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本日はご多忙のところ､日本アスペン研究所創

立10周年記念シンポジウムにかくも多数のご参加

をいただきまして､心から厚く御礼申し上げます｡

そしてこの10年､日本アスペン研究所が着実に活

動を続けてこられましたのも､本日ここにおいで

の方々を含め､多くの方々のご助力､ご協力を得

てはじめて可能になったことでありますので､そ

の方々にも厚く御礼を申し上げたいと思います｡

いま世界の金融､経済は大変な状腰になってお

りますが､日本アスペン研究所が開設された10年

前もかなり深刻な経済情勢でした｡その中で､ア

メリカのアスペン･セミナーを直接体験していた

何人かの日本のビジネスマンが集まり､H本にも

アスペン研究所をつくろうと_~i‡ち上げに奔走して

いたわけです｡

アスペンに出会うまで､私たちはアメリカのビ

ジネスマンは四半期利益ばかりにこだわっていて

長期のことは何も考えていない､と思っていまし

た｡ところがセミナーに参加してみると､その彼

らが堂々と古典を論じ､芸術を語り､全く違和感

がない｡そこで､実際のところ短期のことしか考

えていないのはわれわれの方ではないかと思い至

り､日本にもアスペン研究所を､となったのです｡

その際には､本当にいろいろな方々のお知恵を

お借りしました｡亡くなられた昭和電.tの鈴木治

雄前名誉会長からも､さまざまなアイデアをいた

だきました｡今道友信先生､本間長世先生を中心

に､アメリカのアスペン研究所のプログラムを参

考にしながら､しかしそれの丸写しではない､日

本独眉なものを入れたプログラムをと､いろいろ

議論を重ねたものです｡もちろんその間､米アス

ペン研究所理事長ウオルター･アイザクソンさん

をはじめ米アスペン研究所の方々､フランス､ド

イツ､イタリアなどの先輩アスペン研究所からも

いろいろなアイデアをいただいて､ようやく日本

アスペン研究所がスタートしたのが1998年です｡

開会挨拶
小林陽太郎
●日本アスペン研究所会長

しかし先ほど申し上げたように､当時の経1許状

況は非常に厳しく､ご協力をお願いに上がった企

業からは｢結構な主旨だが､いまは当面の経常の

ことで手いっぱいで古典どころではない｣と言わ

れるだろうと正直覚悟していました｡ところが､

私の浅薄な考えはあっさり裏切られ､｢それはい

いことを始めていただいた｡こういう赦しい時期

にその先に必要なリーダーを育てていくためには､

まさにアスペン的なアプローチが必要ですよ｣と

言って､多くの企業が賛同し､支えてくださいま

した｡それがなければ､日本アスペンは10年前に

スタートできませんでした｡

私たちがめざすアスペン的な価値にはいろいろ

ありますが､一言で言えば､われわれが本当に人

間らしく生きるとはどういうことなのかを､古典･

から学ぶだけでなく､先生方を含めたきまぎまな

方々との対話を通して自分自身で考え､問題意識

を大きく裸く育てていく力をつけていただくこと｡

それにより､正解を求めることより､考え続ける

ことに耐えられるリーダー､あるいはリーダーを

サポートする人たちを育てようということで､今

日までやってまいりました｡そして10年を節目に､

さらに先に向かっていくために､少し若い方も対

象にしたプロジェクトも進めているところです.｡

非常に厳しい時期がちょうど10年目にまた当た

ってしまいましたが､まさにこういう時期にこそ

本当にわれわれにとって大切なものは何かを考え､

われわれ自身がこのように厳しい情勢の中で一卜分

に社会の要望､期待に応えられる存在となるよう

努力していきたいと思っています｡今回のシンポ

ジウムが､そういう意味で少しでも皆様のお役に

立てれば､これからの10年､20年をめざす日本ア

スペン研究所としては､これほど嫁しいことはご

ざいません｡この半日が皆様にとって意義のある

ものとなるよう心から願いまして､ご挨拶とさせ

ていただきます｡
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リーダーシップと創造性
ウオルター･アイザクソン
●米国アスペン研究所理事長

