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よき社会､よき未来を掴むために

小林陽太郎
●日本アスペン研究所理事長

昨年､日本アスペン研究所は創立15周年を迎えました｡これまで活動を続け

てこられたのは､アスペンの意義にご賛同いただいた多くの方々からの惜しみ

ないご助力とご協力を賜ることができたからであり､骨さまに深く感謝申し上

げたいと思います｡

この15年を振り返ってみると､社会､経済､政治､テクノロジーはめまぐる

しく変化してきました｡アスペンという立場から現代社会を考えると､大きく

変わったのは｢教養(リベラルアーツ)｣に対する見方ではないでしょうか｡

本来､教養は普遍的なものとして扱われるべきはずですが､わが国では戦後､

経済の発展時も､また最近の停滞期もともに日先の利益を追うために専門性や

実用性ばかりが特化され､教養は軽視され続けてきました｡それがいま､改め

て教養が見直され､自身の生き方を考えるという哲学的な問いかけが受け入れ

られる時代になったような気がします｡それは､現在が先行きの見えない不安

定な社会であることを裏づけているのかもしれませんし､あるいは､東日本大

震災という大災害を経験したことが背景にあるのかもしれません.｡

｢よりよく生きる｣とは何か､そのためにわれわれは何をすればいいのか､

日本アスペン研究所は､その道筋を示すためのリーダーシップのあり方を共に

思索する機会を一貫して提案し続けてまいりました｡今回､15周年を記念して

開催されたラウンドテーブルヤシンポジウムには､海外9カ国のアスペン研究

所の理事の方々にもご参加いただき､改めてアスペンとは何か､リーダーは何

をすべきかということをめぐって､多様なご意見を何うことができました｡そ

して､このアスペン精神に秘められた多様性と､それに誘発触発されるさまざ

まな可能性の存在がアスペンの魅力でもあると考えております｡

これまでセミナーに参加された方々､そしてこれから参加される方々にとっ

ても､アスペン･セミナーで得るものは千差万別だと思いますが､皆さまがア

スペンで培われたリーダーシップとよりよく年きるということを､職場で､家

庭で､社会で実践していただき､アスペンの裾野を広げていただければ､よき

社会､よき未来は確実に掴めるものだと思っております｡そ･のためにも､日本

アスペン研究所が果たすべき役割と責任はさらなる重みを増してくるものと心

しております｡今後ともなお一層のご支援を心よりお願い申し上げます｡



キラウンドテーブル

アズペン精神とは何か

近代化と専門化を問う

小林陽太郎1姫輝に開かれたゲーテ生誕200年祭に

は2000人以上の方々がコロラド州アスペンに集まり､

世界の最先端の思索家たちのすばらしい演説が行われ

ました｡これがアスペン研究所のそもそもの始まりで

す｡その受け止め方は出席都･こよってそれぞれだと思

いますが､私自身は､シカゴ大学総長のロバートり､

ッチンスの演説が一番真蟄でストレートなメッセージ

が込められていたように思い､大きな影響を受けまし

た｡アメリカと現代世界についてハッチンスが語って

いたことは､まさに日本で起きていたことをも的確に

言い表していました｡そして最も重安なことは､ほと

んどの日本人が当時それを十分認識していなかった､

あるいは認識していることをあえて意識しをいように

していたことです｡

今回のこの会議は､アスペン精神とは何かという最

も重要なテーマについて語り合っていただくことにな

っており､そのモデレーターをBillMayerさんにお引

き受けいただけたことは大変光栄です｡日本アスペン

研究所の発足のときに私が書いた｢今､何故､アスペ

ンか｣という文章は､一つの考え方を示しているにす

ぎません｡本日ご出滞いただいている皆さんはアスペ

ンに深く関わっておられるので､それぞれ熟慮された

お考えをお持ちだと思います｡ではBillMayerさん､

お磨いいたします｡

Bi"Mayer ご親切な紹介をありがとうございます0

この会議を開催するにあたって､ハッチンスの｢F対

話の文明』を求めて｣､小林さんの｢今､何故､アス

ペンか｣､そしてフランスの哲学･神学者シュバイツ

ァーの｢ゲーテの偉大さに関する一考察｣という三つ

のテキストを用意しました｡

そこで､まず最初に少しロバートメイナートハ

ッチンスについてご紹介しておきたいと思います｡被

は1929年に30歳でシカゴ大学総長に就任して以来､51

年まで22年間にわたり総長を務めました0非常に強い

意思の持ち主で､総長時代にさまざまな改革を試みて

います｡しかレ､ツチンスが総長を離任してわずか2

〈モデレーター〉

BillMayer

米国アスペン研究所名誉会長/パーク･アヴェニュー･エ

クイティ･/トトナーズ共同経営者

⑧L日本アスペン研究所○創立1洞鞘己念号

年で､シカゴ大学の教授陣はハッチンスが導入した改

革をすべて解消してしまいました｡これはアメリカの

みならず､どの国の大学でも､′身肝機構を革新するこ

とがいかに難しいかを端的に表しています｡また､彼

は偉大な読書家でもあったので､アスペンの知の中心

的存在になっているわけです｡

では｢あなたにとってアスペン精祁とは何か｣とい

う問いから議論を始めたいと思います｡

KarlheinzMuhr アスペン精神の土わとなっているの

は､何世紀にもわたって考え抜かれてきた｢真実｣に

尽きると思います｡そして私も､実際にそれが記され

ている偉大な古典に接し､それについて対訴を重ねる

ことにより､本当に柑からうろこが落ちた｣体験を

しました｡これは企業経常の上でも大変役に立ったと

思いますし､自分自身を考え直すよい機会にもなりま

した｡

Le｡nardA.Lauder アスペン精神についての私なり

の据え方を一言で申し上げれば､それは｢発見(ディ

スカバリー)｣ということです.｡東洋と西洋､それぞ

れ素晴らしい考え方､精神を持っており､西洋のみが

偉大な思想を生んできたわけではないことを､われわ

れ西洋人は対話を通じてどう発見していくか､それが

重要なんですね｡｢日からうろこが落ちる｣という言

葉を小林さんが使っておられましたが､私が最初にア

スペンを訪れたときの体験も､本当に発見のスリルに

満ちていました｡

山口裕祝 日本アスペン研究所の三つの精榊について

述べたいと思います｡

私は7年間モデレーターを務めてまいりましたc最

も直近のセミナーは先週末で､参加者は企業が選定し

た30代､40代の年齢層の方々です｡当初は慣れない

古典にもとづいた対話形式のセミナーに多少戸惑いも

ありました｡骨さん､それぞれの職業分野での専門知

は高くても､リベラルアーツについてはむしろ[｣常で

は触れる機会は少ない方々です｡プログラムが進むに

っれ､嘗やんが率直に驚かれたのは､自分にはまだま

だ知らないことが多いということではなかったかと思

います｡このような｢発見｣によって知的な謙虚さを

小林陽太郎

日本アスペン研究所理事長

Karlheinz Muhr

米国アスペン研究所理事/

QFSアセット･マネジメントCEO

~魁微臨活人日本ア
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持つことができる､これは日本アスペン研究所の精神

そのものだと思っています｡

また､｢よい人生｣を歩むためにはいったい何が必

要なのかを改めて考えてもらうには､例えばオルテガ

の｢大衆の反逆｣や､カント､ベルグソンのテキスト

はとりわけ示唆が多いものです｡これらは､なぜ倫理

が重安なのかについて対話するには恰好のテキストで

すし､滞く考えることの力に気づいていくきっかけに

なるものでもあります｡対箭が進むにつれ､参加者の

方々は自身の考えを率直に述べることに慣れ､他の参

加者の発言を聞くことで多様な価値観の重要性への理

解を持てるようになります｡

つまるところ､知的な謙虚さ､倫理の重安さ､そし

て多様性を認識すること｡この三つの精神こそが､ハ

ッチンスが指摘した瑛未化の津波に射し､日本アスペ

ン研究所の活動を通じ､社会へ立ち向かっていく力を

私たちに与えてくれるものであると思います｡

LucioStanca アスペンを特徴づけているのは｢ダイ

アローグ(対話)｣という言葉だと思いますが､では

何のための対話かと言うと､お互いから学ぶため､そ

してお互いを受け入れるためだと思います｡お互いと

は誰か｡今日のリーダー､そして将来のリーダーです｡

今後ますます複雑化していく世界では､専門化された

知識だけでは不十分で､よりヒューマニスティツクで

幅広い視野を持つことが求められます｡複雑化する世

界は新しいリーダーシップを必要としているのです｡

それに対し､アスペンはリーダーシップ教育の分野で

手助けすることができると思います｡要するに今日の

リーダーシップをより明日の問題に対応できるように

準備させる｡そのためのさまざまな支援が､いま重要

なのです｡

BillMayer ハッチンスのテキストから専門化の話が

山てきましたが､小林さんのテキストにも垂直型の

｢専門性｣と水平型の｢多様件｣について書かれてい

ます｡この対立する二つについても､お話の中に含め

ていただければと思います｡

大原謙一郎 ハッチンスに｢われわれの文明にとって

最大の脅威は､無教養な専門家による脅威である｣と

いう指摘があり､これを私は仕事の中で強く感じたこ

とがあります｡以前､私はクラレというケミカル関係

の会社で新規事業に携わっており､世界の技術開発者

のトップの方々といろいろ話し合いをしましたが､そ

の後の雑談がすごく面白いんですね｡例えばオペラ､

音楽､美術､文学､哲学など､私がついていけないよ

うな話題がどんどん出てくる｡すぐれたビジネス･ク

リエーターたちは､自分の専門に加えて必ずそういう

LeonardA.Lauder

米国アスペン研究所名誉会長/エステイ･ローダー社名警会長

山口裕視

≡井物産株式会社プロジ工クト本部シニアコーディネーター

Lucio Stanca

イタリアアスペン研究所副理事長

大原謙一郎

日本アスペン研究所理事/大原美術館理事長
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ラウンドテーブル

