解釈しています｡で

すから､地上における神の顕現という観点か

らすると､コーランはちょうどキリスト教に

おけるイエスに当たるわけです｡経典と呼ぶ

からにはコーランはキリスト教の聖書と同じ

ものだろうと考えがちですが､実はコーラン

はイエスと同格になるんです｡

次に預言者ムハンマドについて｡ムハンマ

ドはアラーの吉葉を伝えて各地にイスラーム

共同体をつくりました｡したがって､彼の役

割は､教会建設という観点からするとパウロ

の業績に非常に近い｡ムハンマド自身､自分

は決して超人でも神の子でもない､地面を歩
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き回る普通の人間だと､コーランの中でも何度か繰り返し

述べています｡

3つ目に､イスラーム教にはコーランの他に､預言者ム

ハンマドとその同志たちの言ったことや行ったことを記録

した｢ハディース｣と呼ばれるものがあります｡人々はこ

れを手本にして日々の問題を解決していく､ある))はこれ

を人生の指針にしていくということで､ハディースはイス

ラーム教徒にとっては非常に大切なものです｡イエスの言

ったこと､行ったこと､あるいはイエスの弟子たちやイエ

スに直接接したこともなV)人たちの話が記録されている聖

書は､そういう意味ではハディースと同じものだとイスラ

ーム教徒たちは捉えています｡

4つ臥キリスト教は原始キリスト教会がだんだん分裂

して､現在ギリシア正教会､ロシア正教会､ローマンカト

リック教会､アルメニア教会など幾つもの教会に分かれて

マッカ巡礼(AFP=時事提供)