今臥私が｢リーダーシップと創造性｣というテー

マを選んだのは､これまで私がジャーナリストとして

活動する中で､リーダーシップに関して非常に興味深

いことを学んできたからです｡それは､リーダーシッ

プとは､ただ単に知性に基づいたものではないという

ことです｡頭のいい､知的な人は大勢いますが､必ず

しも全員が素晴らしい指導者､リーダーになるわけで

はない｡リーダーには知性だけでなく創造力も必要で､

その創造力は謙虚さによって生じてくるものです｡謙

虚であれば世界に対してオープンな見方を持つことが

でき､寛容さ､許容力も備わってきます｡いまアメリ

カが日本と共有している価値観とは､まさに創造力と

偏見のない心の広さ､許容力であると恩います｡これ

らの価値観こそが､口米両国の同盟国としての絆を21

世紀においてさらに強めていくものと考えています｡

ここで創造力と許容力､それらを育む謙虚さについ

て2人の人間､ベンジャミン･フランクリンとアルバ

ート･アインシュタインを例にとって語り､学ぶべき

教訓を､今日われわれが陛界中で行っているチャレン

ジに当てはめてみたいと思います｡

㊥フランクリンの許容ノJ

アメリカの政治家であり科学者でもあったベンジャ

ミン･フランクリンは､ピューリタン移民の17人の子

のうち､15人目の子どもとしてボストンで生まれまし

た｡10人目の男の子だったため､父親は息子を牧師に

しようと､当時は牧師を養成する学府だったハーバー

ド大学で教育を受けさせることにします｡しかし､合

理精神の持ち主であるベンジャミンはあまり宗教的な

ことに熱心ではなかったので､牧師にするのをあきら

め､兄の印刷所で修業させることにしました｡

父親が大学で古典を学ばせたがっていたのを知って

いたベンジャミンは､兄の本棟からプラトンやソクラ

テスなどまさにアスペン･セミナーで取り上げている

ような本を持ち出し､独学を始めました｡そこで教養

を身につけていったのです｡

やがて兄との関係がうまくいかなくなった15歳のベ

ンジャミンは､家山をしてフィラデルフィアに行き､

⑥】｡奉アスベン研究所0創立1｡周年記念号

自らの創造力を存分に発揮するために印刷所を開き､

新開を発行し始めます｡と同時に､ベンジャミンは地

元の若い職人や店主たちを集め､｢デザエプロンクラ

ブ｣というアスペン研究所と似たようなディスカッシ

ョン･グループをつくりました｡

このクラブの目的は､アスペン研究所と同じように､

素晴らしい本を読み､それに基づいてよい指導者にな

るにはどのような価値観が必要かを議論しようという

ものでした｡その価値観が何かは彼の自伝の中に衷に

してありますが､ベンジャミンは勤勉､正直さ､倹約

といったことが善かれた表をもとに､毎週､きちんと

その言葉に見合った生活ができたかどうかを自己検証

し､チェックしていきました｡そして何週間かたった

ときに､すべての価値観を実行することができたとク

ラブの仲間に自慢したのです｡すると友人の一人がベ

ンジャミンに｢ベン､君は試してみるべき大事な価値

観を1つ忘れているよ｣と言う｡ベンジャミンが｢そ

れは何?｣と尋ねると､友人は｢そ･れは謙虚さだ｣と

答えた｡以後彼は､謙虚であることを常に心掛けてい

ました｡

ベンジャミン･フランクリンは､生涯を通じて創造

力を発揮し､避雷針などさまざまなものを発明したり､

新しいやり方を発見したりしました｡彼はまた､アメ

リカ独立運動の指導者の一人として､独立宣言起草委

員会の委員に選ばれト独立宣言の執筆者に任命されて

います｡この起草文には､創造力と寛容さが新しく建

国する国家の基本的な価値観であることがうたわれて

います｡

トーマス･ジェファーソンの独立宣言案では｢この

裏突を聖なるものとしてとらえる｣と善かれていた箇

所を､ベンジャミンは｢この裏実は自明の理である｣

と書き直しています｡彼が言わんとしていたのは､建

国に当たり､われわれの権利は特定の宗教によって支

配されるものではなく､すべての国民の意思を反映し

たものでなければならないということでした｡これは､

新しい国ではあらゆる宗教が許容されるということを

示していたのです｡いま宗教は世界の分裂の原因にな

っており､許容力が欠けた状態が続いていますが､ベ

ウォルターーー･･｡アイザクソン氏

ンジャミンはそれとは道のことを実現しようとしたの

です｡

㊨アインシュタインの探究心

次に物理学者のアインシュタインについてお許させ

ていただきます｡アインシュタインは子どものころか

ら敦がよかったわけではありません｡言葉の習得にあ

まりにも時間がかかったので､当時はのろい子どもな

どと呼ばれ､見込みがないと退学にまでなっています｡

しかし､言語習得のスピードは遅かったのですが､判

断力のよさにより､アインシュタイン流の創造力を育

てていったのですコ

アインシュタインは､話すことは苦手だったので､

ものごとを言葉ではなく絵で考えていました｡つまり

自然の法理を可視イヒし､数学を可視化する｡それはも

のごとを数式化して見ることでした｡このビジュアル

ソフト･エクスペリエンス､可視的な思考経験を彼は

ビジュアルソフト･シンキングと呼んでいます｡

アインシュタインはドイツの権威主義的な教育制度

を嫌い､もっと自由に創造的に学びたいと思って､17

歳のときに家出をし､イタリアに行きます｡その後チ

ューリッヒの大学で学びますが､そこでは常に質問し

ている生徒だったので､教師たちに嫌われます｡しか

しアインシュタインは､従来の常識に射し疑問を提起

することこそ､叩ト･創造的になる方法だと悟るのです｡

教授を怒らせた彼は推薦状を書いてもらえず失業者

となり､やっと待た傾が､ベルンにあるスイス特許庁

の事務員でした｡そこで毎週6日間､特許州願を審査

する仕事に就いたのです｡これをかわいそうと思われ

るかもしれませんが､彼にとっては素晴らしい職場で

した｡これによって､さらに創造力が高められたから

です｡と言うのは､特許庁では､彼が最も得意として

いることが要求され点からです｡上司は出願書を審査

する上で｢発明者の前提をすべて疑問視せよ｡そして､

どのような枇組みかを可挽化せよ｣と言うのです｡

当時､ほとんどの削願書は時計の同期化に関するも

のでした｡スイスは標準時間を導入したばかりで､ベ

ルンの7時とチューリッヒの7噂が同時かどうかが当

時の人々の関心テーマだったのです｡同期化のための

装置の出願を審査しながら､彼は同時とは何かを考え

続け､あの相対性理論にたどりつきます｡すべての物

理学者が模索していた答えを､特許庁の一事務貝が見

つけたのです｡

あなたも私も同じ瞭間に起きるのがl瑚時ということ

だと思っているでしょう｡でもアインシュタインは､

なぜそれが同時とわかるのかを疑問視するのです=そ

こで彼が考えたのは､例えば吾が高速で走っている列

車の先頭と最後尾に落ちたとします｡すると､プラッ

トホームの右と左で富が噛ります｡それを聞いたプラ

ットホームに立っている男は､同時に吾が落ちたと言

うでしょう.｡ところが列車の真ん中の卓■巾に乗ってい

る女性は､高速で列車が前進しているので､それぞれ

の宙が落ちたときにはそれぞれ少しだけ先に行ってい

ることになり､前の雷が先に落ちたと言うわけです｡

これが相対性原理というものです｡

その相対性理論は､いまの雷の話についてこう言っ

ています｡どちらも正しくないし､どちらも間違って

いないと｡プラットホームに立っている男は､静止し

て立っている自分が正しいと言う｡でも､地球は自転､

公転Lているので､この宇宙上では誰もじっと立って

いるわけではない｡つまり､すべての運動は相対なの

です｡だから､どちらも1Eしくないし､どちらも間違

っていない｡世の中の規象に絶対はないのだと｡何が

同時かというのも相対で､それは自分の運動の状況に
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よって決まる｡アインシュタインはそこで､時間こそ