アズペン精神とは何か

知識を持っているんです｡つまり､教養が一人一人の

中からクリエイティプな面を引っ弓長り出している｡

uneducatedexpertではなくて､educatedexpertこ

そが新しい世の中をつくることを実l掛こ目の当たりに

し､教養の大切さを改めて感じたものです｡

同様に国の立ち位置を決めるのも､経済的な数字で

はなく､芸術であり文化だと思います｡そのことを多

くの人々に理解してもらうのも日本アスペンの使命だ

と思って､協力させていただいています｡

BillMayer ここでぜひ小林さんのテキストとハッチ

ンスのテキストをあわせて考えたいと思います｡小林

さんは10日間のアスペンでの経験で｢目からうろこが

落ちた｣と述べておられますが､そういった点にも話

を向けていきたいと思います｡

Flo血Pogonam 対話の必要性を､暴君から民主主義

へ移行したわれわれルーマニアの歴史に照らして考え

ると､社会が内容や意味を必要としたのだと思います｡

そして共産主義の後に､社会に対する｢いらだち｣と

して表面化してきたもの｡それがハッチンスの言う､

さまざまな人生における瑛末化だと思います｡それを

回避する唯一の方法は､やはり対話を持つしかない0

っまり､私たちの社会､人生に､対儲を通じて内容や

意味を与えるわけです｡

さらに､ルーマニアでは非常に大きな変容がありま

した｡ピラミッド型の社会から水平的な社会への移行

です｡その過程で何が起こるかと言うと､やはり対話

です｡民主主義に向かっていくには､対話が不可欠な

のです｡

対話は世界においてもますます重要性を持つように

なってきています｡今日の世界は､どの社会を見ても､

ピラミッド的な社会から水平的な社会への移行を遂げ

ています｡その結果､人々は方向感覚を失いつつあり

ます｡そして､方向感覚の喪失に対する解決策は､お

互いを尊重し合い､対話を続けていくことしかないと

l変絶する醐､変化するアスへン
荻野弘之 私はハッチンスの｢今臥生活のあらゆる

場面において預末化が起こっている｣という意見に同

感です｡そしてモデレーターとしての私は､この環末

化に対し､対話をもとに抵抗していかなければならな

いと思っています｡日本のエグゼクティブ･セミナー

のテキストの導入部に使われていますが､ハッチンス

の論文は､いまでもまだ有効だと思います｡

ハッチンスがアメリカの教育制度について指摘して

いるのと同掛こ､日本の大判･こおいても､いま哲学や

歴史や文学などリベラルアーツの授業が徐々に消えつ

つあるという､非常に深刻な状況にあります｡

ァスペン研究所は､公式に設立された大学ではあり

ません｡しかし､ここでは理想的な高等教育を目指す

べきでありト理想的な大学というものを､アスペンを

通じて日本で復活させるべきだと思います｡

Bj11Mayer‡うillNltzeさん｡最初のページの第エバ

ラフレーズを読んでください｡これが何のための会議

かを再認識するための､重要な下りだと思いますのでn

BitlNike｢急速に拡大する知識は､われわれに時間

をもたらしたが､それは結局のところ浪費するための

ものとなっている｡今､われわれが享受している余暇

(レジャー)は､ある意味で､人類の最高の獲得物で

ある｡われわれの先祖は､アダムのl殴代から､この道

産を残すべく苦心してきた｡アリストテレスは､働く

ということは､幾世代にもわたって､未だ生まれてい

ない次世代の道を歩みやすくするためのものであった

･･･が､その結果としてわれわれが勝ち得たものは何

か?せいぜいコニー･アイランドではないか｣

B川Mayer コニー･アイランドとは何ですかD

BillNitze コニー･アイランドとはニューヨークの

ブルックリンにある海沿いの遊園地のようなところで､

ピークのときには､多くの中産階級の人たちが永着を

着て訪れていました｡

私が重視したいのは､世界はロバートハッチンス

の時代から､また′ト林さんが論文を書かれたときから

も変化しているということです｡もちろん対話の重要

性については私も同意していますが､そろそろ世界の

変化に対応して､アスペン研究所のアプローチも変え

ていかなければならないのでは､と恩います｡

実際にアスペン研究所自体も変化しています｡その

変化とほ､当初､西洋の文明のみに焦点を当てていた

のを､近年は東洋やアラブなど他の文弓別･こも考察を広

げていることです｡これはプラスの変化です｡また世

界各地の活動の中に､マイノリティーや若者､女性な

ども含めるようになりました｡

Florin Pogonaru

ルーマニアアスペン研究所副理事長/

中央欧州金融サービス業グループ理事長

荻野弘之

上智大学文学部哲学科教授

⑧l｡本アスペン研究船弧15周年記念号

BitlNitze

米国アスペン研究所理事/

オセアナ･エナジー･カンパニー会長

01ivier Meller10

フランスアスペン研究所理蕃/メレリオ･ディ･メレ一社長

一方外部的な世界を見ると､さらに二つの変化があ

ります｡一つは､西欧や日本では生活の貿がどんどん

向上し､特に日本では一世代でGNPフう望00%も上昇

したそうです｡しかし今口､それらは終わってしまい

ました｡これまで私たちの技術を世界各地に普及させ

て､成功のチャンスがなかったようなところでもその

技術が使えるようにしてきた結果､中国の台頭もその

一つの現れと言えますが､いままで直面しなかったよ

うな新しい競争に出くわすようになりました｡

もう一つは､技術そのものがもたらした変化です｡

ハッチンスがこの論文を書いたころ､ハーバード大学

のコーニング学長が｢科学の畳変性｣というマニフェ

ストを押し､そこでは科学が雇用を創出すると言って

いました｡それによって世界がよりハッピーに､より

豊かになると｡しかし､テクノロジーはいまや雇用を

奪うものになっています｡

このように､先進国においては可能性が縮小してい

ること｡また技術の副産物として起こってきた所得格

差の拡大｡こういった状況に対し､私たちはどう対応

すべきかを考えなければなりません｡そのためには政

治家に対し､また指導層全体に対して､人々に対して

正直に物事を言吾れと伝える必要があると思います｡

OlivlerMellerio 私は､1981年に初めてエグゼクティ

ブ･セミナーに参加しましたが､｢対話の芸術｣とで

もいうべきものに非常に感激しました｡でも､同時に

フラストレーションも感じました｡私が参加したグル

ープはほとんどがアメリカ人であり､自分たちの仙値

観に満足をしていたからです｡

しかし兄ほどのお話のように､いまではテキストの

内容は改善されつつありますが､ヨーロッパではそう

簡単にはいきませんでした｡アスペンの精神がもう一

つ理解されていなかったからです｡アスペンがインテ

リだけのものではなく､人々の思考過程を豊かにする

ものであるということへの理解が欠如していたのです｡

そこでヨーロッパ中からインテリが集まり､エグゼ

クティブ･セミナーの開催を行おうとしたのですが､

やはりうまくいきませんでした｡自分たちの思考で世

界を変えていこうという気概に欠けていたのです｡し

かし､その後､テキストの内容､選別が変わり､参加

者が増えてテーブルに集う面々の多様性も拡大し､よ

り複雑な問題に対する解決策も見出せるようになって

きました｡でも､まだまだ道のりは遠いと言わねばな

りません｡人類の直面する複雑な問題の解決には､民

主主義の進展だけでは不十分なのです｡

そのために､いろVlろな考えを持った人たちを集わ

せ､新しい解決策を創造していく｡そこにアスペン研

究所の役割があるのだと思います｡

高山千弘 ハッチンスが冒頭でこう言っています｡

｢急速に拡大する知識は､われわれに勝利感や達成感

を与えてくれるはずだったのに､実際には､生活の普

遍的な壌末化につながってしまった｣と.⊃ハッチンス

が言わんとしたことは､多くの読者は知識を不適切に

位相し､正しい知識を耕そうとしない､教養として身

につけないということです｡またリーダーたちは明示

的な知識を活用しようとするだけで､その知識の文脈

(コンテクスト)を理解しないで使っている｡ただ一

般化するために､科学的､演繹的､そして理論先行型

のアプローチをとっている｡しかし､やはり文脈の理

解は必要だし､文脈を理解するには対話が必要です｡

対話を通じて文脈が理解できるのです｡いろいろな社

会現象も文脈次第で理解が追ってきますからね｡

ElliotGerson 先ほどモデレーターがおっしゃった問

題提起に戻りたいと.敬います｡

ハッチンスは､戦後間もなく､冷戦の始まりの時期

にこのような文章を書いたわけですが､現在はまた､

異なった課題に直面しています｡経済朋な停滞がl]本､

ヨーロッパで見られること､あるいほグローバルな時

代の中間層の将来はどうなるのかという課題もありま

す｡Lかし､ハッチンスの指摘はいまでも有効です｡

そういう意味では､ハッチンスは時代を超えているわ

けです｡

それから､もう一つの側面がアスペン精神にはある

と思います｡私たちの人生､そして私たちの成熟に関

わる部分です｡アスペンの粕利は根本的な問題提起を

しています｡人生を通じてなし続けるべき開港提起で

す｡アリストテレスヘの言及がハッチンスの文章には

あります｡仕事の成果として余暇を享受するべきで､

それはコニー･アイランドで遊ぶことではなく､よい

社会､よい生き方とは何かを追求するのが余暇だとい

うのです｡若いリーダーであれ､高齢のリーダーであ

れ､そのような問題を常に開い続けなければいけない｡

アスペン精神とは､意見の多様性の尊重や､対話の

高山干弘

日本アスペン研究所理事/エーザイ株式会社理事･知創郡長

E川otGerson

米国アスペン研究所エグゼクティブ･バイス･プレジデント

渋谷治美

日本アスペン研究所諮問委員/埼玉大学教育学部教授

Romana Sadurska

スペインアスペン研究所理事/

ウリア･メネンデス名誉パートナー
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アズペン精神とは何か

重視だけではありません｡個々人の人生の旅路の詣で

もあるのです｡私たち一人一人の人生にとって何が重

安で､何に意味があり､何が真理であるのかを問いか

けているということです｡

渋谷治美 私は手短に､私にとってアスペン精神とは

何か､についてお話ししたいと思います｡

ハッチンスのテキストの最後の方にこういう文吉が

ございます｡｢ゲーテは善を信じ､また人間性が善で

あることを信じようとしている｣｡私は大学で倫理学

を敢えております｡倫理学というのは､善とは何か､

悪とは何か､よく生きるとは何か､がテーマですけれ

ども､私自身は長年､〈人間とは何か〉 という観点か

らいろいろ考え､論じてきました｡

7年前に日本アスペン研究所のお手伝いを始めて以

来､リソース･パーソンあるいはモデレーターとして

務めてまいりました｡それを適して私が発見したこと

は､対話を通じてく人間とは何か〉を深く考えること

ができるということでした｡それは､例えば〈日本人

とは何か〉〈アメリカ人とは何か〉ということではなく､

〈人類とは何か〉〈人間とは何か〉を深く考えること､

ここにアスペン精神があるのではないかと私は考えま

す｡

RomanaSadurska アスペンの存在意味は何かと言う

と､人間にとって最も重要な問題､すなわち価値観と

か､私たちは何者で､この先どこに向かっているのか

とか､社会とは何なのかといったことを考え､欧米流

の価値観だけではなく､いろいろな仙i値観や思想体系

を対話に組み込んで､2i世紀に恐ろしい紛争が再び起

こらないようにすることにあります｡

アスペンと出会ってからしばらくたちますが､狐世

紀の後半には､いろいろな議論がありました｡いまは

効率性と功利主義にばかり焦点が当てられ､対話や多

様性といったものにあまり重きが置かれなくなりまし

た｡しかしいま必要なのは､他者の立場に必ずしも賛

同しなくても､他者に敬意を払い､理解しようとする

姿勢です｡そして､それを自分の行動に反映させよう

とするのがアスペン精神です｡専門化の進んだ功利主

義的な世界ではこうした価値観は存在しません｡これ

がアスペン精神と功利主義の大きな追いだと思います｡

BiIIMayer 私がセミナーに初参加したのは班年でし

た｡そして､何が大事なのか､それをいかに内的精神

に反映させるかという音別こ非常に感銘を受けました｡

全く新しい視点で､本当に目からうろこが落ちる思い

でした｡

では､小林理事長､｢うろこが落ちた｣と思ったア

スペンでの体験をお話しいただけますか｡

文化の多様紬こどう向き什うか

小林陽太郎 私が初参加したのは1977年です｡このと

き集まったグループはユニークで､ジョージ･スレ一

夕ー氏がチェアマンであったIl封ヒです｡

同じグループ内にイラン大学の学部長もいました｡

彼は当時36歳ぐらいでしたか｡英語が大変流暢で､全

く不自由はありませんでした｡彼は最初の2目聞はた

だ黙って聞いていて､3[｣Rに発言を求め､こう言い

ました｡｢これが皆さんへのお別れの言案です｡皆さ

んのお話を2口間拝聴いたしました｡そして重要な結

論に達しました｡すなわち､皆さん全員が結局欧米文

化のことしか気にしていないということです｡西洋文

明の話ばかりで､他の文化･文明など世界にはないか

のようです｣と｡当然彼はアラブ文化出身でした｡

ご存じのとおり､イランの王室はアスペン研究所へ

財政的な支援をしていました｡しかしそのアスペンが

アラブ世界､アラブ文化にまったく言及していないこ

とを指摘したのです｡

B‖Mayer 重要なのは､いまアスペンで､西洋文化

とイスラム文化の間の対話は行われているかというこ

とですね｡

未来に向けての展望ということで､アスペンでは若

手を対象に､ヤングリーダース･プログラムというの

も始めています｡これを始めたのは､われわれと考え

方が少し違うかもしれない後継者になるような人たち

に､西洋世界だけでなく異なった世界の人々の考え方

についても学んでもらうためです｡

思考から行動へということで､アスペンの精神､ア

スペンーセミナーによる自己発見などの話が出ました

が､これは非常に重要な成果でした｡人の意見に耳を

傾ければ､対箭を通じて学ぶことが可能です｡

では､何のためにそれをするのか､そこからどのよ

うな成果を得ればいいのか｡1週間アスペンのセミナ

ーに参加して楽しかった､古典について人いに学ぶと

ころがあったというだけでなく､重要なのは､その対

Clare Munana

米国アスペン研究所理事/

アンコラ･アソシエイツ･インク社長

鈴木信成

日本アスペン研究所理事/株式会社プレッシオ取締役会良
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PaulAnderson

米国アスペン研究所理事/フーズ&カンパニー上研顧問

請を次の行動にどうつなげるのかということであi)､

またわれわれにはそういう責任があると思います｡

CIare Munana rl本アスペン研究所が行った高校生

のプログラムが大成功したという報告には､感銘を受

けました｡私は14歳から18歳の年齢層の若者と時間を

過ごすことが多いのですが､他者にサービス(奉仕)