います｡それに対してイスラーム教は､分裂していない｡

日本にいるイスラーム教徒も､ロンドンにいるイスラーム

教徒も､一つのイスラーム共同体に所属している｡こうい

うところがイスラームの大きな特徴になっています｡

しかし､みなさんはイスラーム世界にはスンニー派とシ

ーア派という二つの大きなグル｣プがあるじゃないかと思

われたと思います｡でも両者は､6信5行を守るというイ

スラームの基本に関しては→致しているんです｡だから､

両方とも→つのイスラーム共同体に属していることに変わ

りはない｡現在､世界には12億人ぐらいイスラーム教徒が

いるようですが､そのうちの9割くらいがスンニー派で､

シーア派は1割ぐらいです｡だからと言って､スンニー派

が正統派でシーア派が異端というわけではありません｡両

者はちょうど日本の茶道の流派に表干家と裏千家がある､

ああいう関係と言えばおわかりいただけるのではないかと

思います｡

では､この二つはどこが違うのか｡シーア派の方は､預

言者ムハンマドに率いられた原始イスラーム共同体がイス

ラーム共同体のあるべき姿と捉えており､したがってイス

ラーム共同体は預言者と同じような資質を持った人間に指

導されなければいけないと考えている｡一方､スンニー派

の方は､ムハンマドが最後の預言者である以上､預言者の

再来はあり得ない｡だからイスラーム共同体の指導者は身

体健全で､イスラーム法に忠実な者であれば誰でもいいと

いう考え方です｡特別な資質とか能力を要求しない｡この

ような共同体のあり方への理解の遠いが､二つの派を生ん

でいるわけです｡

原理主義への誤解

違いの5つ目｡イスラーム教はキリスト教の教会のよう

に教区というものを持ちません｡イスラームの礼拝堂をア

ラビア語では｢マスジド｣と呼びますが､マスジドが建っ

ているその周辺の住民が､それを共同管理している｡土地

を寄進し､そこにマスジドを建て､サダカという寄附を出

し合ってみんなで運営しています｡ですから､マスジドに

は専属の聖職者はいないんです｡イスラームは､ルター派

のような万人司祭主義なんですね｡信徒は誰でも宗教上の

指導者になることができる｡だから金曜礼拝のとき､礼拝

のお手本を示す人は誰でもいい｡通常は一度マッカに巡礼

に行ったことがある人が務めていますが､別に聖職者とい

うわけではない｡たまにお説教をする人が呼ばれますが､

その人もだいたいイスラームの神学校で勉強した学識経験

者で､たいてい他の仕事を持っている｡専属の僧侶がいな

いのが､イスラームの不L｣拝堂の大きな特徴と言えます｡

6つ目は､イスラームには安息日という観念がないこと

です｡金曜日は集団礼拝の日ということでお休みになって

いますが､これも別にホリデー(聖なる日)というわけで

はありません｡イスラームは聖と俗の区別をしない､と言

うよりすべてが聖なるものという考え方なんです｡

7つ目は､イスラームではアラーの意思を表したものは

イスラーム法(シャリーア)と呼ばれており､シャリーア

を守ること､シャリーアを実行することがアラーの御心の

実行に当たるとされています｡したがって､シャリーアに

示されたこと以外のことをアラ｣の御心として人間が実行

するのはよくないという考え方が基本にある｡キリスト教

の神の御心に対する考え方と､イスラームにおけるアラー

の御心に対する考え方はちょっと違うところがありますねQ

8つ目は､イスラームではアラーと人とを媒介するのは

義であると言い､その義はイスラーム法規のめざすものと

合致している｡これに対してキリスト教では､律法を実行

することが義とはなりません｡キリスト教では､どちらか

と言うと信仰論が中心に位置している｡この辺がキリスト

教とイスラーム教の非常に大きな違いになっています｡

イスラームと言うと砂漠の宗教というイメージを持って

おられる方が多いと思いますが､預言者ムハンマドが育っ

たマッカという街は当時すでに一大交易都市として発展し

ていました｡そして､そこにはびこる商業主義により貧富

の差が激しく､また部族間の争いが絶えませんでした｡そ

れをなんとかしなければという社会的な必然性の中で､ム

ハンマドが唯一神信仰のイスラームを始めた｡ですから､

イスラームは砂漠の宗教ではなく､都市の宗教なんです｡

しかし､イスラーム教団との争いに負けた部族が次々に

疑似入信という形でイスラームに入ってきたため､イスラ

ームの中に古い部族文化がまぎれ込んでしまった｡女性隔

離なども部族社会の因習のなごりで､本来のイスラームの

考え方とは正反対のものです｡このように､初期イスラー

ム共同体で行われていた､基本犯人権の尊重､男女平等､

人種差別の否定といった､今日でも十分先進的な思想が､

封建的な部族文化との妥協の中で一部崩されていってしま

った｡そこでもう一度イスラームの基本に立ち返り､より

よい社会をつくろうというのが多くの人々が支持している

原理主義運動で､決してそれは暴力的なものでも､封建的

家父長制の復権をめざすものでもないのです｡

きょうの私の議で､イスラーム世界の人たちがわれわれ

と少しも変わらない､同じように幸福や平和を一所懸命追

求している人たちであることを理解していただけましたら

幸いです｡