相対であると大発見するわけです｡それは自分の運動

の状態によるのだと｡

いまの私の話を全面的に理解できなくても､皆さん

は許されます｡1905年に彼が相対性理論に関する論文

を書いたとき､あまりに創造的すぎて､物理学会は彼

にその4年後まで教職を提供しようとしませんでした｡

でも､アインシュタインがそのような常識の砕から外

れて考えることができたので､あれだけイマジネーシ

ョンに満ちた理論が､20世紀の科学界において生まれ

たわけです｡

⑲グローバル化の中の境界と創造僅

その創造性と許容力と想像力と言えば､私は日本と

アメリカが同盟国になったときを思い起こします｡第

二次世界大戦後､1940年代の後半から50年代前半にか

けて､あの時代の創造力には素晴らしいものがありま

Lた｡そこで発揮されたリーダーシップは想像力が基

盤になっており､われわれは世界の新しい仕組みを

次々につくり出したのです｡

その背景には､第二次世界大戦直後にわれわれが直

面していた新しいグローバルな問題､ソ連共産主義に

よる脅威がありました｡それに対抗するために､いろ

いろな新しい制度をつくったわけです｡マーシャル計

画しかり､さまぎまな軍事同盟しかり｡また､強い経

済こそが民主主義を強く守ってくれるということで､

世銀ができ､IMFができ､WTOやGATTができまし

た｡アメリカのアスペン研究所もその時代につくられ

ています｡それは､われわれの価値観をもっとみんな

に理解してもらうためでした｡

それら創造力の爆発は､われわれに大きな刺激を与

えてくれます｡なぜならば､今日われわれは再び大き

なグローバルな問題に直面しているからです｡冷戦の

終えん後､一部の人はこう言いました｡もはや大きな

問題はこの世では発生しないだろうと｡ところがいま

われわれは､2つの深刻な､予想もしていなかった問

題に立ち向かっています｡

そのひとつは､イスラム原理主義者の中のテロに依

拠する人たちです｡彼らのイデオロギーは､まさに許

容と対抗する思想です｡そしてもうひとつの問題が､

グローバル経済の影響ということです｡現在､まさに

溶融しつつある金敵市場の中でも､特にグローバル化

の準備ができてtlない国の金融市場が苦しんでいます｡

その中でわれわれは何をやってきたでしょうか｡こ

の新しい間題に立ち向かうために､一世代前の人々が

1940年代後半に試みたような挑戦をやってきたでしょ

⑧旧事アスペン研究所0創立1洞年記念弓

うか｡否です｡われわれは､いまだに古い制度に依存

したままです｡ですからわれわれは､1940年代後半の

人たちのような創造力を持って､さまざまな問題に立

ち向かわなくてはいけない｡想像力と創造力をベース

にして､どうしたら新しい制度濠つくれるか考える必

要があるのです｡

アインシュタインとベンジャミン･フランクリンは､

一生の間ずっと､その創造力を発揮し続けていました｡

それはまた､許容することの大切さと結びついている

ものでした｡アインシュタインはその生涯の中で､第

二次世界大戦を見､原爆後の世界を見ることになりま

した｡彼の相対性理論が原爆研究の基礎になったこと

もあり､大戦後､彼は本当に世界の平和に一生を捧げ

るつもりで､新しい創造性に満ちた組織をつくろうと

しました｡すべての国の核兵器をその管理下に置く､

国連以上の力を持った平和組織を構想したのです｡残

念ながら､その考え方は余りに稚拙であり､実硯はで

きませんでした｡しかし､確かに稚拙であったかもし

れませんが､同時に非常に創造的でもあったと思うの

で､彼の提案にみんながもっと真剣に耳を傾ければよ

かったのにと思わずにはいられません｡

フランクリンも80歳のときに憲法委員会に入ってい

ます｡すでにそのとき､彼はメンバーの平均年齢の倍

の年齢でしたが､もう古い憲法が機能しなくなってい

ることは十分理解していました｡そして､委員会の中

に対立が生まれ､うまくいかなくなってきたとき､ベ

ンジャミンは言いました｡｢私は､ここにいる全員の

誰よりも年をとっているが､年をとるにつれわかって

きたことがある｡それは自分もときどき間違いを犯す

ということだ｡あなた方もいつか､他の人が正しくて､

自分がときには間遠っていたことに気づくだろう｡だ

から隣の人を見て､彼がひょっとしたら正しくて自分

が間遠っているかもしれないと考えてみてほしい｡そ

うすれば､安協点が見出せると思う｣と｡

彼が言いたかったのは､互いに妥協することの大切

さです｡妥協すれば､大きなヒーローにはなれないか

もしれませんが､それによって民主主義は進むであろ

うということです｡

既成の価値が崩れ､新しい秩序をつくり出す必要が

あるとき､そのような寛容と創造力こそが重要であり､

それに基づいたリーダーシップが求められるのです｡

これらの価値観は自l副こおいても､また世界において

も､引き続き私たちが戦っていく上で必要な価値観で

あることは間違いないと思います｡

【.す基調講演

経営の哲学的側面
西田厚聴
●株式会社東芝代表取締役社長

㊥別のあり方を考える

経営にはさまぎまな側面があります｡当然､哲学と

の接点と言いますか､哲学的な問題を解決しなければ

先に行けない課題もたくさんあります｡そこで本日は

それを踏まえて､経営の基本となる判断力やコミュニ

ケーション能力といったことについてお話をさせてい

ただきたいと思っています｡

いまわれわれは､グローバルな市場の中で口々さま

ざまな活動を行っていますが､この流れはここ数十年

という短期間の間に加速されてきたものです｡グロー

バリゼーションそのものが､コンピューターの発達に

よるデジタル化やグローバルネットワーキングなどの

深化と並行して起こってきており､これによって世界

のグローバル化の速度は何倍にもなってきている｡そ

のため､われわれの経営空間そのものも､グローバル

な広がりの中でさまざまな事業を展開していかなくて

はならないわけです｡そこで､グローバルな事業展開､

企業経営を行っていく上で､グローバルな人材の育成

は極めて重要な課題となっています｡

当社も本年4月から､アスペン教育を見習いながら

リベラルアーツ教育とイノベーション教育を強化しよ

うということで､教育に力を人れ始めました｡現在は

入社5年､10年､15年､20年の社員を対象にしていま

すが､用意したさまざまな教育プログラムの中には､

習学も入っています｡哲学と経営とは直接結びつくも

のではありませんが､私の過去の経験からもそれは必

要ということで､あえてリベラルアーツ教育と銘打っ

て始めました｡

その私の経験とは､かつて私がヨーロッパで｢ノー

トブック型コンピューター｣の販売を始めたときのも

のです｡当時､当社の顧客はヨーロッパを代表するよ

うな大企業の方々だけでしたから､トップの方たちを

訪れて私が直接売り込んでいました｡しかしコンピュ

ーターの話だけでは2､30分で言古は済んでしまいます｡

その後､昼食を一緒にしようということになり､食事

qlに仕事の話はしない方がよいので､ヨーロッパのこ

と､日本のこと､アメリカのことなど雑談をしていま

すと､そのうちどこでも｢日本人は一体どんなことを

考えながら事業を行っているのか｡ヨーロッパについ

て少しは知っているのか｣と聞かれます｡そこで､た

またまヨーロッパ政治思想史が専門だった私は､イギ

リスの顧客とはイギリスの政治思想家の話を､フラン

スの顧客とはルソーなどの思想家の箭を､ドイツの顧

客とは､もともとドイツの政治思想史が専門だったの

でドイツの政治思想の話をしたわけです｡すると彼ら

は｢日本人はみんなそんな本を読んでいるのか｣と驚

く｡｢いや全部が読んでいるわけではない｡しかし､

われわれがこのようにヨーロッパについていろいろと

勉強してきた成果がわが社のパソコンに結実している

のだ｣と言うと､｢こんなにわれわれのことを勉強し

てくれているとは大変宿しい｣と喜び､｢ところで､

何台売りたいと言ったかね｣と｡このように､身につ

けた教養が多少役に立つこともあるわけです｡

もちろんこれはほんの些細な動機で､やはりその背

景に､コンピューターの進展により､コンピューティ

ング(計算すること)が人間の知の大きな部分せ占め

るようになってきている現実に対し､それが人間の知

にとってどれほど重要なものなのか､この時代の新し

い知のあり方について改めて考える必要があるのでは

ないか､というみんなの思いがあったからでした｡

いまわれわれの世界では､ナレッジ･マネジメント

ということが言われています｡当然ナレッジとは何か

についての議論も必要だと思いますが､多くの企業は

そこのところは飛ばしてしまい､暗黙知や経験知とい

ったものをデータベース化することに媛小化してしま

っている｡情報と知識との関係は､もっと真剣に考え

なければいけない問題ではないかと恩います｡

しかし､哲学の方に日を向けてみると､時代そのも

のが複雑化する巾で､哲学にとって隣接科学とも言う

べき情報科学や生命科学､あるいは認知科学､脳科学

などが次々に登場｡それらが脚光を浴びるようになっ

て､本来ならば哲学の専売特許であった心とか意識､

精神といったものまでそれらの分野で語られるように

なり､哲学者自身は語らなくなってしまいました｡逆

に隣接科学との関係なくして哲学が成り立たなくなっ

⑧



西田厚聴氏

てきている面もあー)､コンピューター･サイエンスと

深く関わっている分析哲学をはじめ､科学哲学､技術

哲学など､哲学の扱う領域が広がり過ぎて､統率がと

れなくなっているのが現状だと思います｡

1960年代には､実存主義やマルクス主義､論理実証

主義が出てきて人気を博しました｡しかし､その後に

起こったポストモダンを読んでみても､哲学をかつて

の範疇の中で理解するのが大変粧しくなってきている

ことに気づきます｡一方でそれは､われわれと哲学と

の接点が広がっていることを意味しており､先ほどの

隣接科学でも､哲学との接点なしには解決のつかない

問題がたくさん出てきているだろうと思います｡

信倫理と良心の関係

企業倫理というものも､企業の社会的責任を果たす

上で大変重安になってきています.)しかし､必ずしも

われわれは哲学的に研究しつくした上でその中身を定

義しているとは言いがたい｡

と言うのは､欧米社会は基本的に｢はじめにロゴス

ありき｣で､言葉というものを唯一真実や真理を認識

するツールであるとし､それが社会システムの基本に

なっているところがあります｡しかし東き羊の文化の中

には､依然として｢嘘も方便｣ということが社会風土

的な慣行として残されている｡それには､西洋との言

葉についての認識の違いが大きく作用しているのだろ

うと思います｡

例えばわれわれが技術者教育を行うとき､｢技術者

倫理｣という項目も入っています｡われわれはそのた

めにさまざまなテキストをつくるわけですが､ではそ

こで言う｢倫理｣とわれわれが普段言う｢技術者の良

心｣とはどんな関係にあるのかと考えると､非常に曖

昧になってきます｡これは､われわれが東洋文化圏に

⑳l｡本アスベン研究所｡甜位1｡周年記念号

属しているからだと思うのです｡

ラテン語では｢知る｣という言葉は｢スケンティア｣

と言います｡そして｢良心｣は｢コンスケンティア｣

と､｢コン｣つまり｢共に｣という言葉をつけます｡

英語の場合はそうなっていませんが､ドイツ語もラテ

ン語のままに､｢知lる｣は｢ピセン｣､｢良心｣は｢ゲ

ビセン｣と言っています｡ヨーロッパでは､良心は

｢共に知る｣ところから原義がスタートしているわけ

です｡では･･体誰と共に知るのかをめぐってその解釈

にはさまぎまな変遜があり､初期では自分自身､中世

では神と共に知ることが良心でした｡西洋では｢共に｣

という概念が重要だったのです｡

ところが日本の場合はその概念がないので､良心の

声に耳を傾けろと言っても､その良心がどのような意

味なのかがわからない｡そういうノ.了も再三意しながら技

荷者倫理について考えていかないと､本当の意味での

倫理教育を行うことも難しいわけです｡そういう意味

でも､われわれが哲学との接点を通じて､これから学

ばなければいけないことは極めて多いと思います｡

⑳判断力はどこから盟三まれるか

最後に判断力とコミュニケーション能力について触

れたいと思います｡

企業経常や事業経常には､簡単に言えば､判断する

過程があり､判断したことを決断する過程があり､決

断したことを実行した結果があります｡どんな事業に

も､この過楓･ま伴っているはずです｡中でも決断には

タイミングが重要で､どんなに優れた決断でも､タイ

ミングを誤ってしまえば､それは間違いということに

なります｡そのベストの決断をする上で､的確な判断

は欠かせません｡もし判断の過程で間違ったら､それ

をもとにした決断が間違うのは当然で､さらに間違っ

た決断を実行してしまったら､ロスはどんどんふくら

んでしまいます｡では､的確な判断をするにはどうし

なければいけないか｡その判断が正しいかどうかは､

どうやって見極めるのか｡

かつで情報は下の人が一番たくさん持っていて､上

に上がれば上がるほど情報は選択され､†ップは極め

て少ない情報量の中で最終的な選択をしなければなり

ませんでした｡いまはインターネットのお蔭で､私も

相当の情報量を持つことができます｡もちろんそのた

めに､今度は情報を選択する能力､かつては必要でな

かった能力も求められるようになったわけで､そうい

う意味では経営者にとっては大変な時代になってきた

とも言えます｡

人間は判断なしには毎日を生きられない存在で､朝

起きてから夜寝るまで､常に何らかの判断をしていま

す｡その中にはとっさの判断もあり､直感的な判断も

ある｡経営の場合にも､最終的には直感でということ

もあるかもしれません｡しかしそれは､常に程験的な

知識や豊富な情報量に基づけられた直感でなければい

けない｡カントは｢直感のない概念は空虚だ｡しかし､

概念のない直感は盲目である｣と言っています｡われ

われはそのような概念､あるいは知識に裏づけられた

直感によって判断しているわけですが､では一体どう

すれば正しい判断力が身につくか｡それが､われわれ

の最大の関心事と言えます｡

･判断とは､特殊と普遍の問を耳丈り持つような､人間

の持つ不可思議な能力です｡カントも摘屯枠理性批判J

f実践理性批判』に次ぐア判断力批判』の中で､特殊

を取り扱う能力が判断力だと言っています.｡しかしな

がら､カン1､が第三批判として取り上げている｢判断

力｣とは､通常の判断力のことではなくて､美学的な

判断力､芙的判断力というものを好象にしているので､

われわれの経営上の判断にまでその分析を広げること

は､かなり無理があると思います｡ですから､ぜひ哲

学の方々にもこういう問題を取り上げていただきたい

と期待をしているわけです｡

しかしながら､仮に哲学の方面からの研究が進んだ

としても､われわれの判断の対象は多岐にわたり､し

かも極めて短い時間の内に行わなくてはなF)ません｡

企業経営あるいは事業経営というものは､悠久の時間

の中で120%の情報を得て行えるゲームではなく､限

られた時間の中で情報を選択し､限られた情報によっ

て最適の判断をし､タイミングのいいときに決断をし

て､それを断行できるかどうかなので､貴通な判断の

ために必要な情報はあらゆる範囲にわたっていると考

えるべきでしょう｡

だとすると､視野をさらに広げて､すぐには役に立

たなくても､ある日突然イ吐かの判断をするときに役に

立つものはたくさんあると思うので､R嘆からさまざ

まな領域の本を読み､こつこつと学び取っていくこと

が必要だと思います｡それは哲学というより教養と言

われるものかもしれませんが､そういうことも日頃か

ら心掛けておく必要がある｡それと同時に重要なのは､

われわれの下した判断が本当にどの程度最適なものな

のか､ある客観的な状況の中で相対的な二Il三しさを持つ

ものかどうかを考えるために､さまざまな観点から検

証してみることです｡

そこで最初に行うことは､まず自分白身が考えたこ

とを対象化し､突き離して見てみることです｡対象化

にはさまざまな他者の観点が必要です｡それはステー

クホルダーの観点だったり､消費者の観点だったりす

るわけですが､そういうさまざまな観点に立って自分

たちが下した判断をもう一回点検し直す作業を常にす

る｡しかし､その出発点はまず自分自身を対象化して

みる｡それは自己内対話ということになるわけですが､

それを続けていくことが基本になるだろうと思います｡

そのためには､哲学的にものごとを考える癖をつけ

る｡それはより深く､合理的に､ロジカルに考えてい

く訓練になるわけですが､そういうことをずっと持続

してやり続ける以外に手がないと思います｡

もちろん自己内村講だけでなく､先ほどの､言葉と

いうものが真理や真実を認識し､かつ伝えるために人

間が生み出した唯一のツールだということを考えてい

くと､他者との不断の対話というものが極めて重要な

要素になってくるだろうと思います｡そのため､個人

的な話になりますが､私はものづくりの現場､製造の

現場や開発の現場にはもう180回以上足を運んでおり､

行くたびごとに対話会というものを必ず開いています｡

8､9人の人たちと1時間半ほど話し合い､彼の1時

間半は懇親会にして気楽にお喋りする｡都合3時間ほ

どを出席者の人たちといろいろな対話をしながら過ご

しています｡

ピーター･ドラッカーは｢リーダーシップは学べる

ものであるし､かつまた学ぶべきものである｣と言っ

ていますが､本当にそうだと思います｡そういう意味

からも､他者との対話は大事なので､コミュニケーシ

ョン能力が今後のリーダーの､あるいはリーダーシッ

プを発揮するための欠かせない能力として重要な条件

になってくるだろうことを､私自身は信じて疑いませ

ん｡これからもリーダーである限りは､それをさらに

実践していくつもりです｡

⑬
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オリックス株式会社
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医療法人健胃会
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富士ゼロックスシステムサービス株式会社

株式会社富士ゼロックス総合教育研究所

株式会社≡蔓東京UFJ銀行
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高校生を対象とした
ミらニアセミナーの開催

鈴木信成
●日本アスペン研究所理事

1年半ほど茹から､｢10周年を機に､次の10年の飛

躍に相応しい､新たな事業を創設しよう｣ということ

で､新事業のプロジュク1､チームが日本アスペン研究

所関係者で編成され､検討が始まりました｡候補事業

として､世界6カ国のアスペン研究所で活発に展開さ

れている｢ポリシー･プログラム｣をはじめ､幾つか

の企研が狙上に上りました｡

その中で､理事会等でも是非進めようと全面的なご

賛同をいただいたのが､学生対象の｢ジュニア･セミ

ナー｣でした｡

命若者に哲学書を

このジュニア･セミナーは日本アスペン研究所が創

設されたときからあった構想でしたが､エグゼクティ

ブ･セミナーやヤング･エグゼクティブ･セミナーの

参加者からよく出る｢古典や哲学書はリーダーシップ

教育に限らず､若い多感な学生のときに読むことが必

要｣という声や､最近の若者の読書離れへの危惧も推

進に一役買いました｡

こうした経緯を経て､10周年記念事業は｢ジュニ

ア･セミナー･プログラム｣となり､具体的な検討が

始まりました｡しかし､常に｢果たして高校生は参加

してくれるだろうか?いや､その前に学校側はこう

した企画に賛同してくださるだろうか?｣という不安

があったことも事実です｡

企画会議は何度も繰り返され､コンセプトが固まり､

募集要項の大枠が完成したのは今年の3月でした｡そ

の概要は次のようなものです｡

まず､対象は私立大学附属の高校2年生｡大学生で

なく高校生にしたのは､高彼の高学年になれば難解な

古典も食い下がって読めるし､若い方がより強いイン

パクトを与えられるのではないかと考えたからです｡

また3年生でなく2年生にしたのは､一貫校といえど

も大学受験をめざす生徒に配慮したためです｡

セミナー口数は3日間｡1日に2つの古典を基に対

話し､3巨】で合計6つの古典を読むことにしました｡

エグゼクティブ･セミナーやヤング･エグゼクテイ
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ブ･セミナーでは1つのテキストに係わる時間は平均