するという考えは､彼ら若い年齢層に浸透しているよ

うに思います｡つまりコミュニケーションはわれわれ

の世代に比べると､もっと水平的､ということは民主

的になっています｡ですから､高校生を対象とした日

本アスペンのプログラムは､他の国でも行うことが可

能だと思います｡

別IMayer 対話は思考のための思考なのか､それと

も行動のための思考なのか｡アスペンの精神というこ

とでもう少し帽を広げて｢個人的な責任と義務｣とい

うことで､奉仕(サービス)という言葉を使われまし

た｡奉仕にはいろいろな形のものがあると思います｡

行動をとるのであれば､それをどう行うのか､何をす

るのか｡そして､どうやって影響をもたらすのか｡本

日の出席者は私自身も含めて､骨とても幸運に恵まれ

ていると思います｡だとしたら幸運な者としてどう義

務を負っているのか｡

K細heinzMuhr 私もリベラルアーツに重点を置くこ

とに賛同しますが､アスペンはまた世界中の専門家が

集う場を掟供しています｡アスペンのアクションフォ

ーラムは､意志決定を行う人と専門家を集める場所を

提供することで大成功をおさめました｡

そこであえて言いたいのは､リベラルアーツに対す

る情熱はわかりますが､そこで溺れてしまうこともあ

り､方向づけを間違うと困るということです｡

鈴木信成15年前にこのエグゼクティブ･セミナーを

園発するときに､一つの大きな議論がありました｡そ

の議論が､このアスペン精神を語るときに一つの岐路

になったのではないかと.監います｡それは､セミナー

の中で参加者は自分の経験談などを話していいかどう

か､ということです｡そのとき､

哲学者の今道友信先生のご意見

は｢厳格に教材に集中すべし｣

というものでした｡発言は全て

｢何ページの何行目にこういう

ことが書いてある､これについ

て私はこう思う｣という方法に

徹しました｡もし訴が梓験談に

それたときは､モデレーターは

｢その話は何ページの何行日に

書いてありますか｣と聞き､暗

に直接関係のないことを話題にすることを戒めるわけ

です｡

その結果何が起きたかというと､発言者がみんな非

常にユニークな､自分では思いもしなかったようなこ

とを発言するようになる｡そして､参加者たちは1吐の

中にはものすごく頭のいい人もいるな､あるいは非常

にユニークな､百分には考えも及ばないようなことを

考えている人がいるなと実感するわけです｡そういう

セミナーでの経験を通して､謙虚さとか人の話を聞く

力などが出てきているのではないかと思います｡

アスペン･セミナーを受けたエグゼクティブたちの

感想を聞いてみると､リスニングの能力だとかダイア

ローグの力だとかというものがいかに重要かというこ

とがわかったと書いてあります｡

LeonardA.Lauder 私がこのセッションで感銘を受け

たことは､本l]参加している皆さんが､アスペン･セ

ミナーとリーディングからそれぞれの考えを持ち帰り

実践していらっしゃったという事実です｡これは｢思

索から行動へ｣というアスペン精神の素晴らしい例だ

と思います｡

私は今回のラウンドテーブルに参加するにあたって

シュバイツアーのテキストを読み返し､｢願わくば人

よ､心曳く､弱きを助け､心善くあれ｡そうあること

のみが､人とこの一世の全ての牛き物とを分かつもので

ある｣というゲーテの言葉にあらためて強く共鳴しま

した｡

現代の社会で私たちは､アジェンダ(意図や計画)

を持つ人々や組織に囲まれて生きています｡アジェン

ダとは､それぞれの利益を追求しようとするためのも

ので､必ずしも善いものばかりとは限りません｡

そこで､この対話のテーブルに集う皆さんと共有し

ておきたいことは､善というコンセプトです｡それは

必ずしもわれわれ個々の□l馴こかなうものではないか

もしれませんが､人類､社会､他界にとって何が善か

ということです｡
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アズペン精神とは何か

今回私を捉えたゲーテの言葉は､アスペン精神に対

する私の考えを見割こ掩括するものであり､このセッ

ションに参加することによってこの貴重な言柴をさら

によく理解できたと思います｡

Lucjo Stanca 二つだけ発言します｡一つは､均衡

のとれた見解ということに関して｡私たちは､エネル

ギーに関する協議会をつくり､エネルギーの専門家を

集めて会議を行うわけですが､そうすると､誤解を招

くような結論が生まれるかもしれません｡なぜなら､

ほとんどの参加者はエネルギーの専門家というより､

リーダーたちなのです｡

そこで大事なのは､いつも価値観の根本のところに

戻って考える｡ヒューマニティに満ちた､視野の広い

祝ノ加ゝらの見解を提供しなければならないということ

です｡さらに､今後進むべき方向を決められるだけの

知識を持たなくてはなりません｡もちろん専門家と一

般的な視野の両方が必要です｡でないと､見逃してい

ることがあるからです｡

二番目に多様性について､また繰り返したいと思い

ます｡私たちはもっと多様な考え方をプログラムの中

に盛i)込むことができるはずです｡文化的な多様性､

あるいは国際的な授業を取り入れ､自分たちにチャレ

ンジすることができると思います｡もちろん現状にも

満足しているのですが､でも､例えば国際性というも

のをアスペン･セミナーに入れることで､もっと多く

のことができるのではないかと思います｡

恩考を相貌につなげる

BillMayer シュバイツアーの後ろから二番目のパラ

グラフに基本的な見解があると思うので､それをちょ

っと読んでいただけますか｡

Lucio Stanca ｢深く人間的な生き方の二つの基本

的な理想は､純粋さとやさしさだとゲーテは信じてい

る｡純粋という理想は最初のワイマール時代､自分と

の格闘のうちに生まれた｡彼にとって､糸礫乍さとは､

人が自らを偽善や､校滑さや､偽りや怒りなどから解

き放つことであり､自らを素朴で正直な人間に作りか

えることを意味する｡純粋という理想は､『イフゲニ

ー』および『クッソウjのなかでつよく掲げられてい

る｣

B‖Mayer あなたがおっしゃっていることとそこが

共鳴すると思ったので､読んでいただきまLた｡アス

ペン精神ということを考えた場合､ここのパラグラフ

は何か役割を果たしますか｡Paulさん､いかがでしょ

うか｡

PaulAnderson 私はもう一つの視点をこのディスカ

ッションに追加したいと思います｡私は1973年にアス

ペン･セミナーに参加することができました｡この中

では恐らく最も古い人間かと思います｡そして､もう

40年にわたってこのアスペン精神とアスペン･ネット

ワークの進化を見てきました｡

今日のアスペンを罰年前との比較という観点から見

ると､本当にパワフルな､そしてグローバルな組織に

なりました戎ユ｡さらに超党派的な見解を持っているこ

とも素晴らしいと思います｡

私たちは人々の気持ちをオープンにさせることも尖

践してきましたし､また歴史に対する思考を重ね､基

本的な価イ直観などを捉えながらやってきました｡それ

は複数のl利こも広がっております｡もはやアスペンは

単に西洋の組織であるだけではなくなりました｡ラテ

ンアメリカでも中東でもアフリカでも､またアジアに

おいても､今後は中国でも開催しようとしています｡

私たちは世界各地で今日的な関連性を持つようなプロ

ダクトを持っているということです｡

-■-■---■
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だとしたら､私たちが持っている力をどのように使

うのか､何のためにやるのかということを考えれば､

私たちの力を本当に喫緊の課題に影響力を行使するた

めに使うこともできるかもしれません｡

しかし､そのような道を追求するには慎重でなけれ

ばなりません｡つまり一線を超えてはならない､無用

なアドポカシー(擁讃)をしてはならないと思います｡

そうでないと独立性､あるいはわれわれの存在の正当

性が損なわれてしまいます.⊃

BillMayer 思考を行動につなげることがアスペンの

精神だとして､それには二つの側面があります｡まず

第一･に､Paulさんがいま指摘した点ですが､直接的な

行動を自分たちで起こすこと｡しかしそうなると組織

としてのリスクを負わなければならなくなり､その結

果､独立性､超党派的な態度というものを失ってしま

うかもしれません｡

そこで第二に､他の人に行動を起こさせること｡つ

まり､行動を生むように持っていくけれども､アスペ

ン研究所そのものが行動を起こすわけではないという

やり方もあると思います｡いまや世界各地で1600名以

上の人々がリーダーシップ･プログラムに参加してい

ますが､彼らに個人的に､あるいは集団として行動を

とってもらうように働きかける､それも一つのやり方

だと思います｡

大原謙一郎 まさに､それが私の議論したかった点な

のです｡

2000年に米国アスペン研究所で開催鳶れた50周年記

念のシンポジウムだと思いますが､当時､基本的なテ

ーマはグローバル化でした｡たくさんの議論をグロー

バル化について行なった後､日本に帰ったときに､い

まや自分たちが得たものをどのように分配するかを議

論するような時代はもう終わり､それよりも､いかに

痛みを共有することができるかという時代に移行して

きたと恩いました｡それこそオネステイ､正直に語る

ということです｡

その後､私の大原美術館において､美術鮨をいろい

ろな文化間の相互理解を深めていくための手段にした

いと思いました｡従って､いま行なっている努力は､

アスペンの成果の一つだと思っています｡つまり何か

に参加をして達成感を得ることよりも､独目の道を開

拓していく､そして有益な相互の対▲話で文化の正直な

対話の道をつくっていくこと､それが私のいましたい

こと､やっていることなのですが､しかしそれほ組織

としてアスペン研究所がやるべきことなのでしょうか｡

それとも､参加者個人に任せるべきなのでしょうか｡

それが､ぜひ議論していただきたかった点です｡

FlorinPogonaru 私にとっては､エグゼクティブ･セ

ミナーに参加をした後､私自身の評価や信用を構築す

ることが活動の中′亡､でした｡その活動において純粋さ

をいかに反映させるかということを個人的なレベルで

努力Lていたのです｡しかし今日においては､リーダ

ーであるということは､ただ単に耕粥ヒさだけではなく､

人々の痛みを共有できることも重要な要件だと思いま

す｡その痛みを共有する準備が私たちにはあるのだろ

うか｡また､私たちは次の1ノーダーたちの手本になる

準備ができているのだろうか｡これがアスペンの今後

の重要な視点だと思います｡

OIivierMeLlerio アスペンとはもう30年以上関わって

いますが､今回の議論は最も面白いものの一つだった

と止しいます｡世界中から多様な人たちが集まっている

ということ､そして､過去よりもより突っ込んだ､よ

り深い問題提起ができていると思います｡それぞれ個

人の人生あるいはアスペンの程験がどうであったかと

いう詰まで突っ込んでいるからです｡

では､そこから何が生まれるか｡もちろん人生は成

功ばかりではありません｡私たちアスペン研究所は成

功を前面に押し出す機関ですが､純粋さと良識という

ことを言うのであれば､恐らく成功というのが唯一の

目標ではない｡ここに適合性の講が描てくると′l乱うの

です｡また､強要しなければいけない読もあって､倫

理学だけではなくて現実の請もしなければいけない∩

成功というものを違った視点で見なければいけないの

ではないかと思います｡

B‖1Mayer 小林理事長､では､締めくくりのコメン

トをお願いできますか｡

小林陽太郎 これだけの強力なコメントを拝聴した後

に何らかの締めくくりの言葉を述べたりしては､それ

こそアスペンの精利を損なってしまうのではないかと

思いますので｡

BillMayer わかりました｡ありがとうございます｡

モデレーターの一番の仕事は､みんなに話してもら

うことですから､皆様に謝意を表したいと思います｡

私自身も､私が何か変えることができるとしたら､何

であろうが､どこだろうが､リーダーが自分たちを理

解できるように支援しようと思いました｡リーダーで

あれば変革を試みるべきである､リーダーが自分白身

を理解し､変革をいかに遂行するか支援するべきであ

るということに気がついたということです｡これは私

の個人的なコメントです｡

小林陽太郎 Blu九4ayerさんでした｡ありがとうござ

いました｡

(劫13年10月15日 国際文化会鶴)
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星された 叫靡行天蓋確言胆室長など日本アスペン研究所の活動に尽力された方々に記念品が贈呈された
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l

私たちは日本ア濱飛汐藍

15周年記念活動を応援転ま観
エーザイ株式会社

亀岡商会ホールディングス株式会社

キッコーマン株式会社

医療法人健育会

新東工業株式会社

新日本有限責任監査法人

大日本印刷株式会社

日本たばこ産業株式会社

･∴..照
一仁~-ニ■1~

2013年8月に開催された｢高嶺生のためのアスペン古典セミナーin埼玉｣(詳細は28-29ページの板谷大介氏の賓稿参照)

株式会社野村穏合研究所

ヒゲタ醤油株式会社

富士ゼロックス株式会社

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結合数育研究所

(五十吉順)