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清華大学日本研究所所長

古典を適して日中関係を考える
第16回エグゼクティブ･セミナーに参加された中央大学法学部教授の李廷江氏

が､このほど中国北京の清華大学に創設された日本研究所所長に就任されたの

を槻に､セミナーに参加された感想や今後の日中関係などについて伺いました｡

一中国をバックグラウンドに持つ李先生が参加されたこと

で､他の参加者からは多様性に富んだ対話になったと非常に

好評でした｡まずセミナーに参加された感想をお聞かせくだ

さい｡

私の専門は国際関係論､近代日中関係史ですが､私は専

門以外にもさまぎまなことに関心を持っています｡人間は

狭い専門の知識を勉強することも必要ですが､幅広い教養

を身につけることこそがもっとも大事だとずっと思ってい

ました｡古典を学ぶことは数千年以来の人類の遺産を吸収

できるわけですから､セミナーに参加して非常に貴重な時

間を過ごすことができ感謝しています｡でも､事前にテキ

ストを学習する時間がなく現地で初めてテキストに目を通

すことになり､食事とミーティング以外はほとんど勉強で

苦労しましたね｡

セミナーは古典というテキストを基に､素晴らしい先生

方､さらには人生経験豊かな仲間がいて､参加者それぞれ

が自分の体験から古典を考える､社会を考える､人生を考

えるわけですから､私もそれに刺激されて､これまでとは

違う側面から過去と現在の自分､これからの自分を真剣に

考えることができました｡つまり､古典との対話､先生と

の対話､仲間との対話､そして自分との対話という重層的

な対話の空間が備わっているところにアスペン･セミナー

の意義があると思います｡

一日本の企秦人の印象はどうでしたか｡

私は明治期の財界の研究を行い､1〔)年前には中国国務院

発展研究センターの日本総代表を務めた経験もあるので､

日本の企業人との接触は今回が最初というわけではありま

せんが､企業の第一線で仕事をしている人たちと寝食を共

にしながら6日間を過ごしたことは初めての経験で､大変

勉強になりました｡そして新しい日本企業人が出てきたな

という印象を受けましたね｡何より彼らは会社の目先の利

益についてのみ考えているのではなく､中･長期的な視点

を持っている｡またグローバル時代にふさわしい広い視野

を持っていて､ボランティア活動にも関心が高い｡企業人

として何をすべきかはっきりとしたビジョンを持ち､国際

社会にふさわしい企業人としてどうあるべきかを一所懸命

勉強しています｡もっとも印象深かったのは､仲間たちの

多くが教養が深く､古典をよく勉強していることでした｡
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一言で言えば､彼らは企業戦士というより文化人なんです｡

ただ､彼らはあまりにも忙しすぎるので､もっと時間的､

精神的な余裕を持ってほしいという気持ちもありますね｡

ユニークな2国間関係をさらに深めたい

一中国では哲学､古典はとのように扱われていますか｡

中国には古い伝統やさまざまな文化があり､その歴史は

4千年とも5千年とも言われていますが､それらが生き残

ることができたのは､やはり古典自身にその力があったか

らですね｡古典が静かに中国社会や文化の底を流れながら

今日まで継承されてきているからこそ､中国という国は滅

びることがないんだと思います｡

ただ､私の学生時代は文革の影響で『論語』などを公的

な場で読むことはできず､古典はむしろ批判すべきものと

なっていました｡しかし当時の私は古いものを批半ルなが

ら､その過程の中でそれらを勉強していたんです｡そして

人や文化を大事にしなさいという人間のあり方の根本にっ

いての教えは､無形の財産として親から与えられてきまし

た｡つまり､歴史や文化を書暑だけではなく家庭･社会･

学校を通しても学んできたのです｡これは中国に限らず日

本も韓国も同じだと思います｡

一日本に留学された動機は｡

私は中国の都会で育ちましたが､高校を出て3年間､下

故(下郷運動)で農村に行きました｡そこでの労働を通し

て､中国社会の実態について何となくわかるようになった

んです｡また､当日寺の若い人たちは志が高く､中国一国だ

けでなく世界を視野に入れてやっていこうという気持ちが

強かった｡その後､私は清華大学に進み日本について学び

ましたが､それは日本は1945年にあれだけの敗戦を経験し

ながら世界で有数の経済大国になった､それが非常に不思

議だったからです｡そして79年に中国社全科学院世界政治

研究所に入り､後に新設された日本研究所の初代の所員と

して日本政治を専攻しましたが､当然のごとく実際に日本

を見てみたいと思い､82年に日本に留学したわけです｡日

本を学ぶことで中国近代化に貢献しようと思ったんですね｡

日本に来てからは歴史に関心を持つようになり､国際関係､

日中関係を勉強するようになりました｡

一日本と中国は､魯迅が医学を学んだり孫文が亡命したり
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と古くから深いつながりがありますね｡