30～40分ですが､高校生には90分と2～3倍の時間を

割り当て､じっくり古典と対略させることにしました｡

また､連続して3口間開催するのではなく､ひと川･こ

1口だけとし､初日のセミナーで歯が立たなかった生

徒も次の開催までの1カ月の間にリターンマッチの準

備ができるようにしました｡

使餌する6つのテキストは､人間の生きていく意味

や生き方を問うものを選択｡平易な文章ですが､深く

考えるヒントが豊富な文献から選択しました｡これも

企画委員の先生方から議論百出したのですが､以下の

ように決まりました｡

Dayl:ソポクレース『アンティゴネー』

森鴎外『かのように』

Day2:『旧約聖書しほから｢創世吉乱

ルソーF社会契約論ゴ

D町3:プロティノス『エネアデス』

和辻哲郎ア人間の学としての倫理学』

ア呆ペン｡ジュニア･セミナ⊥
皆の偉人は着えた-ただ乍き丁い九/ど川･-の∂一子

｢より善く生きるため.弓の手紙がここにある

このセミナーの参加費は無料としました｡高校生か

ら僅かな参加費をいただくよりも､アスペン研究所の

社会貢献活動として位置付け､経巡に弾みをつけよう

と考えたからです｡

轟対話の面白さに目覚める

こうしたプロセスを経て募集活動が開始されました

が､対象となった学校は当然アスペン研究所と言って

もご存知ではなく､話を聴いていただくまでに少々時

間がかかりました｡しかし､じっくりご説明催した結

果､ご理角軋 ご賛同をいただきました｡全く関心を持

っていただけなかったところは僅かでした｡また､学

校側にはご賛同いただいたけれども校内公募をかけて

も生徒が集まらないケースもありました｡

そして､慶應義塾女子高等学校､慶應義塾湘南藤沢

高等部､学習院女子高等科､早稲田大学高等学院､立

教池袋高等学硬の5つの高校から23名の生徒さんが参

加してセミナーが始まりました｡

セミナーの進め方は､エグゼクティブ･セミナーと

同様に､テキストを事前に充分読みこなして参加､セ

ミナー中はひたすらテキストをベースに生徒同士で対

話します｡モデレーターの先生とリソース㌧パーソン

の先生が参加するのも､エグゼクティブ･セミナーと

同様です｡

生徒たちの参加のきっかけは､校内公募を見て､先

生や友達からの誘いを受けて､とさまざまでしたが､

皆さん､やや気楽に参加された様子でした｡Daylの

自己紹介では｢オリエンテーションに参加して､こん

なに真面目な､ちゃんとしたセミナーだとは思わなか

った｡大変なことになった｣と言っていました｡

寛1回ジュニアーセミナーで

しかし､いざ始めてみると､なかなかしっかりした

意見を発する人が多く､企画段階の懸念が杷憂である

ことがわかりました｡セミナーを経験して､古典の歯

ごたえ､読みこなすことの重要性､そして対話の面白

さに目覚めた様子が感じられました｡

これまで9月のDayl､11月のDay2の2回が終了

しています｡ここで､これまでの代表的な感想文をご

紹介します｡

｢まず驚いたのは､皆の日のつけどころと話の奥探

さ､そして非常にうまく筋道を立てて話していたこと

です｡普段はこのように何かについて掘り下げ､自分

の考えを語り合うということがなくて､とても新鮮で

した｡同世代の人がこれだけ自分の考え､意見をしっ

かり持っていることにとても焦り､そして安心しまし

た｡それを聞き､深く共感すると共に､自分の中で納

得することができました｡次回も楽しみです｣

今回の｢ジュニア･セミナー｣は僅か23名の言わば

トライアルでしたが､来年以降からは募集範囲を拡大

し､まさに10周年の記念事業として年々活発になるよ

うに努め､対話の面白さ､本を読む大切さなどを少し

でも多くの高校生に経験させたいと考えています｡将

来は､倫理や公民を担当する先生方にこのセミナーの

進め方を伝授し､学校単位で開催することも考えてお

ります｡

現在､日本では哲学は高等学校の正式教科こ取り入

れられていません｡これは先進国の中では珍しいこと

だそうです｡このセミナーがこうした状況に一石を投

じるものになり､教育界に何らかの変化が生まれてく

ることを願っています｡
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〈司会〉

村上陽一郎
●巳本アスペン研究所評議員

東京大学名誉教授

〈パネリスト〉

原 丈人
●デフタ･パートナーズ･グループ会長

内永ゆか子
●株式会社ベネッセコーポレーション副会長

ベルリツツインターナショナルインク会長兼社長兼CEO

今道友信
●日本アスペン研究所特別顧問

哲学実学比較研究国際センター所長

ウォルター･アイザクソン
●米国アスペン研究所理事長

小林陽太郎
●日本アスペン研究所会長

富士ゼロックス株式会社相談役最高顧問

(発言順)