2013年10月16日､東京舎舘において､日本アスペン研究所創立15周年記念シン

ポジウム｢企業活動とヒューマニティー決断の根拠を求めて｣が開催されま

した｡当研究所の活動をさらに広めていくために､これまでセミナーに参加さ

れたことのない企業の皆様をお招きし､基調講演とパネル･ディスカッション

が行われました｡

企業活動とヒューマニティ
経営者として学んだこと

北城惜太郎
●日本アイ･ピー･工ム株式会社相談役

ビジネスの禅駿を社会に役立てる

きょうは皆様に､私が企業人としてどのように企業

法動を行ってきたか､そしてリーダーの役割と責任に

ついて日頃感じていることをお話ししたいと思います｡

実は私､専務を務めていた1989年にアメリカのアス

ペン･セミナーに参加し､2週間アスペンに滞在した

ことがあります｡そこでまず驚いたのは､最初に膨大

な資料を渡されましたが､当然のことにアリストテレ

スやソクラテス､孔子､ゲーテなど､すべてを英語で

読まなければならないことでした｡ところが､それら

の賢人の英語読みがまずわかりません｡孔了一ほ英語で

は｢Confucius｣ですが､私には｢confusion｣の間違

いとしか思えないほど苦労しました｡

しかし､超多忙なアメリカのビジネスマンやリーダ

ーたちが､古典を読み､何が正義か､人間はどう生き

るべきかといった議論を2週間も続けている｡ビジネ

スだけでなく幅広くいろいろなことを学び考えている

彼らの姿には､本当に感銘を受けました｡

ところで､さまざまな古典がある中で､私に最も影

響を与えた書物は『聖書』です｡私は､67年にビジネ

スマンとして働き始めたとき､これからの人生をどう

歩むべきかといろいろ考えた末､精神的支柱を得るた

めクリスチャンになりました｡『新約聖書-ベトロ

の手楓の中の一節に｢あなたがたは､それぞれ賜物

を授っているのですから､神のさまざまな恵みの善い

管理者として､その賜物を生かして互いに仕えなさ

い｣という言葉があります｡賜物というのは才能です

ね｡一人一人が与えられた才能を生かし､互いに仕え

合うのが人間の生きる道であると｡私自身も､ビジネ

スの世界で生きている経験を生かして社会に貢献する

⑬l日本アスペン研究所｡服15腑己念弓

ことが私に与えられた使命だという気持ちで口々仕事

をしてきました｡現役を引退した現在は､若い人を育

てるための教育プログラムヘの参画や若い会社を育て

るためのベンチャー企業の支援などを行っていますが､

これも､私の使命は自分の持つ能力を生かして社会に

貢献することだと思うからです｡

入社後は同期がどんどん出世する小､私はずっと平

エンジニアとして現場で働き､36歳で初めて管理職に

就きました｡そこはエンジニアだけではなく営業もい

る､大手の都市銀行を担当するチームで､厳しい競争

を経験しました｡その2年間の経験が､私のその後の

会社人生に大きな影響を与えたと思っています｡

初めて管理職に就いた当時のアイ･ピー･エムは､

一切値引きをしないのが営業方針でした｡一軒のお客

様にパソコンを1台売るのも､一つの会社のお客様に

1000台売る場合も､値段は全く同じ｡これが最もフェ

アであるという考え方だったのです｡ところが多く売

れl地産コストも販売コストも下がるはず､当然値段

も下がらなればおかしいとのお客様の声があり､私も

同感だったので上司に進言しましたが､世界中のIB

Mで一切値引きをしていない､したがって口本でだけ

値引きをすることはできないと言われてしまいました｡

そこで私は上司が駄目ならその上と､役員から副社

長､社長へと掛け合いましたが､締局､[l本だけでは

決められないということで､アメリカIBMの本社に

行って担当部門の最高量住着に会い､値引きを認める

よう説得しました｡最終的にその提案は承認されまし

たが､そこで学んだことは､お客様に満足していただ

くことはビジネスの原点であり､例え多くの人が反対

しても､本当にやるべきことは実行すべきだというこ

とです｡そしてその覚悟さえあれば､大抵の仕事はで

きることがわかり､私にとっては非常にいい経験にな

りました｡

さらにもう一つ大きな力になったのは､私の心に平

安があったことです｡すべてが日分に与えられた遺で

あり､使命であって､全力を尽くして仕事に取り組め

ば､必ず自分にふさわしい成果が与えられるだろうと

いう心の平安があったので､悩むことはありませんで

した｡

また管理職となった私が心がけたのは､明るい職場

をつくろうということです｡厳しい競争環境のれ忙

しい毎日を送っていると､どうしても職場が暗くなり

がちです｡そこで｢明るく､楽しく､前向きに(AT

M)｣をスローガンに仕事をしようと､常に言い続け

ていました｡前向きに考えれば必ずいいアイデアが山

てきます｡駄日だと思うと何も新しいアイデアは出て

きません｡このことと､修羅場が人をつくる｡この二

つが､私が管理職になって学んだことでした｡

経営変革のためのさまぎまな胞策

次に｢日本アイ･ピー･エムの経営変革｣について

話を進めます｡私が社長になった93年は､口本アイ･

ピー･エムの売り上げが落ち込んでいき､初めて赤字

決算となった年でした｡そこで私は社員に､経営変革

で目指す具体的な方向を.‡つ伝えました｡それは｢お

客様志向の会社をつくる｣｢イノベーションをリード

する会社になる｣｢社員が生き生きと働ける自由闊達

な会社をつくる｣というものです｡

まず顧客満足のl〔り上を実現するため､お客様の声を

紛糾こ生かすための委員会をつくり､毎月､社長の私

を中心に議論を重ね､課題を僻決するための努力をし

ました｡いくらお客様の満足度が大事だと訓示をして

も､社員には伝わりません｡まず､そのための仕組み

をつくり､口常の会社経営をその仕組みで動かすこと

によって､社員の価値観を変えようとしたのです｡さ

らに､顧客満足度の向上に異型に取り組んでいない社

員は評価しない､昇進させないという方向で人事評価

を行いました｡結局､どん引こ優れた方針を出しても､

それを行動に繋げなければ意味がありませんから｡そ

のために､人事を重視しました｡

次の｢イノベーションをリードする会社｣は､それ

までの機械を売る会社から思い切ってサービス事業主

体の会社への転摸を図ろうとするものです｡当時､日

本アイ･ピー･エムの売り上げの7割がハードウェア､

つまりパソコンなどの機械でした｡しかし半導体技術

はどんどん進化しているので､もうハードウェアの販

売に依存しないで､ソフトウエアやサービス中心の会

北城惜太郎民

社に変えていこうと決めたのです｡現在では機械の売

り上げは1割ほどにすぎません｡

その後さまざまな変単に取り組みましたが､その一

つは､当初の赤字解消のための大幅な経費削減の実現

です｡そのためのプロジェクトチームを立ち上げ､2

年間で達成する予定でしたが､結果はほほ半年で削減

できました｡その中には､50歳以上の社員を対象にし

た早期希望退職制度の実行や不採算事業からの撤退も

含まれます｡結局10くらいの事業から撤退しましたが､

どの事業を選ぶかはリーダーしか決められないことで

す｡いま振り返ってみて､その決断は適切だったと思

います｡撤退によって経営資源を成長する分野に投入

することができましたし､経営者の時間を不採算事業

の改善に使うのではなく､成長する分野をもっと成長

させるために便うことができるようになりましたから｡

三番日の｢社員が生き生きと働ける自由闊達な会社

をつくる｣ために行ったのは､人事制度の大幅な変更

です｡社員がその上-L執こ生きがいを感じ､意欲を持っ

て働く組織をつくらなければ会社は業績が上がらない

と恩い､人事制度の改革には多くの時間を使いました｡

まず､できるだけ組織はフラットにしました｡管理

職の階層を増やさず､第一線で働く管理職に権限を与

えるようにしたのです｡人は権限が与えられると自分

で目標をつくり､責任をもってその日標を達成しよう

と努めます｡そのため､できるだけ小さい組織にして､

利益を自ら考えるような軸磯運常にしました｡権限を

委譲することは､放任とは違います｡朝風を任せた上

で､その縦縞が健全に運営されているかどうか時々チ

⑬



○パネル･ディスカッション

企業活動とヒューマニティ
ェックをする｡その仕組みはきちんとつくりました｡

それから若い人材の発掘｡掛こ20代から30代の若手

を発掘し､その人たちに挑戦の機会を与えるようにし

ました｡また､会社に対する社員満足度調査を行い､

問題があれば会社として対応するという施策も行って

います｡それl･こ加えて社員に匿名でさまざまな意見を

書いてもらう仕組みもつくったところ､建設的な意見

が多く寄せられたので､そういうものを参考にして会

社の経営に取り組みました｡さらに働く場の多樺性の

実現ということで､性別や年齢､人種や障害の有無な

どによる差別のない細戚運営を心がけてきました｡口

本の場合は特に女性の登用の少ないことが問題になっ

ていますが､現在､日本アイ･ピー･エムの執行役員

には多くの女性が就き活躍しています｡

このような活動を覇けていく中で､おかげさまで私

は最終的に赤字を出さずに社長としての仕事を終える

ことができました｡

その後､私はIBMグループのアジア地域の責任者

に就任しました｡そうなると当然､∩本アイ･ピー･

エムの利益だけでなく､アジアの国々全体の利益や､

双方の利益バランスも考えなくてはなりません｡その

とき大事だと思ったのは､フェアの精神です｡誰が見

ても､なるほどこの判断はフェアだ､日本だけに有利

なものではないと判ってもらわなくてはなりませんか

ら｡この仕事を通して感じたのは､国は違っても人間

はあまり変わらないということです｡嬉しいときは一

緒に喜び､失敗したときは･■一緒に悲しむ｡人間は本質

的にはみな同じということを､このとき実感しました｡

その後私は､経済三団体の一つ､経済同友会の代表

幹事を､小林陽太郎さんの後､4年間務めました｡経

済同友会が他の組織と追うのは､軽骨者が個人の立場

で参加していることです｡したがって､自分の会社や

業界のために発言するのではなく､社会の多くの問題

に対して個人の見識で意見を言っています｡

小林さんは企業の社会的責任ということをおっしゃ

っていましたが､私も､企業は何のために存在するの

かを常に考えていました｡企業の社会的責任とは､も

ちろんさまざまな寄附をすることも大事なのですが､

本業こそ社会への責献である､本来の企業の仕事を通

して人々の暮らしを豊かにするのが企業の責任である

と､私は思います｡なおかつ会社にとってのステーク

ホルダーには､株主や､顧客､社員､地域社会など､

さまざまな人たちが含まれますが､そこをどうバラン

スするかが経営者の大事な判断になります｡私は､最

終l馴こは経営者は中長期の株主にとっての価値を最大

化する責任があると思いますし､長期的に会社の価値

⑬1｡本アスペン研究所し倒立15周年記念号

を最大化するのが役割だと思っています｡

リーダーはどうあるべきか

最後にリーダーの役軌こついて｡少なくともリーダ

ーは､この三つはしなければいけない｡それは｢ビジ

ョンを示す｣｢巨】標を示す｣｢その日標を繰り返し繰り

返し話し､目標を達成するための具体策を考える｣こ

とです｡そして､そのビジョンの実行がうまくいって

いるかどうか評価し､努力している人を認め褒めてあ

げる｡これもリーダーの大事な役割だと思います｡

これは､ダミアン･オブライエンというエゴンゼン

ダーの会長の言葉ですが､CEOの資質に必要なもの

として､一つは｢底抜けに楽観的な性格｣｡ともかく

何とかなると､いつも前向きになれる性格ですね｡落

ち込む人はリーダーには向かない｡それから｢度量の

広さ｣｡異質な人材や異なった意見を取り入れる能力

がなければいけない｡そして｢私心の無さ｣｡自分を

犠牲にしても組織に尽くすこと｡次いで｢心の強さ｣｡

リーダーは孤独ですが､しかし決断は下さなければい

けませんから｡

さらに付け加えたいのは､これは小林さんから伺い､

私も好きな言葉ですが､ロバートフロストの｢森の

中で道が二つに分かれていた｡そして私は人があまり

通っていない道を選んだ｡そのためにどんな大きな違

いができたことか｣｡要するに､リーダーを目指す人

は易しい道を歩くのではなくて､人の歩んでいないよ

うな難しい道i･こ挑戦することが大事だということです｡

現在私は現役の絞首者を引退L､中央教育審議会の

委員ヤ､国際基督教大学の理事長､人材育成のNPO

｢ISL｣会長などを費任している他に､経済同友会

の若手の人材育成プログラムや中学生に働くことの意

義などを教える活動を行っています｡それらは無償の

活動ですが､これがいま私に与えられた使命であると