日本と中国ほど長いつき合いがあり､2国間でいろいろ

な関係を持ったところは非常に珍しいし面白いですね｡私

は近代中国の原点の一つは日本であると考えています｡1868

年の明治維新があったから中国は変わったんだと｡つまり､

明治維新で日本が力をつけ1894～95年の日清戦争で中国に

勝ったことは､中国にとってはこの上ない衝撃でした｡日

本がなぜ強くなったかという問題意識と､中国はこのまま

では駄目になるという危機感から､中国の滅亡を避けよう

とすれば選択肢は一つしかなかった｡日本をモデルとして

大改革することです｡1898年の戊成変法は結果的には失敗

しましたが､これが中国の近代のはじまりと考えていいと

思います｡結局､1911年の辛亥革命で清朝は倒れたわけで

すが､1840年のアヘン戦争から辛亥革命までは70年､日清

戦争から辛亥革命まではわずか15､6年｡衝撃がいかに大き

かったかを示すよい例です｡戦争によってもたらされた悲

惨さを忘れてはなりませんが､われわれは戦争がもたらし

たさまざまな侭灯面も見ていかなければならないと思います｡

日本と中国はお互いを常に意識し､密接な関係を持ちな

がらここまでやってきましたが､これからも両国はよい関

係を保たなければなりません｡私は日中間係の歴史と現在

について二つのことを強調したいと思います｡第1に新し

い問題意識を持って歴史を学び､再解釈することです｡そ

うすれば歴史は初めて‡呪代のわれわれに新たな教訓を教え

てくれます｡第2に､今日と過去に共通のものが何かを歴

史は語っているとt)うことです｡どの時代の歴史も過去の

ものとして鑑賞されるためではなく､現在に向けて差し出

されているのです｡われわれは歴史を歴史として追認する

のではなく､歴史をつくった人間の知恵や理性の輝かしい

遺産を継承しなければならない｡だから､われわれは過去

に学び､将来を考えながら､いまを生きなければいけない

のです｡

アスペン精神をアジア全体に

-アジア共同体についてはどうお考えですか｡

グローバル時代の中では､文化や政治体制が異なる国や

地域といかに共存していくかが課題となります｡そして≡呪

在の社会では自国の利益を第一に考えなくてはならないの

で競争を避けることはできませんが､競争世界における共

生の精神は育てなければなりません｡それには二つのこと

が重要になります｡一つは相手を理解し尊敬すること､も

う一つは相手を変えることはできませんから自分を改革す

ることです｡さまざまなことを勉強して､自分の能力を高

める努力をしなければならないということです｡

東アジアの共同体については､ずいぶん苦からわれわれ

の先輩たちが考え､中には大東亜共栄圏という歪んだ形も

ありました｡それらの教訓を生かして､現代のわれわれに

とっても､さらには子孫にとっても十分に共存できる環境

をつくらなければいけない｡そういう意味では､これから

のアジア諸国間の関係は経済や文化だけでなく総合的な視

点で､さらには政府間だけではなく､民間をも含めた重層

的な共同体の構想を提示しなければならないと思います｡

-今年の着から清華大学日本研究所の所長になられたそう

ですね｡

いまはまだ準備中ですが､母校の清華大学ではたくさん

の学生が学んでいます｡しかし日本について研究する機関

はほとんどなく､100年の歴史を持つ大字としては日本をも

っと知らなくては駄目だと私も関係者も痛感していました｡

それが今年の4月に日本研究所を設立することが決まり､

まだ外国にいる私に所長になってほしいと要請がきて､私

は母校のため､祖国のためならばと引き受けたわけです｡

日本研究所ができることは､大学や学生のみならず中国と

日本の関係を深めるためにも非常に重要です｡私は自分の

仕事を通して､いろいろな価面を持つ真実の日本を学生に､

そして中国社会に伝えたい｡それによって初めて真の相互

理解が得られ､過去を乗り越え新しい未来をつくり出すこ

とができるのだと考えています｡

一そこで古典が役立つことはありますか｡

古典を適して異なる社会に生きる人間の†耐直観に少しで

も近づければ､衝突が少なくなり､本当の幸福が訪れると

思います｡古典はわれわれに人生の意義を教えてくれ､生

命力を与えてくれる源泉です｡われわれは古典と対話する

ことを通して､初めて将来を展望することが可能になると

思います｡アメリカで生まれたアスペンの精神を日本は引

き継いでいるわけですが､ぜひ中国､そしてアジア全体に