えペ~ン研究所
如叩川■nsti1日le･■粥川■t仙hノl■■niヽ一trヽ呵

鯛立10周_年記念シ

学リー■音こ~~シップと軒
-Leaders吊l川ndl-hil一-S叩恒

ンポジウム

ーklubl･r川コl瞞

公益資本1二義の構築へ

ヰ寸上では､これから｢リーダーシップと哲学｣をテ

ーマに､パネル‥ディスカッションを始めたいと患い

ます｡まず最初に､パネリストをご紹介申し上げます｡

向かって左から､デフタ･パートナーズ･グループ会

長の原文人さん､ベネッセコーポレーション副会長の

内永ゆか子さん､哲学美学比較研究国際センター所長

の今道友宿さん､米国アスペン研究所理事長ウオルタ

ー･アイザクソンさん､そして日本アスペン研究所会

長の′ト林陽太郎さんです｡

最初にこのパネル･ディスカッションの進め方をご

説明しておきますと､まずパネリストの方々に並んだ

順に5分ほどお話しいただきます｡アスペンは3分ル

ールが基本ですから､いつもより2分長いわけですね｡

その後､フロアからご質問を受け､それを基にあとは

パネリストの方々のフリーディスカッションを行って

いきたいと思います｡では原さんから､どうぞ｡

原 きょうは､日本は世界に対して何ができるかをご

一緒に考えたいと思い､お話をさせていただきます｡

現在私は､アメリカ､イギリス､イスラエルの3カ国

で先端技術分野の会社を経営していますが､私がこれ

らの会社を欧米で立ち上げたのは､会社を大きくして

ロンドンやニューヨーク市場で上場するためではあり

ません｡その最大の理由は､私が起業する前に中央ア

メリカのエルサルバドルなとで考古学者として活動し

ていたとき､そこで出会ったインディオの人たちが1

日1ドル以下の貧しい生活を強いられていた､その現

状を何とかするためです｡そこで会社を興し､その会

社の新しい技術群を使って彼らの教育や医療の改善を

⑬l｡本アスペン研究所0弧Ⅷ牢記念弓

行うことを､慈善事業ではなく事業として採算を得な

がら実現できないかとR々考えながら､企業活動を行

ってきたわけです｡

私が事業を始めたのは1985年からですが､実際に途

上国で事業展開を始めたのは2005年からです｡世界の

発展途上国は､国連加盟国192カ国のうち130カ国もあ

りますが､この中でも特に貧しい後発発展途上国と言

うべき国々は約50カ国あります｡どこも所得は1日当

たり1ドル以下｡その理由は､教育の遅れで文盲率が

高く､2人に1人強は字が読めない､書けないからで

す｡そのため､大人になってもいい枇事に就けない｡

そこで私は､バングラデシュというアジアの最貧国を

選び､ここにワイヤレス･ブロードバンドのインター

ネット･サービス･プロバイダーをつくりました｡設

立後3年目の現在､この国における最大規模の会社に

なっています｡この会社は､税引き前利益の亜%を教

育と医療に使えるようにしてあり､会社が儲かれば儲

かるほど従業員の給料も上がるし､経営陣もボーナス

がもらえるし､l司時に教育及び医療に使える資金の金

額も増えていくわけです｡

このような会社をつくったのは､会社は株主のもの

だというアメリカにおける間遠った風潮､考え方に対

抗して､会社は何のためにあるのかを考え直す構会を

つくっていきたいという恩いがあったからです｡会社

が株主のものであるならば､経営陣や取締役会の活動

は､株主の要求する価値即ち株価を上げることだけを

追求するものになりかねません｡私は､アメリカのよ

うに株価上昇や配当金増額を要求してくるような大株

主におもねる経営は間遠っている､その会社が持って

いる技術や文化を使って思う存分お金を儲け､それを

使って社会に貢献することこそが経営陣たちの使命で

あると確信しています｡

この観点から､私は現在の株主至上主義の資本主義

に対し､公益資本主義という考え方を提唱し､社会に

役立つために利益の最大化を図る企業の方が､株主だ

けのことを考えて利益率を上げる企業より株価が上が

るという経済理論をつくりたいと考えています｡そこ

で昨年の秋､6人の欧米人からなる研究チームをつく

り､株主至上主義のアメリカの経済学に対抗できるよ

うな､新しいタイプの公益資本主義の理論体系を今後

3年以内に打ち立てようと頑張っているところです｡

村上 大変刺激的でチャレンジングなお話をいただき､

ありがとうございました｡それでは内永さん､お願い

いたします｡

判断基準のよりどころとして

内永 私は現在､ベネッセコーポレーションの副会長

をしていますが､今年の3月までは日本IBMで製品

の開発と研究に携わっておりました｡私自身が｢リー

ダーシップと哲学｣というものを自覚したのは､実は

アスペン･セミナーに参加させていただいて､そこで

考える機会を得たことが大きかったと思います｡

私が従事していたIT産業は非常に変化が激しく､

現在のようなグローバリゼーションをもたらしたのは

ITによるものと思っていますが､それによる変化は

さらに加速し､その流れはここ当分衰えることはない

でしょう8こういう状況の中で口々仕事をしていて､

いったい自分は何を基準に価値判断をしていけばいい

のかという問題に私は直面していました｡仕事の上で

何か判断をしなければならないとき､株主利益や売り

Lげ､お客様満足度といったことは当然考慮するわけ

ですが､もっと根本的なところで判断を下さなければ

ならない場合もあり､そんなとき私は揺らいでいまし

た｡ちょうどそのようなおりにアスペンのセミナーに

参加し､自分は何をベースにして物事を判断するのか

という､人間としての基本､価値観というものをしっ

かり持っていないと､最後の最後のところで的確な判

断ができないということを学んだのです｡

同じころ､アメリカのIBMの経営幹部の人たちと

話をしていたら､彼らも厳しいビジネスの変化の叫で

口々さまぎまな決断を迫られて思い悩むことが多いこ

とがわかりました｡その中の一人の女性が､｢私は毎

口いろいろな判断に迫られ､それなりの判断を下して

いるが､家に帰ってから必ず聖書を読む｣と言うので

す｡｢聖書を読んで､きょう言ったこと､やってきた

ことはこれでよかったのかを自分に聞い､そこで自分

に納得させて､次のステップにいく｣と｡その後､彼

女が聖書を送ってくれましたが､私は残念ながらまだ

読んでいません｡でも､彼女の話を聞き､アスペンに

参加して､私自身のよって立つ基盤がいかに弱いかを

深く感じ､遅ればせながら､いま足元を固めるべく一

所懸命､勉強しているところです｡

村上 ｢自分自身の判断力を持て｣というのは､いま

の日本人にとっては耳の痛いご提言ですね｡周りを見

回し､前例を探り､という因習的なやり方でわれわれ

はやってきていますから｡それでは今遣先生､お騒い

いたします｡

新しい世界の道徳哲学をつくる

今道 5分で｢リーダーシップと哲学｣について苗を

⑬



パネル･ディスカッション

リーダ｣シップと哲学

せよと言われましたが､私は魔法遣いではありません｡

私は大学で学長になったことはなく､大きな団体の代

表者になったこともない｡ただ国際的な研究では指導

的仕事はしておりますので､多分､企業や役所の仕事

でも研究は必要だと思い､幾らか参考になることを､

あと4分で申し｢げることにします(笑)｡

私は哲学を勉強していましたが､30代のころ､哲学

界全休に不満を感じていました｡いま世界に哲学史の

教授はたくさんいるけれど､哲学を考えている人はい

ない｡実存主義哲学は自分に閉じこもり､他の人の後

には立たないし､アメリカで盛んな分析哲学は､誰か

が間違った言語使用をするのを待ってそれを批判する

という態度で､これも哲学とは言えない｡

そこで私は､哲学を根本的なところでやり直さなけ

ればいけない､それも世界的な規模でやり直さなけれ

ばいけないと思い立ち､国際会議などに出向くたびに､

優秀で､謙虚さを持っている若い学者を見つける努力

をしました｡さしあたり15人を選び､国際研究会をっ

くり､彼らを鍛えるインストラクタ一になろうと思っ

たのです｡

そのためにはテーマを決めなければなりません｡

｢比較研究｣と｢道徳哲学｣が新しい哲学を呼び込む

力になると思いましたが､比較研究では哲学史のよう

に細部の研究だけになる恐れがあります｡そこで道徳

をテーマにしました｡

メンバーは､日本人2人とアジアから2､3人､哲

学はヨーロッパが進んでいるので欧米の人たちが多く､

全部で20人のグループの共同研究を始めました｡メン

バーには単純なべシミストやオプティミストでなく､

真面目で対話ができる人を集めました｡インストラク

ターは､同時にオーガナイザーになったのです｡オー

ガナイザーとLて大事なことは3つ｡自分は理念を語

るにとどめ､あと細かなことは自分が話すよりも常に

その理念にそう発表をさせること､最後にディスカッ

ションを喚超することです｡

グループの方向を決めるときを見はからい､私はそ

⑳l日本アスペン研究所0弧1｡開念考

の方向を｢エコエテイカ｣､｢新Lい倫理学｣とするこ

とに決めました｡それは1980年のことです｡それ以来､

エコエテイカが新しい世界の道徳哲学として成立しま

した｡いま私は､世界の哲学界のリーダーの一人と言

われるようになりました｡リーダーは自分で名乗るも

のではなく､人が名づけてくれるものです｡エコエテ

イカは国民道徳でなく､会社の遺徳でもない､技術社

会における人類の倫理､コスモポリタンの道徳です｡

村上 ありがとうございました｡ではアイザクソンさ

ん､どうぞ｡

オープンマインドと決断の関係

アイザクソン 私は情報というものについて､2つば

かりお話ししたいと思います｡ひとつは､情報の自由

な流れがインターネットや他のデジタル技術によって

増大したことについて｡このことはリーダーシップの

あり方をも､大きく変えています｡もうひとつは情報

過多の間置です｡

リーダーには2種類あると思います｡まず､情報を

管理することによってみんなを先導しようとするタイ

プ｡もうひとつは､情報の自由な流れを許容するリー

ダーです｡これは産業界にも政界にも当てはまること

で､中国のリーダーや旧ソ連のリーダーは情報の自由

な流れを許容することができませんでした｡しかし､

いまこの時代には情報の自由な流れは必然的なもので

あり､情報の流れを止めることはできません｡リーダ

ーシップのツールとしで情報の流れをコントロールし

ようとしても､21世紀ではうまくいかないでしょう｡

次に情報過多の問題についてお話ししたいと思いま

す｡いまわれわれが人手する情報の量はあまりにも多

いので､決断を下すのは容易ではありません｡コリ

ン･パウエル将軍は､情報の40%を獲得するまで決定

しないことをルールにしていました｡しかし､80%を

超えてはならない､と言う｡なぜなら情報が多いと､

決定を先延ばしし過ぎることになるからだと｡アメリ

カのプッシュ大統領は､そういう意味では判断とか決

定を素早くし過ぎていたし､反対に､私が尊敬してい

たクリントン前大統領の場合は､時々耳を傾け過ぎ､

許容力があり過ぎて､なかなか決定に楷み切らないこ

とがありました｡しかしながら､この場合は素早く判

断し決定すべき､この場合は他人の意見に耳を貸すべ

き､という単純な法則はないのです｡でなければ､こ

のようなパネル･ディスカッションは必要ないし､リ

ーダーたちもディベートをする意味がなくなってしま

うでしょう｡いまは､情報の自由な流れは止められま

せんし､リーダーが情報を管理することが難しい時代

です｡そんな中でもリーダーは､判断を行い､決定を

しなければいけないわけです｡

村上 ありがとうございました｡それでは､最後にな

りましたが小林さん､お願いいたします｡

言葉とコミュニケ岬ションのプ~･卓

小林 きょうはアイザクソンさんと西田さんの素晴ら

しい基調講演を聞かせていただいて､改めて今回の大

きなテーマである｢リーダーシップと哲学｣について

考えさせられることがたくさんありました｡そこで私

は､企業だけでなく､政治､行政､教育などさまぎま

な分野でのリーダーの基本的スタンスとは何か､基本

的な考え方とは何か､というレベルで､哲学というも

のを捉えてみたいと思います｡

日本ではよく｢彼には哲学がある｣とか｢ない｣と

いう言い方をします｡しかし英語には､経営者などの

行動パターンを指して､l~彼にはフィロソフィーがな

い｣という言い方は多分ないでしょう｡欧米の人々は､

われわれと違って哲学という言葉をかなり厳熱二使っ

ていて､それを使う場合は､具体的に｢彼のよって立

つ基本的なスタンスは何か｣を問う場面となります.｡

例えば｢彼はカソリックか､プロテスタントか｣とい

ったレベルの話となり､われわれのように意味を広げ

ては使わないように思います｡

さて､組織のリーダーが行動するときに必要なこと.｡

そのひとつは､姓L織の内部での部下との関係で､経営

に閲しどのような基本的なスタンスをとるべきなのか､

その基本的なスタンスについて､どう効果的に部下に

わかってもらうかを考える｡このあたりのことは､克

ほど基調講演で西田さんが言われた吉葉の問題､ある

いはコミュニケーション密度の開運などが関わってき

ます｡そして､もうひとつがアイザクソンさんの言わ

れた謙虚さと寛容｡この2つがリーダーに必要な態度

になってくると思います｡

さらに必要なのは組繊外の人たちに対する態度です｡

その対象は､自社の顧客だけでなく､社会全体にわた

っています｡それらの人々に対するコミュニケーショ

ンもまた､重要になっています｡例えば､カスタマー

ファースト､顧客第一主義は哲学と言えるのか｡私は､

経営者がそれを先ほど申し上げた厳密な意味での哲学

として持っているのなら､堂々と哲学と言っていいと

′殴います｡しかし､顧客第一という言葉は世界中誰も

が言っていることなので､具体的な行動でどう示して

いくのか､それは持続的でプレない態度なのか､この

あたりをリーダーが組織の行動として徹底していかれ

るのかどうかが重要になると思います｡

内永ゆか子氏

リーダーには､常に外からも中からも｢なぜ｣とい

う問いかけがなされます｡それに対してリーダーは､

常に答え続けなければいけない｡それがリーダーの責

務である以上､逃げられません｡しかし､｢なぜ｣と

いう疑問がとめどなく州てくるとしたら､その原因に

はリーダーがそれまでに発したメッセージが神明確で

あったり効果的でなかったことが大いにあるわけなの

で､改めて言葉の問題､コミュニケーション方法の見

直しに努めることが大事だと思います｡と同時に､ア

イザクソンさんが常にリーダーの車要な要素として挙

げられている寛容と謙遜､このことにも新たな共感を

示させていただいて､最初の話といたします｡

村上 ありがとうございました｡哲苧という言葉の使

い方に閲し､いわゆる学問としての哲学とは違った形

の使い方を定義していただいて､そういう意味でもま

たひとつ私どもが新しい領域へ進める基礎をいただい

たような気がいたします｡

く質疑応答〉

村上 ここでフロアから､3名の方のご質問をお受け

します｡先にご質問をお聞きしてから､それぞれへの

ご回答をいただきます｡

A氏 木口の基調講演やいまのパネラーの方々のお話

を何っていると､寛容とか謙虚さが共通の話題として

上がっています｡そこで原さんにお聞きしたいのです

が､原さんはいま新しい考え方を打ち山し､勇気を持

ってそれを断行されているわけですが､原さんご自身

は寛容さ､謙虚さということについて､どのようにお

考えですか｡

B氏 私も原さんと内永さんにお聞きしたいのですが､

まず原さんの公益資本主義について､もう少し詳しく

お話をしてください｡会社は何のためにあるのかとい

うお話をされていましたが､原さんは会社の存在価値

をどこに見出しているのか｡会社は利潤ではなくピジ

ョン､理想像というものに価値を見出すべきなのか｡

それが原さんのおっしゃる公益資本主義のもとになっ

ているのか｡こういったことを何いたいと思います｡
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内永さんは､自分自身の判断力を持つことの重要性