患い､また大きな生きがいになっています｡

私が経営者として学んだことは､仕事を責任とか義

務ではなく､自分の使命だと思うことです｡そして､

百分が喜びを感じられることに挑戦していけばいいと

いうことです｡要するに､どんな組織を動かすのも人

なので､経営者は人が生き生きと意欲をもって働く環

境をつくることが一番大事だと思います｡

そして､自分は自分らしく生きる｡結局､無理は続

きません｡われわれは多くの人からたくさんのことを

学ぶことができますが､最終的には自分の価値観に合

うものを生かしながら､自分らしく生きることだと思

います｡

決断の根拠を求めて

〈パネリスト〉

渋谷治美
●日本アスペン研究所諮問委昌

埼玉大学教育学部教授

レナードA.ローター
●米国アスペン研究所名誉会長

エステイ･ローダー社名営会長

藤山知彦
●三菱商事株式会社常勤顧問

lカントの凡閻甜
山口裕視(総合司会)これよりパネル･ディスカッ

ションを開始いたします｡進行役の堂目卓年先生はア

ダム･スミスをご専門とされ経鋸斉民という祝ノ烹か

ら企業行動や経済のあり方についての思索を重ねてお

られます｡次にパネリストをご紹介いたします｡ドイ

ツの哲学者カントの研究をご専門とされる渋谷治美先

生､エステイ･ローダー社名誉会長であり米｣玉けスペ

ン研究所の名誉会長をお務めになっておられるレナー

ド･ローダー棟､各国のアスペン研究所の国際ネット

ワークの構築にご尽力いただいているエリオット･ガ

ーソン様､三菱商事株式会社常勤顧問の藤山知彦様は

国際戦略研究所長を長く務められました｡そして基調

諦演をしていただいた北城惰太郎様です｡

それでは堂目先生､よろしくお願いいたします｡

堂員 司会を務めます堂日です｡私は現在､大阪大学

で経済学史､特に1臥19世紀のイギリス経済学の古典

を敢えています｡日本アスペン研究所とは3年前から

おつき合いが始まり､セミナーのリソース㌧パーソン

やモデレーターとして関わらせていただいております｡

このシンポジウムのテーマは｢企業活動とヒューマ

ニティー決断の根拠を求めて｣となっていますが､

それは以下の三つの問いかけからなっていると思いま

す｡まず第一の問いかけは｢ヒューマニティとは何か｣｡

この場合のヒューマニティとは､人間らしさ､あるい

は人間の本質を意味しますが､それは一体何なのかと

いう問いかけです｡

第二の問いかけは｢グローバル化､多棟化する時代

の中で､企業家がヒューマニティについて考えなくて

エリオット･ガーソン
●米国アスペン研究所エグゼクティブ･バイス･プレ

ジデント

北城惜太郎
●日本アイ･ピー･工ム株式会社相談役

〈モデレーター〉

堂目卓生
●大阪大学大学院経済学研究科教授

はならない理由はどこにあるのか｣ということです｡

企業である以上､業績を伸ばし､利益を上げ､存続し

ていかなくてはならないことは当然だとしても､他方

で､まさしく存続のために､人間とは何かという根本

的な問題に真正面から向き合わなければならないので

はないか､またその必要性が今日ますます増している

のではないかという問いかけです｡

第三の問いかけは｢R本アスペン研究所が過去15年

間行ってきた､企業活動に従事する人々が古典に学ぶ

ことの意義は一体どこにあるのか｣ということです｡

人間とは何かを閃いつつ､多軟化する時代､グローバ

ル化する時代の中で､古典は決断のためのどのような

拠り所を私たちに与えてくれるのか､ですjユ｡

基調講演では北城さんに､いわばむ典の中の古典と

も言える 闇徽堅割 から自分の能力を生かし社会に

責献することが使命であると学んだこと､そして日本

アイ･ピー･エムに入社された後の人生の中で与えら

れたさまざまなポジションや責務において､そうした

使命というものをどのような形で果たしてこられたか

をお話しいただきました｡経験にもとづいた､非常に

示唆に富む､まさしくヒューマニティにあふれたお話

だったと思います｡

パネル･ディスカッションでは､まず基調講演と私

が最初にお話しした三つの問いかけを軸として､パネ

リストの方々にそれぞれのお立場からご発言をいただ

きたいと思います｡そして最後に､北城さんに皆さん

のコメントに対してのご意見､ご感想などをいただけ

ればと思います｡

それでは､まず渋谷先生からお願いいたします｡

渋谷 昨日､外拭からお見えになった皆さんをお招き
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して､ラウンドテーブルを開きました｡その席で私は､

アスペン精祁の核心は｢人間とは何か｣という問いに

あり､そのことをずっと開い続ける姿勢にあるのでは

ないかと申し上げました｡

その際､アスペンの創立者の一人であるハッチンス

氏のスピーチの末尾にも触れさせていただきました｡

そこにはゲーテの三つのけaitb｣-｢三つの信仰｣

と訳されていましたが-が取り上げられていまし

た｡これは｢Goethe●sfaithin goodness.Hisfaith

inhumanity.Andhisfaithin thegoodnessof

bumanity｣というものですが､私はこの三つの言葉

に非常に感銘を受けております｡

ところで､このドイツの文豪ゲーテは詩人のシラー

と親友同士でした｡シラーは文学者であi)ながらカン

ト哲学に造詣の深かった人です｡ゲーテはこの年下の

シラーから多大な影響を受けていたので､カントにつ

いても相当理解があったはずです｡ですからゲーテの

｢三つの信仰｣も､カントの人間観と近いと思います臼

そこで皆様方に資料としてお配りしたプリントにカ

ントの一つのメッセージを載せさせていただいたので､

ご覧ください｡この文章は1785年の町道徳形而上学の

基礎づけ』の中にあるものです｡それを私が試訳した

ものを､補いも少し入れながら読ませていただきます｡

｢君が何らかの行為をなそうとするときには､君の人

格のうちにであれ､[君のその行為に関係する限りの]

すべての他者の人格のうちにであれ､内在するところ

の人間性を､どんな状況にあろうとも同時に目的とし

て扱い､あるいは見なし､決して単に手段としてのみ

扱う[あるいは見なす]ことのないように行為しなさ

い｣｡これがカントが考えた道徳律の一つの定式なの

⑳1｡本アスペン研究所.0紺5解記窮

これは､簡単なようでなかなか理解するのが難しい

ところのある文章なので､手短に分析させていただき

ます｡

第一に､キーワードは｢手段｣と｢日的｣ですが､

手段として､というのは〈人間を物として扱う〉とい

うことですね｡人間には物と違ってさまざまな能力が

ありますが､これを含めて人間を物として扱う｡他方､

[川勺として､というのは〈人間性をとことん尊重す

る〉と理解していいと思います｡実はカン1､のものの

言い方の特徴は､単純に｢notAbutB｣(Aではなく

B)と言っているのではなく､｢nOtOnly A butalso

B｣(AだけでなくBも)と言っているところにあり

ます｡ですから､もう皆様方もおわかりのようl･こ､カ

ントは人間を手段として使ってもいいと言っているの

です｡

例えI£バスに乗ります｡そのとき､運転手さんは

まずは安全に目的地まで運んでくれる人です｡手段で

すね｡しかしながらそれだけではなくて､われわれは

この運転手さんにも家族があって､受験生を抱えてい

るかもしれない､というようなことをちょっと感じな

がら､｢ありがとう｣と言って降りるわけです｡そこ

には単なる手段ではない存在として相手を見ている私

がいる｡そういうことをカントは考えているのです｡

しかしながら二番目に大事な点は､｢どんな場合に

も､どんな状況にあっても､同時に甘粕としても見な

しましょう｣と｡ここでちょっと極端な例を山させて

いただきますと､ドイツ軍がポーランドや旧ソ連に侵

略していったとき､多くの撫垢な村民を機関銃掃射で

皆殺しにしていきました｡そのとき少数ながら若いド

イツ兵がその命令を拒否したそうです｡それは､彼ら

がその場で射殺されることを意味しますが､多分彼ら

は､自分の命をかけてでも､つまりどんな状況にあっ

ても､他者の人格､他者の人間性を尊重したからなの

だろうと思います｡

三番日に､このものの言い方の中には､他者の人間

性だけではなく､自分の人間性も大利こしましょうと

いう思いが込められていますから､ここにも｢n()tA

butB｣ではなくて｢notonlyA butalso B｣の論

理が働いています｡ということで､これは北城さんが

触れておられた『聖書上の言葉にも通じるものがある

ような気がします｡

例えば自分自身の人間性をも尊重するということで

言えば､これまた非常に極端な例で恐縮ですが､特攻

隊は駄目なんですね｡どんなに祖国のためとか､自分

の妹のため､家族のためとかを考えての決断でも､自

分の人格の中に内在する人間性を一つの手段としての

み扱うことは､200年前にカントによって戒められて

います｡もちろん､この場合いけないのは特攻を命じ

た上官であり司令官なのですが｡

ということで､カントの言っていることを現実に子11

てはめてみますと､社会年活全般､家族生活､教膏､

それから企業内活動､例えば上司と部下の関係､企業

と企業､顧客と企業の関係､こういうものすべてに言

えることです｡しかし､いまお聞きいただいておわか

りのように､カントの言い分を貫くのはとても難しい｡

理解するのも難しいし､理解した後に実行するのは大

変難しいと､私自身､日ごろから感じています｡

最後に少し話は変わりますが､口本アスペン研究所

理事長の小林陽太郎さんが199帥二に設立趣意書を書か

れたときのタイトルは｢WhyAspen?AndWhy旅〉W?｣

というものでしたが､この文章のヤマ場で｢何のため

か､誰のためか､人間的な節度とは何であるか｣とい

う聞いを投げかけておられます｡それは｢何の目的の

ために私たちは仕事をするのか､何の目的のために私

たちは生きているのか､あるいは誰のために私たちは

仕事をしているのか｣という問いかけですが､その答

えは､私がお話ししてきたゲーテとカントをつなげた

ところに浮かび上がってくると思います｡つまり､そ

れは人間性､ヒューマニティのためであると｡やや強

引かもしれませんが､このように言うことができると

思います｡

以上､アスペンの創立者であるハッチンスさんのメ

ッセージと､R本アスペンの理事長､小林さんのメッ

セージとを､私の専門のカントの思想を仲立ちとして

つなげてみました｡

堂目 ありがとうございました｡人間を手段としての

み考えるのではなく､常に目的として考えるべきだと

いうカントの思想をもとに､ヒューマニティについて

のお考えを述べていただきました｡

では次に､世界拍な企業の名誉会長というだけでな

く､米国アスペンを含め､さまぎまな社会清動にも携

わってこられたレナード･ローダーさん､よろしくお

願いいたします｡

アメリカの葡業がl真南していること

ローダー1977句三12月に初めてアスペンにⅢ席した小

林陽太郎さんと私は､二人とも人生が一変しました｡

そこで人類のために果たすべき個人と企業の役割とい

うことを学び､臼からうろこが落ちたのです｡

ここで私はアメリカについてご理解いただくため､

アメリカ人の視点から見たアメリカについてご紹介さ

せていただこうと｡思います｡アメリカは3億2千万人

の人∩と329の言語を持つ国です｡150以上の民族が存

在L､七つの所得層に分かれていて､シャルル･ド･

ゴールの言葉を借りれば｢どうやって120の異なる地

図を持っている国の統治を行うことができるのか上

これがまさにアメリカという国であり､多くの問題を

抱えている粟国です｡宗教に至っては､民族や言語の

数をはるかに上回る数が存在しています｡こうなると､

統治するのは大変推しい国だと言えます｡

いま人間と社会を誰がコントロールしているのか｡

以前は王族や貴族でした｡1724iF､エカテリーナ女王

がヨーロッパ貴族の芸術■美術をロシアー国に集め､

力を誇示しました｡しかし1918年､第一次世界大戦終

了とともにその時代は終わります｡次には､議会や政

府が統治を新たに担当するようになり､第二次大戦が

幕を閉じるまでそれが続きました｡

そして､第二次大戦が終了した途端､今度は企業が

社会の発展により大きな役割を果たすようになったの

です｡例えばアメリカでは､19世紀末という早い段階

で､ロバートバロンが財団を創設したのを皮きi)に､

か-ネギーがカーネギー財団を､ロックフェラーの一

族がロックフェラー財団をと､次々に財団が設立され､
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パネル･ディスカツション