普及させてほしいですね｡
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アスペン･セミナ｢に

参加して

〈2001年7月常1D回参カロ〉

濱口敏行さん
●ヒゲタ醤油株式会社取締役社長

アスペンり今日的意義とそのミッシゴン
私とアスペンの出会いは､経済同友会の会報である｢経

済同友｣にサントリー㈱の立木専務がアスペンについて善

かれた文章を読んだことから始まります｡これは是非出た

いと思い､同友会の創発の会でご一緒だった㈱ルネサンス

の斉藤社長と共に第10回のアスペン･セミナーに希望して､

参加させていただきました｡

日常の仕事とは全く異なる時間と空間の中で､楽しい6

日間でしたが､それ以来やみつきとなり､過去2回開かれ

たOBを対象とする｢ウイ｣クエンド･セミナー｣や､アス

ペンに関わりのあるセミナーにも出席させていただき､さ

らに勉強の機会を与えてくださったことに深く感謝申し上

げます｡アスペン･フェローの一員であることに大変誇り

を持っておりますし､アスペンとのつながりは私の人生を

大変豊かなものにしてくれました｡

ここでは､参加した印象と現代社会におけるアスペンの

意義について考えてみたいと思います｡私にとってアスペ

ンのプログラムはすべて関心のある題材でしたが､その中

でも特に以下の5つのテーマに深く感銘を受けました｡

その第1はハイゼンベルクの曙β分と全体』です｡ハイ

ゼンベルクはこ←ルスとの対話を通して､人間と自然の存

在の本質に関わる問題を提起しております｡2番目はデカ

ルト､カント､ヘーゲルといった西洋の啓蒙主義の源流を

学んだことです｡特に､理性の重視とヘーゲル流歴史観､

つまり止むことのない進化のプロセスは印象に残りました｡

3番目は西洋の啓蒙主義に対するヴァスパンドゥやルーミ

ー､ナーガセーナ等の思想の比較､つまり西洋の哲学と東

洋の哲学の比較論です｡ポアンカレがいうような異なった

認識論の翻訳の可能性はきわめて現代的なテーマであると

感じました｡4番目はジョン･ロックの政治原理､自然法

の存在､それをベースとしたアメリカの独立宣言､自由と

平等､民主主義といった人類の諸権利とその根拠です｡ジ

ョージ･ケナンは米国の歴史の中で､政治と世界のガバナ

ンスの問題を取り上げています｡これらもまた､きわめて

時代性を持ったテ｣マであります｡そして最後に､ダンテ､
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アウグステイメス､パウロ2世､親鸞､釈迦等の説く彼岸

の世界､善と悪､宗教､倫理の問題であります｡今世紀､

宗教は再び大きな力を持つと思しゝます｡

科学と技術の総合化､科学と哲学の橋渡し､そして生命

についての研究など､多くのことをアスペンは教えてくれ

ました｡

以上がアスペン･セミナーで特に感銘を受けた内容です

が､これらをもとに､アスペンに期待する今日的ミッショ

ンについて述べさせていただきます｡

昨年11月に開かれた日本アスペン研究所創立5周年記念

シンポジウムで､各国のアスペンのリーダーの方々のお話

にもありましたが､21世系己は人類に共通の価値観､高い倫

理観にもとづくリーダーシップが求められています｡フラ

ンシス･フクヤマがいう歴史の終わっている世界七終わっ

ていない世界が存在する中での市場主義とグローバリゼー

ションの展開と民主主義の伝播は､残念ながら世界中で無

用な争いを作り出しています｡ネオコンがいう民主主義を

世界に拡げようとする理想は､ハードパワーによってのみ

達成され得るのか｡ジョン･ロックの政治原理やジョン･

ロールズがいう"公正としての正義の概念"の通用する世

界と､ホップス流の万人の万人に対する戦いが続いている

世界の統治はどうあるべきなのか｡第二のパックス･アメ

リカーナが終わりに近づいている今､人類は新しい価値理

念､哲学､知性を求めています｡そこで､アスペン･セミ

ナーを受講された方々が各界でり｣ダーシツプを持ち､ア

スペンの精神を実践してゆくことが､21世紀におけるアス

ペン･フェローに与えられたミッションなのだと思います｡

最後に､アスペン･セミナーのテキストの中から､アス

ペン･フェローにとりなじみの深い言葉で締めくくります｡

ヘーゲルは『法の哲学』の序文の最後で､"ミネルヴァの

ふくろうはたそがれがやってくるとはじめて飛びはじめる''