を説いておられましたが､ご自身の判断と会社の経営

者としての判断に矛盾が生じたことはないのか｡そこ

をどのようにご自身の中で解決されてきたのかをお聞

かせ願えればと思います｡

C氏 アイザクソンさんにお尋ねしたいと思います｡

アイザクソンさんからはアメリカの建国の父と言われ

る人々のお話が出ましたが､アメリカには彼らがつく

り上げた賢明なる安協の精神とかバランス恩考､自由

と平等の理想主義といった非常に立派な哲学があった

はずです｡しかL､最近の金融問題のように､往々に

してアメリカはバランスを欠いた､一方向に】-･方的に

突っ走る行動が目立ちます｡これはなぜでしょうか｡

ロジックだけでほ成功しない

村上 では､それぞれの方にお答えいただきます｡

原 私は日本生まれ日本育ちなので､アメリカで仕事

をするようになって最も違和感を感じたのは､とにか

く話さなければいけないことでLた｡日本なら､いい

ことをしていてもそれを人に喋らないのが美徳ですね｡

いずれ認める人が出てくればいい､と｡しかしアメリ

カでは､どんどん自分から喋って､自己表出していか

なくてはいけない｡つまり日米間は､黙っている文化

と喋る文化のぶつかりあいなのです.〕しかし現在のと

ころ､喋る文化の方が世界を席巻していますから､世

界で商売をしていくには､後づけでも喋ること､ロジ

ックをもって相手と互角にぶつかり合い､そして論破

しなければならないときは論破することが必要です｡

しかし､いったんロジックというものにはまって論

理で勝負していくと､寛容とはほど遠くなり､ひたす

ら論理の上の正しさのみを追求するようになります｡

彼らはそれで動いているような気がします.っ私はやは

り日本人ですから､日本の考え方の中でもいいものを

何とか世界の国々に広めたいと思っているので､これ

を欧米で通用するロジックの上に載せていけないもの

かと､さまざまなことを試みているわけです｡

公益資本主義もそのうちのひとつですが､私は会社

は別にビジョナリーカンパニーである必要はないと考

えています｡｢これは面白い｣または｢これは儲かる｣

と思うことは､それぞれ会社によって違っていいと思

っています｡しかしアメリカにいて大変やり難いと感

じてきたのは､会社を上場すると大株主はわれわれか

らファンドに変わります｡彼らと話をしていると､短

期に株主の利益を最大化する経営がいかにも正しいか

のように､論理で攻めてくる｡最近のアメリカを見て

いると､ハーメルンの笛吹き男の話のように､結末が

わかっていても崖っ緑から落ちるところまで行かざる

を得ないようなところがあり､ロジックだけでものご

とを決定していく社会の脆さを露星しているような気

がします｡

村上 最初のご質問は､原さんは寛容とか謙虚さとい

うものについてどうお考えになっているかということ

でしたので､その点にも一言触れていただけますか｡

原 私は日本で生まれ育っていますから､謙虚とか謙

譲といった､人に譲るという態度は優れた日本の美徳

だと思っています｡アメリカでは､力の強い者､頭の

いい者､賢い者が一番いいものを取るのか)･当たり前と

信じられており､実際､私もアメリカでそのルールの

上でさまざまな仕事をしたこともあります｡しかし私

は､この世には日本でよく言う｢残りものに福｣とい

うこともあると思っています｡力のある者が一番いい

と思って先に取ったものが､必ずしもいいとは限らな

いと｡

ですから､私は日本で学んだ謙譲の美徳や｢残りも

のに福｣という感覚を大事にしたいと思い､白分が我

慢できる範囲内で相手が喜ぶことならば譲ることにし

ています｡

村上 あi)がとうございました｡それでは内永さん､

ご自身の判断基準と経営者としての判断基準が必ずし

も一致しないことがあるのではないか､そのときどう

なさいますかというご質問でしたが｡.

個人と組糀の開で

内永 大変厳しいご質問だと思います｡私はベルリッ

ツとベネッセには4月に放任したばかりなので､お話

できるほどの経験はないのですが､IBMという会社

には37年間おりました｡その中では当然､さまざまな

決定がなされるわけですが､当初はなぜそのような決

定がされるのかわからないことが多かったですね｡た

だ､振i)返ってみると､会社が行ったことは個々人に

とって嬉しいことばかi)ではない､でも結果的にはそ

れが正しかったと思うことが､正直言ってたくさんあ

りました｡

一例をあげますと､私は開発製造というところにお

り､約6000人の部下がいましたが､その組織は10年後

には2000人に縮小しました｡縮小していく過程では､

さまざまな部門をそれに適した組織に変えたり､他企

業に引き受けてもいただきました｡｢シンクパッド｣

というパソコンも､そういう形でIEMを離れていき

ました｡去って行かれる方の顔を見たり､その方々の

将来を考えるととてもつらかったのですが､いま考え

てみると､結果的にはすごくよかった､あのときの会

社の決断はよかったと思っています｡

そういう意味では自分の倫理観と会社の判断が一致

しないこともありますが､その間題を短期で考えるか

長期で考えるか､スコープを狭めて考えるか広めて考

えるかによって､多分､判断基準は大きく変わってく

ると思います｡私も状況によっては自分の考え方を変

えなければいけないことに何度もぷつかり､随分トレ

ーニングを受けました｡そこがある意味では私にとっ

て葛藤であるし､ベースにもなっているわけです｡で

すから､その都度､自分自身を鍛えながら判断を行っ

ているということで､お答えとさせていただきます｡

村上 次はアイザクソンさんへのご質問で､アメリカ

の建国に問わった人たちの哲学と現在のアメリカ人の

行動パターンは一致していないのではないかというお

話でした｡

ヒーロー宜義の落とし究

アイザクソン いいご質問でしたね｡建国の父たちの

哲学について｢バランス思考｣という言葉を使われま

したが､何でもバランスは大切です｡われわれの人生

には非常に多くの価値観があり､それらが時には青い

に対立し､矛盾することがあります｡そこでバランス

が必要になってくるわけです｡

フランクリンなどはもともと科学の世界の人でした

から､価値は1つではなく､複数の間で利益が対立す

るのは当然だから､′削ニバランスをとることが大事だ

という強い侶念を持っていました｡ですから､アメリ

カに政府をつくったとき､勢力均衡という考え方から

三権分立という制度をつくり､司法､立法､行政の問

の均衡を囲ったわけです｡それによってさまぎまな立

場の人々の声がバランスよく取り入れられ､その声を

もとにして政府をつくる目論見もありました｡

われわれはもちろん個人の自由を欲しています｡し

かし､同時にコミュニティーにとってのニーズという

ものもある｡両者が対立したとき､どちらが正しいか

ではなくて､その間のバランスをとることが大事なの

です｡米国では金融の世界でも､政治の世界でも､い

まそれが欠如しているのだと思います｡

これは､ヒーローモ義のせいでもあります｡ヒーロ

ー主義という考え方でいくと､バランスをとる必要な

どなくて､自分が思っている方向に皆を駆り立ててい

けばいいだけとなる｡アメリカ人は勇敢であることが

好きです｡これは確かに美徳のひとつかもしれません

が､往々にしてそれは､他の人たちを無視し､バラン

スをとろうとしないで突っ走ることにもなるわけです｡

勇敢さも必要ですが､それと同時に必要なのは､相対
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立する目標の間のバランスをどのようにとるかという