企業活動とヒューマニティーーー一決断の根拠を求めて

病院､学校などをどんどん建てていきました｡政府で

はなくて企業が､ヒューマニティをさらに追求してゆ

く役割を担ったのです｡しかし､その企業が､いま挑

戦を受けています｡

それはどういうことかと言うと､アメリカではいま､

もの言う株主が増えていて､なぜこの慈善団体にこれ

だけの寄附をしているのか､なぜ企業はこれをしてい

るのか､あれをしているのかと､いろいろと追求して

くるのです｡私どもの会社も､上場企業になる前は好

きなタイミングで､好きな寄附をすることができまし

た｡しかしいまは､株主の精査を受けなければなりま

せん｡いまも社会的な活動に従事してはいますが､な

かなか雉しい時代に入ってきました｡

近年では､産業界のリーダーも､企業は変わるべき

だと言っています｡著名な投資家ウオーレン㌧パフェ

ットは､多くの裕福な人々に､死後､財産の50%を慈

善団体に寄附すると誓約をさせました｡マイクロソフ

トの創始者ビル･ゲイツは､毎年､何十億ドルも費や

して､アフリカや他の地域で､小児麻痺や結核などの

伝染病を何とか根治しようとしています｡大勢の研究

者や医師を人類のための研究活動に従事させているの

です｡いまやカーネギーやロックフェラー財団の代わ

りに､ウオーレン･パフェツトやピル･ゲイツが人類

のための活動を担っているのですが､それでも不十分

だと言われています｡

その一方で､ある緊張関係が大企業の株主と経営者

の間にはあります｡企業は企業自身の利益をあくまで

も追求し､株主のために利益を上げるのれそれとも

人類のために企業活動を行っていくのか､経営者は常

にその決断を迫られているのです｡

私､日本人のお名前の発音が下手なのですが…‥･｡

渋谷 ｢渋沢栄一｣ですね｡

ローダー ありがとうございます｡渋沢栄一は日本の

資本主義の父と言われる人ですが､彼は､企業は社会

の繁栄のために存在するものであって､個人の利益の

ためではないと言い切っていました｡企業の目的につ

⑳l日本アスベン研究所亡個立1僻記訴

いてはさまざまな定義があります｡企業は何をするべ

きか､企業はどの程度まで人々のために支援の手を差

し伸べるべきか｡また､個人の価値観を日本では尊重

していますが､多くの国では尊重していません｡

アスペン研究所の課徴は､世界中に人類愛の追求と

いう価値観をどうやって広めるかということです｡そ

ういう意味で､本日､田席させていただいたことを心

から感謝します｡口本アスペン研究所は､まさに人類

に対する愛にあふれた闊体だからです｡

堂目 ありがとうございました｡アメリカの企業が直

面している問題と言いますか､挑戦について､企業白

身の利益追求あるいは株主からの要求と､企業が19世

紀以来担ってきた社会に対する責任とを､どうバラン

スしていくかという視点から､非常に示唆に富むお話

をいただいたと思います｡

では次に､今度は日本の企業を代表して藤山さんか

らご発言をいただきたいと思います｡藤山さんは､∩

本のアスペン･セミナーの参加者でもあります｡

藤山 私は長年､外部環境の調査分析を通じて企業の

戦略決定に意見を具申するという仕事をしてまいりま

した｡本日私は日本企業の観点からと言うとちょっと

大げさですが､三点､指摘をさせていただきたいと思

います｡

まず最初に､∩本の企業がどのように社会との関わ

りを持ってきたかについて｡

次に､われわれとグローバリズムの先導者であった

欧米の方々とはメンタリティーが少し違うと思うので､

グローバリズムは人類の重要な基礎となる資産ではあ

りますが､経えず新しい要素や解釈をつけ加えなくて

はいけないと思っており､その観点からのお箭をさせ

ていただこうと思います｡

三番日に､今日の企業経営者の抱える問題は非′削こ

複合的､複雑な応用問題になっており､正解はどこに

も書いてあl)ません｡だからこそ企業経営者は考え抜

く力を持たなくてはいけないし､考え抜く力がヒュー

マニティに到達する力でもあるというお話をさせてい

ただきたいと思います｡

まず最初に､日本の企業と社会との関わりについて｡

日本の企業の歴史は非常に古く､例えば膏大工や石積

みの会社の中には､千年以上の歴史を持つものがあり

ます｡宮大工の｢金剛組｣という会社は､西暦578年

の創業と言われています｡日本では長く続いている企

菜は非常に多く､現在､日本で百年以上存続している

企業は2万6千社に及んでいます｡これらの企業の歴

史も､決して平坦ではありません｡たびたびの政治･

経済･社会の大変動を生き抜いてきたわけですが､こ

れは企業がそのときそのときの利害だけ考えて生きて

きたのではなく､内的な規範をその都度､非常に深く

考えてきた結果だろうと思います｡

先ほどローダーさんから渋沢栄一の話が山ましたが､

それ以前にも､例えば住友は江戸時代に｢浮利を追わ

ず｣と言って安易な投機を戒めていましたし､私ども

の三菱も20世紀の初頭には有名な｢三綱領｣というも

のを掲げています｡この中で､企業が存在しているの

は社会への貢献が[l的であることを明確にうたってい

ますし､その達成のためには､活動が公与l三で､しかも

透明性がなければならないと言っています｡

戦後､日本社会が安定してくると､本業で得た利益

を社会に還元しようとする動きがますます高まり､経

団連のl%クラブのような､企業が利益のうちの一部

を社会に還元しようとする動きが出てきます｡その対

象は､恵まれない人々や発展途上国､自然や地球環境

などでした｡

これは､本業と違うところで自分たちの利益をよい

ことに還元しようという意味合いが強かったわけです

が､今世紀になってから口本企業の考え方は大きく変

わったようにノ且います｡つまり､利益を得ることと､

社会的な意義を持つものに利益の一部を還元すること

とを別々に考えるものではなく､むしろこの二つを調

和させて一つのものにしなくてはいけないという考え

方が非常に強くなってきているように思います｡本業

そのものが社会において存在イIl】i催があるのだというこ

とを､われわれは常に証明し続けなければいけないと｡

最近､マイケル･ポーターがCSV､｢Creating

SharedValue｣という言い方で､社会の利益とE]ら

の企業の利益とが合致するような方法で企業を道営し

なくてはいけない､と問題提起していますが､日本企

業も､宣伝のための社会貢献ではなく､内的な規範が

なければ､企業が長期的に成功することはあり待ない

ことを再自覚する時期を迎えているように思います｡

ちなみに､私どもの三菱商事では､企薬価値とは経

済価値だけではなく､社会白油l打直､環境価値の三つか

ら成り立っていると定義しています｡

次に､これは日本､あるいは罪西洋の感じ方かもし

れませんが､ヨーロッパで生まれアメリカで育まれた

と言えるグローバリズムを支えているのは､民主主義

ですね｡そして市場主義､科学技術に対する信頼､そ

してリベラルアーツ､教養です｡これらはいまや人類

共通の財産になっていると言っていいと思います｡日

本は､江戸時代までは無縁だったこれらの考え方に明

的以降出会い､口本文化のよいところも必死に残そう

としながら､グローバリズムに同化をしてきたわけで

す｡恐らく欧米以外の世界で最も早く､最も柔軟に適

応したと言ってよいかもしれません｡

しかし､ブ主意Lなくてはいけないのは､l吋化する方

にとってはこの過催は簡単ではないということです｡

いま例えば中国､ブラジル､インドなどの新興国が世

界経済の中で大きな役割を果たそうとしていますが､

現在､グローバリズムの要素一つ一つに課題が出てき

ているのではないかと思います｡

民主主義はどこでもポピュリズムというものに脅か

されているし､市場主義は度重なるバブルの発生と崩

壊を防ぐことができません｡科学技術は生命倫理や情

報技術などにおいて､根源的な哲学の問題をわれわれ

に突きつけています｡文化の多元性は､広く容認され

た考え方です｡そのため､中睦1やインド､イスラム社

会など､人1~~lも多く､歴史も文化的背景も古くて大き

な世界とグローバリズムの間には､緊張感がないわけ

ではありません｡

こういう状況の中で､例えばダボス会議を提唱して

いるシュワプ博士は｢新しい規範｣が必要であると数

年前から言い始め､この作業にもっと非グローバリズ

ムの国々も参加してほしいと言っています｡また､ハ

ーバード大学のアマルティア･セン教授は､グローバ

ルなスタンダードは非常に素晴らしいものだけれども､

若干の修正が必要凰時期を迎えていると思う､という

ようなことを言っています｡

グローバリズムがほとんど血肉化していると言える

日･米･欧の経済規模は､20世紀の初頭には70%ぐら

いでした｡これはまさに自分たちのやり方をルールと

して主張するのに十分な数字だと思いますが､2012年

には56%に減少しています｡それだけ中国やインドヤ

プラジルの成長が早いということですが､遠からずこ

の数字は50%を切っていくでしょう｡

つまりいまは､何がグローバルスタンダードなのか､

何がヒューマニティなのかをもう一度開い直す時期に
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企業活動とヒューマニティー一決断の根拠を求めて