と書いています｡アスペンは､今こそ､その時にあると思

います｡

アスペン･セミナーに

参加して

〈20ロ3年相月第17回参加〉

大塚 明さん
●神戸法律事務所代表弁護士

神戸学院大学法学部客員教授

神戸市教育委員

日本弁護士連合会副会長

多元的視点と複眼的思考
弁護士になって30年余りがたちました｡その間､できる

だけ広い視野からものを考えるように努力し､専門馬鹿に

ならないよう､自分なりに幅広い読書を心がけてきました｡

仕事の幅も､おかげさまでかなり広がり､そのための勉強

ももちろん必要でしたが､それよりも仕事に関係のない読

書を意識して目指してきました｡｢多元的な視点｣と｢複眼

的な思考｣が､職業的にも､それ以上に人間としても必要

だと信じていたからです｡ただ､多忙に紛れて､なかなか

時間がとれないという悩みはつきませんでした｡

2001年度に､兵庫県弁護士会の会長を1年間つとめるこ

とになりました｡自分の仕事をかなり削ってのボランティ

アですが､それは一方では新しい貴重な経験でした｡

しかし､その1年間は､それまで続けてきた読書がほと

んどできない1年間でもありました｡時間的な制約もあり

ますが､それよりも精神的な余裕のなさが理由だったと思

います｡それまでは充電しながら走ってきたつもりが､急

に充電なしで放電だけの1年間になってしまったのです｡

会長の任期を終了してもなかなか精神的な余裕は元には

戻らず､これではいけないと思っていたときに､親しい友

人が淡路で開かれた｢日本アスペン･エグゼクティブ･セ

ミナー｣に参加した経験を話してくれました｡テキストの

一覧を見せてもらうと､一部なりとも読んだことがあるも

のが四分の一､タイトルは知っているもののまだ読んでい

ないものが半分､あとの四分の一はまったく知りません｡

充電の必要性を切実に感じていたこともあり､これも何か

のご緑だと思って､参加を申し込んだのです｡ただ､企業

からの派遣ではない個人業主としては､参加費をポケット

マネーから出すことは､正直かなりの勇気が必要でした(ち

なみに､妻には費用のことは内緒です)｡

セミナーは､予期していた以上のものでした｡モデレー

ターとリソース･パーソンの先生方は専門家なのですから

専門知識の豊富さには驚きませんでしたが､まるで富士山

の裾野のような広い学識と智慧には圧倒~されました｡知識

は必要があれば取得することができますが､智慧は一朝一

夕には吾がものとはなしえません｡また､参加者の多様な

構成は､セミナーでの発言や発想の多様性となりました｡

私の求めていた｢多元的な視点｣と｢複眼的な思考｣が､

そこで展開されたのです｡そして､参加者にその展開を可

能とさせたのは､モデレーターの先生方の智慧でした｡参

加者の発言に触発されたり驚いたりすることも､多々あり

ました｡このセミナーで､私はテキストの｢読み｣が変わ

りました｡今までの私の｢読み｣が､いかに浅かったかを

思い知らされたのです｡

セミナーの後は､以前にもまして幅広い読書を｣L､がける

ようになりました｡昨年秋には､セミナーの第1回同窓会

を開催して､テキストにはメルロ=ボンティの｢知覚の現

象学･序文｣を選びました｡これは､セミナーの際のリソ

ース･パーソンの先生の御示唆によるものです｡同窓会の

後も､参加者のおひとりとは､テキストについてのダイア

ローグをEメーリレで続けてしユます｡

今年4月から､はからずも日本弁護士連合会の副会長を

1年間つとめることになりました｡遇の内の5日1史上は東

京という生活です｡またしても放電だけの1年とならない

ように､数冊の古典を東京の机上に置いていますが､まと

まった読書時間をとることはなかなか困難です｡それでも､

セミナーを思い出すことで､また豊かな精神生活に戻る自

信のようなものが湧いてくるのです｡

古典を読むことが役に立つかといえば､知識としては役

に立たないでしょう｡しかし､智慧としてはこれ以上のも

のはないのではありますまいか｡また､リーダーシップと

は､知識によってではなく､智慧によってこそ獲得し発揮

できるものだとも思います｡古典を､偉大なモデレーター

やリソース･パ←ソンという先達とともに､そして参加者

という友とともに､｢読み｣かつ｢語る｣機会を与えていた

だいたことに､心から感謝します｡
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トアスベン･クループだより