ことです⊇

いま金融の世界で起こっていることは､人々がヒー

ロー的に1つの目標だけを追求し過ぎた結果です｡そ

れは単一志向型で､何が何でも利益を最大化しようと

したため､バランスが崩れてしまったのだと思います｡

村上 小林さん､今遣先生､いままでの議論に何かつ

け加えたいことはありませんか｡

アメリカ祉会のl刊争作川は馳才巨か

小林 いまアイザクソンさんが､もともとアメリカは

バランスを重視する国であったのに市場至上主義に走

り､バランスを欠いた状態になってしまった､とおっ

しゃいました｡実はこれはl]本でも全く同じで､日本

のメディアの方々は､われわれがバランスと言うと､

中庸重視のバランス論など全くつまらないという顔を

される｡それより一点集中だと｡しかし､社会､教育

などを広い視野で見ようとすれば､やはりバランスが

大事ですね｡

私は諦観論者ではありませんが､結局はわれわれは

人間だから､どこかで過ちを犯す存在だと思います｡

それはアメリカ人でも中国人でも日本人でも同じです｡

その過ちをどう正すのか｡次にはそれが問題になりま

す｡そのアメリカの自浄作用や回復力については､20

世紀初頭に日本でアメリカの拝金主義や功利主義に対

する批判や非難が盛んになったとき､当時エール大学

で敢えておられた浅川教授は､それは事実だけれども､

アメリカ社会は日本が持っていない急速な自浄力､軌

道修正機能を持っていると指摘されています｡今回の

金融危機に際しても､アメリカのとった行動は非常に

素早かったと言われています｡しかし､そのことを褒

める前に､なぜ問題をあそこまで大きくしなければい

けなかったのかを考えてみる必要はある｡これは単に

人間だから､ということでは済まない問題ですからね｡

振り返ってみますと､アメリカの建国の父たちの精

神に学ぶことも重要ですが､口本にも近江商人の｢三

⑳l日本アスペン研究所e倒立1僻記鯛

方よし｣の精神や､百貨店の大丸さんの家訓｢先義後

利｣など､さまざまな商道徳､哲学がありました｡歴

史に学べばどの国にも､いまわれわれが経験している

ようなことに似たことは何度もあったと思います｡し

かし100年前の商売のやり方といまは違うという傲慢

さのためか､結局は何も学べていませんね｡でもそろ

そろ､欧米の軽骨苧を中心に据えるのでなく､日本や

アジアの伝統的な商売の仕方をもう一度見直して､日

本の経営学の体系をつくり帯す時代になっているよう

な気がします｡いま中国はその方向に走り始めていま

すが､そういう意味で､われわれは改めてアジアの歯

哲学について学ぶべきだし､その材料はたくさんある

と思います｡

ロー~訂本人は本当に証虚舟

今道 このパネル･デイスカソションのテーマが｢リ

ーダーシップと哲学｣であるにもかかわらず､哲学者

の私には何の質問もないのは残念です｡皆さんの申に

哲学など役に立つわけがないという傲降さがあるのな

ら､いままでのアスペンの試みは無駄だったというこ

とになります｡そこで私は､日本人が本当に謙虚であ

るかどうかということを考えてみたいと思います｡

例えばわれわれが西欧文化や文明を学びとるとき､

得になるところだけは学んで､人間理解の探いところ

に関しては､東洋の万が謙虚だとか､東洋の方には道

があるとか言って､あえてその対話から身を引いてき

た｡それは､東洋人というよりも日本人の持っている

傲慢さの放であると思うので､本当の意味で謙虚にな

る必要があると思います｡

よく日本人は｢あいつは自分のところに挨拶に釆な

い｣とか｢あれは私が行くとそっぼを向いている｣と

言いますが､本当に謙虚にその人たちと一緒に働こう､

あるいは彼らのリーダーになろうと恩っているのなら､

自分から挨拶に行くべきです｡上下の秩序を重んじる

傾向が日本の社会では強すぎて､それが上の傲慢と下

の傲慢を生んでおり､下の人は上に近づくとおべっか

を使っているように思われるのではないか､反対に上

の人は下の人に近づくと人気とりに有っているように

見られるのではないかと警戒ばかりして､対話の精神

が育っていない｡対話の精神の欠如とは､謙虚さの不

足のせいです｡

私は全体の空気に対していつも反対■のことを言う男

ですからご不快かもしれませんが､われわれはもっと

謙虚にならなければいけない｡謙虚になることによっ

て学びとることもでき､もしかしたら与えることもで

きるかもしれないと考えています｡

村上 ありがとうございました｡内永さん､どうぞ｡

内永 いま今道先生がおっしゃったことに対して､私

も同じ感想を抱いています｡反さんがおっしゃったこ

とも確かにそのとおりですが､長い間､グローバルな

世界に身を置いて働いてきた者の実感として､個人と

して向き合ったとき､欧米の人たちの方が謙虚に相手

を評価し､相手を敬う気持ちを持っているような気が

しています｡

私自身は見てのとおり女性ですから､どうしても日

本の男性の方々が築き上げてきた､互いにもたれ合う

ような同質的なコミュニティーの中にはなかなか入れ

ていただけなかった=.何として平等の立場でコミュニ

ケーションをとろうとしても､とても難しかったので

す｡ところが､欧米へ行ってみると､個としての私を

きちんと受け止め､｢あなたが言っていることはおか

しい｣とか｢あなたが言っているここはいい｣とか普

通に言ってくれる｡でも口本に帰ってくると理山のわ

からない壁が立ちはだかっていて､｢なぜ｣というこ

ちらの質問に返ってくるのは｢昔からそうしているか

ら｣とか｢いちいち理屈を言うんじゃない｣という言

葉です｡これでは日本の本当のよさというものは生ま

れてこないのではと思います｡

ですから､それぞれが個に立ち戻って､もう一皮自

分たちが強みと思っている仕組みを考え直す｡これも

ひとつの謙虚さだと思います｡その中で､本当に日本

の持っている強み､素晴らしさというものを明確にL､

その上でグローバル化の巾でどう振る舞っていけばよ

いのかを考える.⊃そういう作業を､これからしていく

必要があるのではないかと思っています｡

原 私は日本がすべていいと言っているわけではなく

て､日本国内に帰れば､私も文句ばかり言っています｡

日本はこう変えなければいけない､と｡しかし､私が

言いたいのは､海外で長く事業をしてきての実感とし

て､欧米の人たち､アングロサクソンの人々がつくっ

てきたルールで世界全体が動かされているいまの現状

がこのままであっていいのかということです｡

これはアメリカの｢ビジネスウィーク｣の統計だっ

たと思いますが､CEOの給料の平均が国民の平均給

与の441倍という｡日本は最大でも15倍ぐらいでしょ

う｡このような極端な貧富の差が出てきたり､隣人同

士が信用できなくなったりと､経済はよくなっても､

そんな社会にどんどんなっている｡その経済も最近あ

やしくなってきているわけで､これまで日本が師とし

て仰いできたひとつの方向性がここで問い画される時

代になってきているような気がします｡別に口本流で

もヨーロッパ流でも何でもいいのですが､次に出てく

る新しい方向性には､さまざまな価値観をすべて認め

る寛容さが求められると思います｡

そこで､多様な考え方自体をすべて認め合う社会を

どうすればつくれるのかを考えたとき､l]本は苦から

八百万神の国ですから､どんな宗教も受け人れて自分

のものにLてしまうことができる｡それは､都合のい

いものだけを取り入れているに過ぎないと言われれば

そのとおりかもしれませんが､とにかく違和感がない

ですね｡

また､アフリカの支援の仕方を見ていても､欧米の

支援のやり方は欧米式の生活様式をアフリカに持ち込

み､それで支援をしている｡それに対して日本人は､

これはアフリカ各国で活動しているNGOの若い人た

ちを見ればわかりますが､相手の国々の本当に寛しい

人々の暮らしに溶け込んで､相手の食べるものを食べ

ながら活動している｡日本人にはこういうよさもある

と思うので､多様な価値観を認め合うという考え方を

もう少し世界に広めると､世の中はもっと平和になる

だろうし､いろいろな主義主張も同時に認められるよ

うな社会になっていくだろうと思います｡

今道 いま原さんのおっしゃったことは人事なことで､

日本人は相手の社会に入っていって同化しようという

姿勢は強いと思いますが､同時に内永さんが言われた

ように同質化社会の傾向も強い｡なぜ口本国内ではそ

うなのだと思われたとき､日本の古典を皆さんがもう

少し勉強されると､日本文化内部の異質性もわかりま

す｡アスペンで体験された古典の勉強を怠らずに続け

てください｡

リーダ｣シップと馴造件

小林 ここで司会者へのお願いですが､きょうは｢リ

ーダーシップと哲学｣ということで､アイザクソンさ

んがアメリカの建国精神と民主主義の創造性､謙虚さ､

寛容さといったことについてお話をされましたが､こ

こで次期大統領候補オバマ氏について､オバマリーダ

ーシップの哲学というものをアイザクソンさんはどの
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パネル･ディスカッション