棄ている､歴史の大きな曲がり角にあると言えると思

います｡その中で､私がアスペン･セミナーに参加し

て感じたのは､テキストの選択に渾の東西のバランス

が取れていることです.｡しかも､グローバルスタンダ

ードと言われているものばかりではなく､それに班会

って驚いた方の人々の考察も入っている｡そこが､な

かなか素晴らしいと感心しています｡

最後は､第一､第二の状況を踏まえますと､日本の

企業経営者を取り巻く価値観はまさに多様化しており､

決断も相当量くなっているということです｡経済理論

を超える実体金融経濁の動きだとか､倫理･社会･法

律的な検討が間に合わない科学技術の伸展､あるいは

社会正義論の多様化など､企業溌営者を取り巻く価値

観の変動には著しいものがあります｡しかも､企業経

営者は常に俄烈な競争条件下に置かれていて､1(カ%

納得してから決断する時間的な余裕もなかなかなく､

またその判断の基準も世界中どこにもないのです｡

常識になっているようなコンプライアンスとかリス

クマネジメントなどはどこの企業でも開発をされてい

て自分を席っているのですが､簡単に答えの出ないよ

うな非常に薙しい問題が時に発生することもあります｡

一つだけ昔の事例を申し上げますと､1980年代に私
どもの企業は合板の事業に関連して､東南アジアで森

林伐採の権利を持っていたことがあi)ました｡私たち

は森林が再生可能な範囲での伐採を行っていたのです

が､これが世界の幾つもの会社とともにNGOネット

ワークの標的になり､結局､撤退という道を選びまし

た｡これは同じブランド名を持つ消費財メーカーに､

誤解による不買運動等が広がったためです｡その結果､

私たちは森林の再生については絶対の自信を持ってし1

たのですが､私たちより管理の甘い会社に事業が渡っ

てしまったということがあi)ました｡

いまではNGOの多くもこうした矛盾に敏感になり､

企業と前向きな対話を交わすところも増えて､生産的

なパートナー関係が構築されているところが多くなっ

ていますが､歴史をふり返ってみると､いろいろと考

⑳l｡本アスペ凋究所t⊃昏｣玉1併記念弓

えさせられることが多いですね｡

投機と投資の境､過度な競争の定義の問題､未知の

科学技術の附発に投資するときの判断基準､こういっ

たものはなかなか最終的な回答がありません｡そのと

き何を基準に判断するかと言うと､やはり経営者がバ

ランスの取れたヒューマニティをもとにして考えてい

くしかないと思います｡むしろ難しい案件を通して経

営者の人間性が養われていくと言っていいのかもしれ

ません｡

ただ､いきなり難しい判断を求められても困らない

ように､平素から深く考える力を養っておくことが必

要です｡そのためにも､古典はよい材料になります｡

古典の中に答えは書いてありませんが､考え抜く力を

養うという意味では､これほど素晴らしい道場はか-

のではないかと思います｡

lァスヘン研究所の捌
堂目 口本企業は長い社会貢献の伝統を持っているが､

グローバルスタンダードが揺らぐ中で企業を取り巻く

環境は複雑化してきていて､何が本当の社会責献にな

るのかを判断するにほヒューマニティをもとにした知

見が必要だというお箭でした｡

では最後に､ガーソンさんお願いいたします｡ガー

ソンさんは､米国アスペン研究所のさまざまなプログ

ラムの実硯や他界のアスペン研究所との連携を促進さ

れています｡

ガーソン アメリカのアスペン研究所は1950年に設立

されましたが､当時私たちは､アメリカの企業人は自

分たちの活動の道徳的あるいは哲学的な支えとなって

いる資本主義と民主主義の底にあるものを､もっと理

解するべきだと考えたのです｡

アスペン研究所は最初､｢ヒューマニックスタデイ

ーズ｣という名前でした｡きょうは時間が限られてい

るので､ヒューマニティ､人間性とは何かについて哲

学者が言った言葉をご栢介することはできませんが､

それは物事に射し､それを意識し､問う力があること

だと思います｡そして､その間いが高いレベルでなさ

れる｡それがヒューマニティの定義だと思います｡

その間いとは､例えば人生の目的とは何か､よい人

生とは何か､あるいはよい社会とは何か､どのような

責任を自分は自分の子どもや地域社会に対して持って

いるのか､といったもので､このような聞いがアスペ

ン研究所の核心をなしていることが､私の誇りです｡

これはアメリカだけではなく､各国のアスペン研究所

が共有しているものです｡

アスペン設立当晩1950年代のわれわれの課題とは､

アメリカの企業が持つ価値観が冷戦時代にも通柑する

のかどうかというものでした｡当時のビジネスマンた

ちは､これを見直さなくてはアメリカのビジネスの精

神的基盤が弱くなってしまい､継続的なアメリカの進

歩は保証できないと心配しました｡

そこで最も難しい問題､例えば自由と公平､あるい

は平等と効率性という二律背反関係を､この時代にど

う捉えればいいのかということで､道徳の羅針盤をこ

こで少し調整しなくてはならないと思い始めました｡

これは企業のためだけではなく､自分たちの社会のた

めにということでもあったのです｡

アスペン研究所はこのような問いかけの中心的な役

割を果たしており､世界各地､いろいろなところで誇

りを持って活動してきました｡日本においてもこの15

年間､こういった問題に携わってきたわけです｡

そこでビジネス環境について考えてみましょう｡ア

メリカがアスペン研究所を63年前に設立したころの企

業トップのビジネスマンたちが今日の状況を見たら､

本当に夢のようだと言うことでしょう｡今日､グロー

バルなブランドとなっている会社､例えばローダーさ

んが何年も率いてきたようなブランド企業が当時誕生

したわけですが､そこが上場企業になっている場合に

は､本当に短期的な株価の上下に追われてしまい､よ

りよい社会､よりよい人生とは何なのかを考える時間､

あるいは企業の目的とは何かを考える時間などはなく､

そんなことに時間を費やすのは贅沢だと考えられてい

ました｡しかし､今日ではそれがより重要になってい

るのです｡

例えば最近､バングラデシュで起こったことですが､

繊維工場の建物が壊れてしまい､それを機に劣悪な労

働環境に怒った人々が訴えを起こし､問題が明るみに

出たことがありました｡供給現場の末端から苦情が出

るようになったのです｡また金融危概のときも､経済

が崩れ始めて何百万という雇肘が失われ､普通の人々

の生活も崩壊してしまうことが起こりました｡これら

を見てもわかるように､これまでアメリカの国や企業

を牽引してきた価値観のモデルが63年のうちに壊れて

しまい､見直す時代になったのです｡

先ほどローダーさんがウオーレン･パフェツトにつ

いてお話をされましたが､パフェソトだけでなく他の

ビジネスリーダーたちも｢アスペン原則｣というもの

に署名をしています｡つまり健全な社会は､健全で責

任ある企業を必要としており､それらが長期的な目標

を達成していくのでなければならないと｡しかしなが

ら現実には､短期主義がシステム全体に蔓延しており､

それが経済の競争力を損ない､またわれわれの経済シ

ステムに対する信頼を損なっているのです｡先ほどパ

ネリストのガは何度も中長期的な利益が大事とおっし

やいました｡しかし､多くの企業が短期的な利益のプ

レッシャーにさらされているのは間違いありません｡

最近､ドミニク･バートンというマッキンゼーのグ

ローバルヘッドが､四半期主義的な資本主義の蔓延を

嘆いていました｡いまや5年や7年といった期間でも

企業を見ることができず､数カ月か1年くらいで成果

を上げるよう求められる｡資本主義がこのような短期

主義に陥っているのは､あたかも3カ月ごとに検査を

するため､木を掘り起こして､根っこを検査して､ま

た植林しなおさなければならない行為に似ている､と

言っています.⊃

したがってアスペン研究所は､アメリカでも､日本

でも､あるいはヨーロッパ､インド､最近はラテンア

メリカにもつくられようとしていますが､どこででも

この間題に在日しています｡私たちは常に超党派的な

中立的な立場で集まり､オープンに情熱的な形で読論

をしよう､そのような価値観を共有しようとしていま

す｡それがアスペンの目的です｡

人々はいろいろな見解を持っています｡先ほど私が

提起した問題に関しても､あらゆる意見があります｡

そこでアスペンのような場で議論し合い､人々の意識

が滴養されていくことが重要なのです｡もし､こうし

た疑問を持たず､問題を憤重に分析して､企業の目的

を精財ヒしていかなければ､その企業は人々の支援を

得ることができなくなります｡民主主義的な資本主義

に辞する社会的な支援が得られないことになると､資

本主義の哲学的な基礎は民主主義の基礎にもつながっ

ており､それらは貴重な白山というものにも結びつい

ているので､それが危うくなります｡

アメリカでも日本でも､個人の自由は尊重されてい

ると思いますが､多くの途上国は私たちのモデルに疑

問を呈しています｡そして､それに代わるものとして､

例えば中国や他の専制主義国では国家資本主義という

ものが信奉されています｡しかし､それは自由の欠落
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という怖い結果につながっています｡というわけで､

企業と社会の間にある契約というものをきちんと見直

すことが､今日､重要であると思います｡だからこそ

アスペン研究所がつくられたのです｡

チャーチルは､民主主義は悪さの最も少ない制度で

あると言いました｡同じように言えば､資本主義や企

業も､これよりよいものがないので仕方がないという

のではなくて､よりよい方向へといつも見直していく

必要があると思います｡.民主主義と同額に､民主主義

的な資本主義もエンジンが企業なので､企業は常に改

善のための自問自答をしていかなければならないと思

います｡それは株主のためだけに行うのではなくて､

人類のために行っていかなければなりません｡

最後に古典について一言｡なぜ古典が重要なのかと

いうことですが､それはただ単に昔のものだからとい

うことではなくて､古典には人間に関する根本的な問

いかけ､平等とか自由とか､人生の日的とか､善とい

うことに対しての根本的な問いかけがあるからです｡

そしてアスペン研究所は､このような根本的な問い

かけに対する対話の場を提供したいのです｡プラトン

やソクラテスが行ったように､対話方式は今日でも応

用ができ､根本的な問いを今日も問い続けることがで

きるからです｡

堂目 ありがとうございます｡それでは北城さん､い

まの匹l人の方のお請を開かれて､何かご意見があれば

簡単にお話しください｡

北城 最後のお前に関連するのですが､短期の利益と

中長期の利益について｡特にアメリカの資本市場では

短期の利益を上げることを要求されるということです

が､企業が利益を上げなければならないのは､そのと

おりだと患います｡そこで短期の利益と長期の利益を

どうバランスするか｡そこが難しいんですね｡軽骨陣

みんなが短期のことばかり考えていたら､経営は多分

うまくいかないでしょう.⊃しかし長期の投資も､もし

倒産したら放漫経営と言われます｡ですから短期と長

期のバランスを取っているのは､私は社外取締役では

ないかと思います｡第三者的に多くの株主の意向を反

映して会社の経営に対して意見を言う人の存在こそ､

アメリカの資本主義のバランスを取っているのではな

いかと思います｡そういう意味では､日本のように社

内取締役が大半を-1了め､社外は一人か二人しかいない

会社でバランスを取るのは､非常に難しいのではない

かと危惧しています｡

ローダー 私は大変珍しい立場にありまして､支配権

を持っている株主なのです.⊃社外の取締役は通常､株

主の利益を守るために存在しています｡しかし中には

白己利益のみを追求している人もいないではありませ

ん｡そこで私の役目は､社外取締役が過ちを犯し過ぎ

ないように目を光らせていることなのです｡

藤山 社会的な利益と企業の利益とが利反することは

あり得ますが､社会的な利益を最大にしていくことが

企業を長く存続していくために必要だと考えれば､ql

長期の方は恐らく矛盾がなく那和を迎えることができ

るのだろうと思います｡問題はやはり短期の方で､い

まの市場主義､特に金融をめぐる市場主義のルールを

見直していくような運動がどこかにないと､そこの矛

盾は永久に解決できないのではないかと私は感じてい

ます｡

堂ヨ そろそろ時間が迫ってまいりましたので､ここ

でパネリストの方お一人ずつ､このシンポジウム全体

の議論を受けて､いまお考えになっていることを短く

お願いいたします｡まずは渋谷先生からどうぞ｡

渋谷 カントというと､有名なのはぎ永久平和論』で

すが､これはカントの中ではわかりやすい文革です｡

そのq｣には､先ほど私が確認しました､自分であれ､

他者であれ､単に人間を手段としてのみ見なすのでは

なく､どんな場合にも同時に口約としても見なしまし

ょうという､その精神が貫かれていますので､もし世

界乎利ということを真剣に考えるのであれば､カント

の人間観というものを､もう一度振り返っていただけ

ればと思います｡

堂目 ではローダーさん､お願いいたします｡

ローダー アスペン研究所の創設の精神は､リーダー

シップを発揮することによってヒューマニティ､ある

いは自然と文化が樽而している課題に立ち向かってい

くことでした｡この精神をもとに､プラスの影響を､

あなたの国や世界中の社会に対して及ぼしていくよう

に所動していただきたいと思います｡

ガーソン 私から申し卜げたいのは､口本アスペン研

究所の今後の15年を考えると､例えば企業の役割やC

SRなどについて､もっともっと広げて議論していた

だきたいと思います｡これからもこのようなセミナー

を行い､今後､社会が直面していく､あるいはl]本が

直而していくような社会問題も取り上げていってほし

いということです｡

藤山 産学連携とか在学共同という言葉がありますが､

そのイメージは自然科学を頭の中に置いているような

感じがします｡きょうは､人文科学と経済社会のイン

ターフェイスというものが非常に重安だということに

改めて気づかされたので､アスペンの役割をそのよう

に定義してもいいのかなと感じました｡

北城 私は､一人一人にとって､自分の人生をどのよ

うに生きることが幸せと感じるかは非常に人事なこと

だと思うのです｡納得して､自分は幸せだったと感じ

る人生を送ることができれば､それは素晴らしい人生

だと思います｡ただ､自分はいかに人生を生きるべき

かを一人で考えるのはなかなか粧しくて､やはり多く

の同じような悩みを持った人たち､多くの経験をした

人たちがどう感じたかを知ることの中から自分が生き

るべき通が見つかってくると思うので､そういう意味

で､いろいろな人の本を読むことは非常に有効だと思

います｡

ただ､忙しくて古典を読む時間がないと言う人は､

｢椎南子_lの説刷訓を思い山していただきたい｡｢忙

しくて本を読まない人は暇になっても本を読まない｣

と2千年前から言われていますので､自分で心して､

自分の人生を豊かにするような古典･を読んでいただき

たいと思います｡

堂目 きょうは､ヒューマニティとは何か､企業満動

にとってヒューマニティの視点を持つことはなぜ必要

なのか､そして古典を学ぶことの意義は何なのかとい

う三つの問いかけに対し､五人の方に､いろいろなお

立場から､非常に示唆に富む含蓄のあるお吉を伺えた

のではないかと思います｡

アスペンの活動は､古典を読み､その中で占典と対

話し､また他者と対話をして､最後に自分自身と対話

をする｡それらによって現在の自分を一度揺さぶり､

見直して-これは亡くなられた今道友信先生がよく

使われた言葉ですが一｢魂の1世論をする｣ことが究

極の目的です.きょうのシンポジウムを､そうしたア

スペンの15年間の歩みの一端として､皆様に感じ取っ

ていただけたならば幸いです.〕

山口 パネリストの皆様､堂目先年､あi)がとうござ

いました｡私自身もセミナーの卒業生であi)､モデレ

ーターを務めておりますが､古典と古典にもとづく対

話を通じて､今日まで多くのことを学んだと感じてお

i)ます｡それは､自分が持つ知識の限界を知ることで

自らの相対性に気づき､知的謙虚さや異質許容性の人

切さを学ぶことでありました｡また､複雑でさまぎま

な価値や正義が林立する硯代社会の中で､できるだけ

本質の部分を考えた上で決断して行動していくことの

大切さを学び､斬に触れての励ましを得たことも大き

かったと′l乱います｡

これらのことは何かの技術のように習得できるもの

ではなく､日々､その時々の場面で､自らが試される

ものと感じており､これからも古典に学び､考えを深

め､実践していくための対儀を重ねてまいりたいと思

っております｡

以上をもちまして｢口本アスペン研究所創立15周年

記念シンポジウム｣を終了とさせていただきます｡
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次代を担う高校生たちを育てるために

板谷大介
●埼玉県立浦和第一女子高等学校教諭

初の｢地方現地開催｣高校生セミナー

この度､日本アスペン研究所創立15周年記念事業の

一環として､平成お年8月5日､11日､16日の計3日間､

埼玉県立浦和高等学佼｢露和会館｣にて､高校生のた

めの初めての｢地方現地開催｣のセミナー｢『高校生

のためのアスペン古典セミナー』山崎吉｣が開催され

ました｡

以下に本校､浦和第一女子高硬からセミナーに参加

した生徒のアンケートの一部を掲載します｡ここから

も伺えるように､参加した埼玉の高校生達にとって､

かけがえのない､非常に貴重な体験となF)ました｡

｢先生方を含め､みなさんと対話をまだ終わらせた

くないという気持ちでいっぱいです｡泣きそうなくら

い緊張して､泣きそうなくらい楽しくて､こんな経験､

そうそうないです｡終わることが信じられないくらい

で､このセミナーはまるで異世界のようでした｡また

参加することが叶うのであれば参加したいです｣

今回のセミナーは､平成盗年8月8日の毎日新聞埼

玉版で大きく取り上げられるなど､評判を呼びました｡

また､関係各偉のご犀力にてアスペンの活動が埼玉県

教育委員会にも認められ､連携が進められる見通しと

なっています｡私達も､ぜひとも来年度以降も｢セミ

ナー血埼玉｣が継続､発展し､リベラルアーツ教育の

ひとつの核になるよう､努プJします｡個人的には､今

後多くの都道府県で同様のセミナーが開催きれれば素

晴らしいと感じます｡

｢セミナー血埼玉｣では､アスペン事務局よりお話

を頂いた企画の段階から､私と県立浦和高校の東知別

教諭が準備作業に関わらせて頂きました｡誇りに感じ

ます｡

今回のセミナーには､リソース㌧パーソンとして､

1日日に村上陽一郎先生､荻野弘之先生に､2日目､

3日削こは渋谷治美先生､瀧一郎先生にお越し頂きま

した｡また､モデレーターとしてお見えになった実業

界ご出身の元王子キノクロス(株)代表取締役社長の増

訂正昭氏､元JALアカデミー(株)代表取締役社長･日

本アズペン研究所事務局の久野暫氏とともに､私と東
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教諭も､高ノ校の≡呪場の教員として初めてセミナーのモ