劉6回エグゼタカブ･セミナーを受け継いで
豊田貞則
●㈲ソフトピア･ジャパン副理事長/第16回同窓会幹事

セミナー最終日のフェアウェルパー

ティー後､研修の余韻をのこしながら

スナックルームヘ｡その場で㈱東芝の

藤田さんの発案で同窓会が発足｡会長

には発案者で親分肌の藤田さんが､幹

事は私がお受けすることになりました｡

別々の地位と年齢と経験を背負いな

がら､｢古典との対話｣という久しぶり

で新鮮な感動と多様なメンバーの人間

味に接するチャンスをこのまま失うこ

との無念さ故､この煩わしさの伴う役

をお受けしたのが本音のところでした｡

会のネーミングは､中央大学の李さ

んの提案で､｢アスペン｣の中国語訳

｢神泉会｣に決定｡

1回目の同窓会は､昨年8月29日､

場所は｢ラビロス六本木｣(岐阜県所有

の懇談ルーム〉｡研修生総勢19名中､

地方からも含め15名の参力払

まず､資生堂の柿崎さんから｢神泉

会｣のロゴの提案､さすがに同社の広

報だけあって見墓｡ついで､李さんが

持ち込まれた全国銘酒のうち､会と同

名の石川県の清酒｢神泉｣がふるまわ

れ､和気惹々のうちに懇談が進育毛

その酒席のなかで､神泉会を｢塑に

はまらない個々の人間の魂の再会｣の

場にしようと話がまとまり､｢本会は最

低年1､2回の開催で､次回から1時

間くらいのテーマ討論と懇親会という

スタイルでやろう｣ということで合意｡

2回目は､2004年3月10日､同じ場

所で｡前回とほぼ同数の14名が参加｡

前回の合意により､｢アスペンの研修を

受け継いで｣というテーマで対語開始｡

｢アスペンのテキストを再度読みな

おした｣｢会社の会議でアスペンの研修

体験を紹介した｣などとまずはアスペ

ンの話題から始まり､さらには現在の

教育､政治､外交､ITなどの時事問題

へ波及｡お酒の勢いもあって､研修期

間中の遠慮気味のご発言Pから大いに

今遥先生をお招きして
表具善治
●兵庫票阪神北県民局/第14回同窓会会員

去る3月5日､京都全日空ホテルで､

今道友信先生をお招きしてアスペン･

セミナー2002淡路島グループの2回目

の同窓会を行ないました｡

年度末の忙しい時斯であったので､

参加膚は先生を含めて10名と少なかっ

たのですが､日常の仕事を離れたセミ

ナーの時と同様､素晴らしいひととき

を過ごすことが出来ました｡

第1回目を大阪で行なった際に､同

窓会を開くのなら単に懇談するだけで

はなく､魂のケアに繋がることをやろ

うと申し合わせていました｡その結果､

今回の会合では､今遣先生の『ェコエ

テイカー一生圏倫理学入門』を事前に読

み､先生のお話を聞いた上で対話をし

ようということにしておりました｡

先生には､エコの語源はラテン語の

0IKOSであり人の生活圏を意味すると

いうお話､人間の行動の及ぷ範囲をエ

コと呼ぶことなど言葉の意味､倫理主

体の多層化や倫理的対象の多層化など

⑬

現代社会の現状からエコエテイカの対

象とする範囲等､基本的なことをお話

しして]頁きました｡

また､一一般的に言われている倫理は

躾と区分されておらず混乱していて､

倫理学は道徳に関する哲学であること

を､儒教､仏教の詰も含めわかりやす

くお教えいただきました｡

そして､今の時代の課題として｢基

本から考え直さなければならない時代｣

｢自律性を養う時代｣といったことな

ど､本当に多くの貴重なお話を伺うこ

とが出来ました｡先生のお話を受けて､

参加された皆さん方と素晴らしい対話

が出来たように思います｡

今､改めてこの日のメモに目を通し

てみると､日々の仕事に追われ､功利

的でその時々の;熱整地哩に追われてい

る現実とのギャップに愕然とします｡

アスペンの精神を振り返り､時々はセ

ミナーの仲間と原点に返った対話の場

を持ちたいものです｡

芸孟
発展｡アスペンの研修中､｢名札が立ち

すぎて､時間調整に困る｣と今道先生

に言わしめた同期メンバーの面目躍如

といったところか｡

また､2回目の会合に先立ち､李さ

ん執筆の｢日本財界と近代中国｣が事

前に各位に郵送され､次回以降のテー

マとして興味のある題材が提案された｡

次回開催への期待が新たに｡幹事とし

ては､そろそろ3回目を企画する予定｡

継続は力なり｡

今後､メンバーのポストや勤務地な

どの異動がでてくるでしょうが､｢型に

はまらない個々の人間の魂の再会｣の

チャンスをご提供してゆきたいと考え

ています｡また､アスペンの先生､事

務局の方々の同会への参加もお願いし

たいと思っています｡

｢アスペン･フェローズ｣の会員向

け第1回のプログラムを以下の通り開

催いたします｡お二人の楽しい対談を

ご期待ください｡参加をご希望される

方は事務局までご連絡ください｡なお

｢アスペン･フェローズ｣の会員以外

のセミナー参加者の方ならびにご家族

もご参加いただけます｡

巳;時:2004年9月Z5日(土)

午後2時～午後5時

場 所:日本アスペン研究所

〒106-0032

東京都港区六本木3-1-1

六本木ティーキューブ14階

TEL:∝卜5574-1801侍務局)