リーダ｣シップと哲学

ように見ておられるのかお開きしたいのですが｡

村上 私も例えばポリティカル･リーダーというもの

を考えたときに､日本のような責任内閣制の首相と､

アメリカのような選挙によって直接リーダーが選ぼれ

るところとでは､リーダーシップの違いというものが

あるのだろうかと思っていましたので､そのあたりも

加えて､アイザクソンさん､お願いします｡

アイザクソン オバマ上院議眉のリーダーシップのス

タイルについて言うと､彼の演説を聞かれた方は感じ

たと恩うのですが､大変インスピレーションに富んで

いて､人に感動を与えることができます｡具体的な政

策を示すというよりは､インスピレーションを与えて

感動させるというスタイルですね｡その方法で､合意

も成立させてしまう｡オバマ氏は自ら道を決めて押し

つけるのではなく､周囲の人たちとのバランスを図っ

ていくというタイプです｡つまり､今度の選挙は､プ

ッシュ大統領が崩したバランスを取り戻すいい機会な

のです｡

もうひとつのご質問に関して言えば､国によってど

のような形態が向いているかは違うと思いますが､も

しアメリカに議員であり政党の長でもあるという日本

の首相のような形の政府の長がいたら､権力の抑止力

がきかなくなる可能性があるので､いまの形がアメリ

カには向いていると思います｡

原 アメリカのいいところは､やはりダイナミックに

極端なところまで行っている方向を改める力があるこ

と､それと､新しい考えを受け入れてくれるところで

すね｡

これはアメリカだからいいというわけではなく､ア

メリカの中でも特に西の方に顕著な傾向で､例えば西

海岸のシリコンバレーは情報通信分野の新しいテクノ

ロジーが生まれる中心地として有名です｡ここが持っ

ているダイナミズムとは何かと言うと､やはり移民の

存在が大きいと思っています｡人種､国籍､年齢､性

別を問わず､アメリカにはいろいろの人たちがやって

きて､それが個人として尊敬され､対等に議論を闘わ

⑳l｡本アスペン研究所亡偲位1｡周年揖号

せたりできる｡いくら賢い人でも､同じ民族､同じ考

え方の人たちばかりと話をしていたのでは､火花が散

るような新しいひらめきは出てこないでしょう｡人種､

文化､言葉などが異なった人たちが何とかコミュニケ

ーションしようとするところに､新しい創造的なもの

が生まれてくるのです｡

内永 確かに研究開発など新しいことを隼み出してい

くときには､同じ価値観､同じ経験を持った人たちが

集まるより､違う価値弧違う失敗体験を持つ人たち

が集まり､ひとつの方向に向かってディスカッション

をし､案を練っていく方が､創造的なアイデアが出る

可能性が高いですね｡

そのとき大事なのは､それぞれの能力､それぞれの

遠いをお互いに認め合い､その上でお互いに切磋琢磨

することだと思います.⊃ 日本の場合は､異質なものを

受け入れる土壌ができていなくて､なかなか難しい｡

どちらかと言うと､皆さんあうんの呼吸で､言わなく

てもお互いわかるよねということでずっとヤってきて

いますからね｡これからは､本当に新しいことをやっ

ていくためには互いのベースの違いを理解し合いなが

らやっていかなければ､成功は難しいのではないかと

いう感じがしています｡

そのときに､ちょっと我田引水ですが､ぜひ女性を

加えていただきたい｡異質なものを受け入れることを

学ぶ､最も簡単な第一歩ですから｡女性が活躍できる

ということは､外国の方々も括躍できることになりま

すL､イノベーティブなアイデアを生んでいくひとつ

のステップになるのでほないかと思います｡

村上 どうもありがとうございました｡そろそろ終了

時間なので､最後にリーダーというものについて､ま

とめさせていただきます｡

リーダーには2つあると思います｡ひとつは社会的

な立場によって､リーダーであることが保証されてい

る場合｡例えば､教育の現場では教室の教師がそうで

すし､医療の場合は診察室の医者がそうですね｡そし

てもうひとつは､ふさわしい人格と能力を認められて

選ばれたリーダーです｡こちらのリーダーは､よく今

遣先生がお使いになる言葉をお借りすれば､人間とし

て自分の魂を磨いている人､他者を理解し､コミュニ

ケーション能力があり､寛容さを持っている人です｡

しかも､自分を信頼できるところまで自分自身をつく

り上げていく努力のできる人でもあります｡

アスペン研究所のやっている仕事は､そのようなリ

ーダーを育てるのに役立っているのだとあえて申し上

げて､私の結びの言葉とさせていただきます｡長時間

おつき合いくださいましてありがとうございました｡

閉会挨拶

奥田 雫
●日本アスペン研究所理事

株式会社野村総合研究所顧問

本日はご多忙の析､多数のご参加をいただきま

して､誠にありがとうございました｡また､日ご

ろから日本アスペン研究所の活動に幅広いサポー

トをいただいていること､各種のセミナー､フォ

ーラムなどへの皆様の積極的なご参加に射しまし

ても､改めて感謝を申し上げます｡

本日のシンポジウムは､まずアイザクソンさん

の基調講演で､リーダーシップの｢】~1のクリエイテ

ィビティの源泉として､クエスチョニングやチャ

レンジ､ヒューマニティ､バランス､トレランス

などのキーワードが出され､それがパネル･ディ

スカッションにつながっていったと思います｡ま

た西田社長からは､複雑化する経営空間における

経営者の判断力､対話力の重要性についてのお話

がありました｡

パネル･ディスカッションでも幾つかのご指摘

があり､その中で私が非常におもしろいなと思っ

たのは､われわれを取り巻く環境が大きく変わっ

てきているということです｡これまで世界のリー

ダーとしてアメリカが膨大な力を持っていました

が､アメリカ自身の指導力が弱まってきているの

ではないか｡その一方で､EC統合･拡大を続け

るヨーロッパが存在感を示しており､ロシアも復

活しています｡イスラムも台頭して､イスラム主

義を毛嫌いしているだけでは世界のリーダーシッ

プはとれないこと､さらに北京オリンピックに象

徴されたように中国の力も強大で､価値観の異な

る多様な1ノーダーシップの中で世界が新しい方向

に進んでいくように思います｡

また､これまで経営哲学として自由主義的な利

益優先を強く意識したアメリカ的経営についても､

かなり反省するところが出てきているのではない

でしょうか｡さらに､私どもが接している企業経

営についても､好不況を問わず､あるいは好むと

好まざるとにかかわらず､企業合併が起こり､異

文化を持った人々､価値観の異なる人々もひとつ

の企業体としてマネージしていかなければならな

いといった､まさしく本格的なグローバル時代が

きていると認識しています｡

そうした背景のtl-1で､きょうは非常に示唆に富

む盛り上がった議論をしていただいたと感じてお

ります｡改めてパネリストの方々に感謝坤し上げ

たいと思います｡

フロアからも幾つかの重要な質問がありました

が､特に私の興味を引いた問題は､｢企菜とは何

か｣｢企業とは何をすべきものなのか｣というこ

とです｡この間題についてはすでにドラッカー氏

が1946年の著作に書いていますが､その中で｢利

益の追求は企業にとっては当たり前のことだが､

他人の利益を犠牲にして自己の利益を図ることは

できない｣ということを言っています｡いまの言

葉で言えば｢企業の社会的責任｣を強く意識した

文章です｡それから60年以上凝ち､本格的にグロ

ーバル化が進展する時代､あるいはITが進んで

グローバル･ネットワークが身近になり､バーチ

ャルな体験も含めて新しい次元にある社会の中で､

｢企業とは何か｣という問題について改めて考え

るときが来ているのではないかと思います｡

あえてこの場で｢企業とは何か｣というような

疑問を再提示させていただいたのは､今遣先生が

日ごろから｢哲学には愚問はない｣とおっしゃっ

ているからです｡そして｢また､解答はいっばい

ある｣とのことですので､解答探しはきょうのシ

ンポジウムで終わるのではなく､今後も探し続け

ていかねばならないと思っています｡また､そう

したプロセスにおいて､知と向き合い､いろいろ

な人々の意見を開き､対話を重ねていくことで､

ひとつの解答に近づけるのではないでしょうか｡

そして､このような対話を通じて､大きな言葉

ですが世界の平和と経済の繁栄､人々の幸福が実

現されることを切望して､閉会の挨拶とさせてい

ただきます｡
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〈特別寄稿〉

10周年をふり返って

本間長世
●日本アスペン研究所副会長

東京大学名誉教授

小林陽太郎さんから電話があって､ホテルオークラ

のオーキッドルームで話を聴くことになり､小林さん

が､アメリカのアスペン･エグゼクティブ･セミナー

に参加して目から鱗が落ちたこと､日本でもこのよう

なセミナーを開いてみたいと計画していることを熟っ

ぼく語るのに共鳴して､日本版アスペン･エグゼクテ

ィブ･セミナーの企画委員のひとりとなることを承知

したのが､ふり返るとつい昨日のことのように思える｡

私にとって､アスペン･セミナーという名前は新し

いものではなかった｡

1974年夏に､当時東大総長だった林健太郎先生御夫

妻がアスペン･セミナーに招かれ､私がたまたま､家

族一妻と3人の子供たち一-を連れてイエール大学

で1年間研究生活を送るため出発するのと重なったの

で､林先生のお伴をするということでアスペンに数日

間滞在したのである｡標高2千メートルのコロラド州

アスペンは､空が青く空気が澄んで､こういうところ

で古典を読み､考え､参加者同士で対話を深めるのは

素哨らしい体験だと感じたことを記憶している｡

その数年後には､再び家族を連れてコロラドを訪れ

た｡この時は､日本文化をテーマとしたセミナーで､

ハーバート･バッシン教授と私がモデレーターを務め

たはずである｡

そして､口本取アスペン･エグゼクティブ･セミナ

ーの開催準備の一環として､その時は今道友信先生と

最新の状況を知る目的でセミナーの参加者ともなった｡

企画委員会では､日本版セミナーのセッションをど

のように組み立てるか､各セッションのリーディング

ズとして､どの古典のどの箇所を抜き出して配列した

らよろしいかというのが最も重要な問題だった｡専門

の異なる何人もの学者から､これぞ必読の古典として

寄せていただいた意見を大いに参考にし､コロラドで

使研しているテキストからもーへ部を取り入れ 同時代

人の著作であってもセッションのテーマにとってふさ

わしいものは取り込むことにして､｢世界と日本｣｢自

然･生命｣｢認識｣｢美と信｣｢ヒューマニティ｣｢デモク

ラシー｣の各セッションに数点ずつの古典ならびに古

典に準ずる著作の抜粋を収めることができたのである｡

あえて自画自賛すれば､準備段階での慎重な検討の

成果として､日本版アスペン･エグゼクティブ･セミ

茶29回エグゼクティブ･セミナーで(2007年11月)

⑳l｡本アスペン研究所凸創立1｡周年記念号

ナーのリーディングズは､元祖アメリカのアスペン･

セミナー関係者の方々からも高く評価されていると閃

いており､回を重ねる中で参加者の意見を尊重して一

郭差しかえながらも10周年を迎えて､オリジナルのも

のが新しい参加者によって読み継がれてきている｡第

1回以来モデレーターを務めてきている私自身､新し

い参加者の発言に刺激されて､幾度も読んできた文章

から新しい発見をすることがしばしばである｡

アスペン･エグゼクティブ･セミナーを始めるとい

うことは､一つの大いなる冒険だったと恩う｡長年の

経歴を積み重ねて重安な責任を担っている多忙な役員

クラスおよび弁護士等知的職業の方が､非日常性の時

間の中で､古典を読み､古典と対話し､それによって

得たものを他の参加者たちに述べ､それが次の発想を

生み､対話を重ねることを軽験するということにす

ぐに溶け込んでいただけるものだろうか｡他者の言を

聴くことが多く､部下に指示することに馴れ､仕事に

かんするポキヤビュラリーは豊富でも､ものによって

は幾世代もの専門研究者が異なる解釈を試みているよ

うな文章と知的な格蘭をして下さるだろうか｡対話の

文イヒの二L】裳が豊かでないと言われる日本で､参加者間

の対話がつくり出す言語空間がセミナーの成果だとい

うことに､納得していただけるものだろうか｡

しかし､有難いことに､私の心配は尼憂に過ぎなか

った｡10年間を通じて､エグゼクティブ･セミナーは

一貫して高い評価を受け､卒業生の巾からは､セミナ

ーの体験が橿となって古典を読む習慣がついた方もあ

れば､卒業後さらに重い役職につかれた方も続出して

いる｡

エグゼクティブ■セミナーの成功から､この10年の

間にさまざまな派生物が生まれ､その何れもが重要な

役割を演じてきている｡

第14回のセミナーは初めて関西地区で開かれ､2006

年にはIll形県鶴岡市で東北セミナーと｢山形･l]本ア

スペン･シンポジウム｣が開かれた｡続けて翌年には､

岡l_しlで第29回セミナーと｢岡山･円本アスペン･シン

ポジウム｣が､山形同様現地の方々の強力な支持をい

ただいて成功した｡

他方､人事院からもセミナーに関心が向けられ､

2003年に第1回の人事院幹部行政官セミナーに組み入

れられた形での､アスペン‥セミナーが開かれた｡こ

れも､第1回に各省から参加された方々が意欲満々で､

互いに刺激し合い､順調な滑り出しとなった｡

2(氾4年からは､金沢でアスペン･セミナーが官民合

同で始まり､北陸アスペン･セミナーとして充実して

行くことが期待されている｡

エグゼクティブ･セミナーに参加された方の中から､

若い世代の企業人にもアスペン･セミナーを経験させ

たいという声が上がり､｢ヤング･エグゼクティブ･

セミナー｣と名付けて､全く異なるリーディングズと

セッション数の短縮という形で､2005年から試験的に

開始された｡数回重ねたのちに､これはこれで定着す

る見通しがほぼ立ったと言えそうである｡10周年を記

念して､高校2年生を対象としたジュニア･セミナー

を別箇の形式で始めてみたというように､他の言者国の

アスペン研究所の活動に比して､日本では古典を読み､

対話を交わして､ソクラテスの精神である｢魂の世話｣

に努めるためのセミナーが着実に発展してきた｡各人

が｢善く生きる｣ために､アスペン精神は今こそ貴重

である｡
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