デレーターを仰せつかりました｡

参加者刀名を2チームに分け､増田氏と私､久野氏

と東教諭でペアを組み､セッションごとに交代でモデ

レーター､コ･モデレーターを務めました｡今回のセ

ミナーでは､これまで都内で開催されてきた｢ジュニ

ア･セミナー｣とは別に､大学の先生方等が新たにテ

キストを選定なされた､とお聞きしました｡

その最初のテキストは『奥の細道』でしたが､とも

に国語科の教員である板谷･束教諭がこのセッション

のモデレーターでは学枚の授業の延長のような印象に

なるということで､芭蕉のセッションを増田氏､久野

氏にモデレートして頂きました｡以下､テキストは順

にアリストテレス『形而上学』､カント ア永遠平和の

ために.召､『ll_l約聖罷よ｢創世記｣､オルテガF大衆の反

逆｣､ソロー Fウォールデン 〈森で生きる〉二の順で配

置され､11]に二つのテキストを扱いました｡産業界

の方にモデレーターをして頂いたことで､現役高佼生

は｢社会に山てからも､社会に出てこそ､古典･哲学

を学ばねばならないのだ｣と実感したと思います｡

さて､私にとって人生で初めてモデレーターをした

セッションはF形而上学』でした｡前口まで｢長崎し

おかぜ練文祭｣の仕事で佐世保にいたため､佐世保の

宿舎でも､帰りの新幹線でもずっと:形而上学』を読

んでいました｡非常に緊張しましたが､おかげさまで､

上手くいったと感じております｡

私と東政論は｢セミナーb埼玉｣に向け､モデレー

ター･プログラム､モデレーター･ワークショップ等

に1年以上にわたり何度も参加させて頂きました｡こ

れは東教諭とも話したのですが､アスペンのモデレー

トは､教科書教材等を生徒と読み合わせながら互いに

意見を山し合って集合知的に解釈を構築していく高校

の国語､とりわけ現代文の私達の現行の授業での指導

と重なる裳素もあり､モデレーターを経験したことで

国語の教員としての力量も一層付いたと実感していま

す｡今､敷革卜書教材等も､荻野弘之先生がよく言及な

さる｢賢慮､フロネーシス｣を運用しながら､テキス

トの疎い読解に如何に生徒と共に到達するかが重要だ

と改めて認識しております｡教師側にそうした意識が

あれば､高枚生たちも対話､議論に乗ってきます｡ア

スペンに関われたことは学校現場での授業改善の大き

な契機にもなりました｡

今回のセミナーには､浦利明の星女子高校､開智高

校､開智未来高校､県立浦和高校､浦和第一女子高校､

大宮高校､県立川越高校､川越女子高校､熊谷女子高

校､本庄東高校の10校から生徒が参加しました｡

1日目は､セッションの会場とは別の視聴覚室で､

モニター画面によるオブザーブが行われました｡埼玉

県教育委員会の清水松代教育委員長(当l臥:現在は教

育委貞)､阻限郁夫教育長､埼玉県議会浮田力議員､

上記の高校の関係の方をはじめ多くの方々にお題L頂

き､広い視聴覚室がほほ埋まっていました｡

清水教育委貝長､関根教育長は､当初は所用にて中

途でお帰りになるはずが､素晴らしいセッションの様

子に釘づけになり､高校生達の優れた対訴に最後の最

後まで聞き入って感激しておられたと聞きました｡清

水委員長は2口日のセッションにもお見えになり｢今

の教育に欠けているものはまさにこういうものだと思

います｣と感想を述べられたとのことです｡

アスペンでの学びが広がってゆく

私はbREF(東京大学 大学発教育支援コンソー

シアム推進機隋)と埼玉県教育委員会の共催｢未来を

拓く 7学びj推進事業｣の研究推進員を4年前の事業

開始時より務めています｡これは､東京人学人学院三

宅なほみ教授が提唱する｢知識構成型ジグソー法｣に

よる新しい協調学習の授業スタイルを学校現場に普及

させようとする､全国的にも非常に注目されている取

り組みです｡具体的には､生徒3人で1グループを作

らせ､まず事前に準備した3種の言果題のいずれかにグ

ループごとに取り組ませ､途中でそのグループをシャ

ッフルします｡前のグループでは3人とも別な課題を

こなしており､それをi階まえて新たな3人のメンバー

が次の課題に対し知恵を川し合います｡

この授業スタイルは､生徒同士の対話と生徒達自ら

の気付きを重視する点で､アスペン･セミナーに共通

する部分が多いと感じています｡私は平成お年10月に

本校1年生の国語でその公開研究授業を行いましたが､

その際､アスペンで学んださまざまなことが非常に役

立ったと認識しています｡

私が公開授業のために作成した教材は､慶應義塾大

学文学部の昨年度の入試小論文の間窺を､教育出版廿

学校国語検定教科書掲載のあさのあつこ著の短編小説

｢みどり色の記憶｣と､高校の古典教科書の定番教材

円王家物語』の｢忠度都落｣をヒントに解いていく､

というものでした｡大学人試問冠は学校の勉強にきち

んと取り組んでいれば解けるのである､というメッセ

ージを発しようと考えました｡
慶應の問題は｢十九世紀のドイツの哲学者ニーチェ

は7道徳の系譜』のなかで､『これまで人類の上に蔓

延していた睨言且は苦しみの無意義ということであって､

苦しみそのものではなかったj(木場探定訳)と述べ

ています｡この言葉は､現代の日本においてどのよう

な意味をもちうると考えますか､あなたの意見を述べ

なさい｣というものです｡これを､あさのの｢主人公

の思春期の少女が､自分の意志で生きていくことの大

切さを､母親の主人公への愛情あふれる過去のエピソ

ードの記憶から気付く｣という物語と､都から落ち行

く途中に自分の和歌を次の勅撰集に載せてもらおうと

歌の師である藤原俊成のもとへ息度が引き返す｢忠度

都落｣を辛がかりに論述させようと目論見ました｡

結果は想像以上であり､事前に釦分間問題に取り組

み､ほとんど何も書けなかった生徒が､約2時間の授

業での対話の後､例えば次のように､入学してまだ⊥ll

年ちょっととは思えない立派な論述を行っています｡

｢苦しみの無意義とは､現代で言う生きる意味の喪

失である｡現代口本においては､急激な科学技術の発

達､親達の過剰な子供への保護によF)､止し考力の低下

が著しくなった｡思考力を無くされた子供たちは､牛

きる目的を見｢Ilせず､ただ真の苦しみを知らぬままに

時代の流れに身を任せているだけである｡

真の苦しみが無いノし牛はただの自然現象であり､惑

星が太l陽のまわりをまわるのとなんら変わりない｡で

は､どうしたらl∃己の存在の意義を見出せるのか｡そ

れには強い意志を持って苦しむほかない｡ニーチェは

このような人々のことを超人と呼んでいるが､これを

個人で実践できる人間がいったい何人いるだろう｡

では､ニーチェがいう言葉が現代日本で指し示す意

味とは何か｡それは､団結せよ､ということに他なら

ない｡強国な意志を共有し合い､確かめ合うことで､

人々は生きる意味､イ言念を形成し､希望へ到達するこ

とが出来るのである｣

私は平成お年1月､猪木武徳先生がモデレーターを

された｢ヤング･エグゼクティブ･セミナー｣に参加

しました｡猪木先生はセミナーの最後に｢公智を弁え

た立派なリーダーたれ｣と熱く語られました｡私自身､

先生のお言葉を肝に銘じ､また､次代を担う高校生に

もそうした立派な人間になるような教育を､本気で実

践していきたいと思います｡
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2013年度に以下の企業よりご寄附をいただきました。

アクセンチュア株式会社

ＭＳＤ株式会社

株式会社 資生堂

第一生命保険株式会社

東京海上日動火災保険株式会社

株式会社　東芝

日本みらいキャピタル株式会社

株式会社三井住友銀行

三井物産株式会社

三菱商事株式会社

2013年10月17日、各国アスペン研究所の
理事の方々が宮城県石巻を訪れました。
石巻メモリアルでは被災経験を持つ国際
協力NGO「ジェン（JEN）」のメンバー
から当時の様子を聞き、その後、石巻専
修大学で復興活動を続ける方々や学生と
ラウンドテーブルが行われ、復興にかけ
る想いや生きることの意義など、活発な
対話がなされました

今年度で第６回を迎えるジュニア・セミ
ナーが実施されました。アスペンとのつ
ながりを継続していただくために、ジュ
ニア・セミナーを受けた方々が懇話会な
どにも参加できるようになりました

（五十音順・敬称略）

●日本アスペン研究所 正会員● 

アサヒグループホールディングス株式会社 アフラック エーザイ株式会社

ＭＳＤ株式会社 キッコーマン株式会社 医療法人 健育会

株式会社 資生堂 新東工業株式会社 セコム株式会社

ダイキン工業株式会社 東京海上日動火災保険株式会社 東京ガス株式会社

株式会社　東芝 日本たばこ産業株式会社 株式会社日本取引所グループ

株式会社野村総合研究所 富士ゼロックス株式会社 ベルリッツ・ジャパン株式会社

株式会社三井住友銀行 三菱地所株式会社

●日本アスペン研究所 賛助会員●

株式会社アイ・アール ジャパン アクセンチュア株式会社 公益財団法人大原美術館

オリックス株式会社 NPO法人ケア・センターやわらぎ ゴージョージャパン株式会社

日本みらいキャピタル株式会社 ヒゲタ醤油株式会社 三菱商事株式会社

 ●日本アスペン・ソサイエティ・オブ・フェローズ● ※終身会員

青島あすか 秋間　　修 秋山　靖裕 安部　順一 雨宮　　寛 石井　　理 石神　澄子
板垣　　博 板垣　靖士 板谷　大介 伊東　　健 伊藤　　卓 伊藤　隆史 伊藤　武志
伊藤　美歩 稲荷場　歩 井上　理一 今井　章子 ※岩井　睦雄 岩永　智佳 岩間有喜子
岩間陽一郎 植田　洋子 上野　　孝 鵜養　幸雄 馬本　章弘 梅野晴一郎 遠藤　政城
大久保和孝 大西　康昭 大場　昭義 大庭　雅志 ※大原謙一郎 大牧　信介 大村　賢三
岡田　克也 岡田　洋一 岡村　　潔 荻野　達也 小串　記代 奧田せつ子 小田　和之
加川紀代子 掛江　敦之 梶谷　敏晴 加藤　香織 加藤　喜之 金澤　英明 金森　　健
上條　　勉 川㟢　博子 川端　茂樹 河村　典子 河村　祥宏 菊地　敦子 岸本　治郎
北村　大輔 北村　秀夫 金　　翰新 木山　啓子 清原　　大 熊谷　勝広 熊谷　眞一
栗原　　裕 桑原　徹郎 鯉渕健太郎 古上信二郎 小島　孝之 小杉乃里子 後藤　光利
後藤　靖子 小林　淳一 ※小林陽太郎 湖山　泰成 今　　聴夫 斉藤　　岳 斎藤　加代
斎藤　敏一 酒井　香紀 ※椎名　武雄 重松　　淳 志済　喜一 志済　聡子 篠原　　興
柴田　稔久 柴橋　美穂 嶋田　順一 徐　　正剛 新貝　寿行 杉山　　健 杉山　繁和
鈴木　英司 鈴木　清美 関根　郁夫 高岡　本州 高橋　　勉 高橋由紀江 髙橋　文郎
髙橋　陽子 高森　竜臣 ※田川　　智 竹中　正治 武馬　吉則 竹本　　潔 田崎　博道
多田　雅之 田中　隆弘 田中　陽一 田中　良和 谷川　史郎 玉井　孝明 玉谷　圭子
玉村　勝彦 田村　浩利 土屋　隆司 坪松　博之 寺下　史郎 永岡　大治 長島　　巌
中嶋　秀隆 中村　　剛 新家　昭義 西田　治子 西山　昭彦 西山　　昇 西山　裕子
貫井清一郎 野㟢　貞夫 野田　和伸 長谷川博和 長谷川博史 幡　　容子 畠中耕太郎
馬場　　彰 ※濱口　敏行 林田　直樹 孕石　健次 ※半田　勝男 坂野　俊哉 東　　知則
東出公一郎 東出　幸美 久野　　哲 久野　正人 平井　修司 平松　園枝 富貴原　信
藤川　和美 藤崎　義久 藤田　明博 鮒谷　周史 不破　久温 正木　利和 枡井　和也
増田　正昭 松田　清人 松田　邦紀 松田　直子 松田　俊介 松元　　崇 三㟢冨査雄
見浪　直博 南　　正明 三村　尚史 宮川久美子 宮川公之介 三宅　達也 三宅　　宏
宮田　芳文 深山　卓也 深山　延暁 宮本　裕司 三輪　茂基 向井　陽美 武藤　和博
宗像　亜衣 村上　敦士 室井　雅博 室脇　慶彦 茂木　　修 森田　秀朗 森野　鉄治
八木　　実 矢澤　真裕 矢内　大介 柳橋　秀樹 山口　裕視 山田　豊久 山田　政幸
山田　隆持 山本　　実 米山　俊治 渡辺　尚生
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