対 談:｢歌舞技に見る日本の美｣

河竹登志夫氏

(早稲田大学名誉数段)

本間長世氏

(東京大学名誉教授)

参加費:会員無料･非会員2,000円

《追悼》

鈴木治雄名誉会長を悼む
日本アスペン研究所発足以来6年に

わたり名誉会長を着めていただいた鈴

木治雄昭和電工(株)最高顧問が､去る

7月3日逝去されました(享年91歳)｡

昭和電工社長､経済同友会副代表幹

事を長く務められた鈴木名誉会長はま

た､人類共通の基本的価値概念=自由､

平和､正義､豊かさなどについて､深

tl洞察力に裏付けられた価値観､歴史

観を持つことの重要性を企栗人に呼び

かけられ､1991年､思いを共にする

方々とご一緒に｢キャンプ･ニドム｣

を発足､代表として終生これを牽引さ

れました｡他方､46年に最年少発起人

として経済同友会を立ち上げられたり､

昭和電工社長就任の71年には新潟水俣

病の損害賠f転斥訟で控訴しないことを

決め､日本の四大公害裁判に一石を投

じられるなど､その進歩的企業人とし

ての姿勢は広ぐ匝に知られています｡

鈴木さんは､お若い頃から哲学､宗

教､文学､芸術などに深い関心を持た

れ､真筆にまた計画的に勉強を続けら

れて､まさに大変な教養人でもある稀

有の企業人でした｡

世界を視野に入れ､責任ある指導者

としての人間的素養を深め､高める努

力を糸色やすことのなかった鈴木さんが､

それを目的とするキャンプ･ニドムや

日本アスペン研究所の活動の中心にお

られたことは当然至極のことでしたが､

この二つはその後も着実に賛同者､共

鳴者を増やしつつ､静かに確実に鈴木

さんの考えておられた方向を実現しつ

つあります｡今後もさらなる努力をし､

この輪を広げていきたいと思います｡

鈴木さんが求められたレベルからす

れば､ニドム､アスペン､あるいは経

済同友会における企業人の教養度､価

値観､歴史を踏まえた視野の広さや深

鳥井信一郎理事を悼む
日本アスペン研究所創立に加わり､

当初から理事を凄めていただいた鳥井

信一郎サントリ｣株式会社相談役が､

去る7月5日に逝去されました(享年

66歳)｡

鳥井氏と米国アスペン研究所とのか

かわりは小林会長に次いで古く､1980

年にコロラド州アスペンで行われた特

別セミナーに参加]されたことに遡りま

す｡このセミナーはフジサンケイ･グ

ループの企画により､本間長世東京大

学教授(当時)とハーバート･バッシ

ン米コロンビア大学教授がモデレータ

ーとなり､日米の価値観､特に家族観､

労働観､企業倫理などについて比較を

試みたもので､日本からは他に堺犀太

一氏､大島彊トヨタ自動車副社長(当

時)､吉岡文平電通副社長(当時)ら

10名が参加されました｡

当時､米国産業力の相対的後退が顕

在化し､逆に日本産業の国際競争力は

米国を凌駕するかのような勢いを見せ

故･烏井信｢郎氏

はじめていました｡したがって日本の

風潮や日本人の論調には､ややもする

と尊大さや思い上がりが目立ちはじめ

ていたころです｡そのような背景の中

で行われたこのセミナーに出席された

鳥井氏が､分厚い文献に月食に目を通

され､米国人参加者の発言に謙虚に耳

を傾けておられた姿が印象的でした｡

スポーツマンでもあられた鳥井氏は､

宿舎に隣接するテニスコートに朝早く

から姿を現し､セミナーが始まる前に

故･銘木治雄氏

さは｢まだまだ｣の域を脱していない

とは思いますが､あるべき方向に向か

いつつあるのは確かで､懐しいご温顔

を発色えず思い続けながら､高さと深み

を増していきたいと念願いたします｡

あらためて感謝とともに､鈴木名誉

会長のご冥福を心よりお祈り申し上げ

ます｡

(会長･小林陽太郎)

汗を流しておられました｡

胡代初めにアスペン･セミナーを体

験された鳥井氏が､傑出した企業指導

者としてだけではなく､さまぎまな国

際交流活動や芸術支援活動に大きな足

跡を残されたのは､この体験と決して

無縁ではなかったと思われます｡合掌｡

(常任理事･加藤幸手雄)
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