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◆巻頭インタビュー

虚心坦懐をモットーに

北山禎介
●日本アスペン研究所理事長

株式会社三井住友銀行取締役会長

リーダーシップと人間力

編集部 今年6月､日泰アスペン研究所の理事長に三井住友銀

行の北山禎介会長が就任されました｡そこできょうは北山理事

長に､リ｢ダーのあり方や日本アスペンが進むペき道などにつ

いてお同書したいと思います｡

まず最初に､理事長に就任される以前に監事として日本アス

ペンの活動に関わってこられましたが､アスペンについてはど

のようなイメージをお持ちでしようか｡

日本アスペンが設立されて16年が経ちましたが､我が

監事に就任したのが2009年ですから､まだ5年ほどしか

アスペンと関わっていないんですね｡ただ､監事に就任す

る以前から､当行の元頭取であった末松謙一からアスペン

のセミナーは非常にいいということを聞いていましたし､

また､昨年の創立15周年記念事業の企画に加わって企画

会議に参画したところ､議論される内容の質の高さと先生

方の見識の高さに改めて感銘を受けました｡

実は､私は村上陽一郎先生のことは50年以上も前から

存じ上げていまして､私が中学生のとき､兄の家庭教師が

大学生の村上先生だったんです｡その後は年賀状のやりと

りぐらいで直遭お会いすることはなかったのですが､何十

年も経てこうして村上先生と新たなお付き合いが始まるの

ですから､人間の縁というのは不思議なものですね｡

編集部 アスペン･セミナーについてはどのように受け止めて

いらっしゃいますか｡

日本アスペンの設立趣意書に前理事長の小林陽太郎さん

が書かれているように､古典は何百年､あるいは一千年

二千年という時空を超えて読み継がれ語り継がれてきてい

る命を持っています｡われわれの日々の生活や活動は歴史

の延長線上にあるわけですから､先人の智慧や教えが書か

れた古典からは多くのことを学べます｡さらに､古典をも

とに対話を重ねていくことによって､ものごとを相対的に

捉え､新しいもの､新しい考えをつくり出していくことが

できると思います｡

編集部 対話を通じてリーダーシップを発揮する力を磨くこと

がアスペン･セミナーの目的の一つですが､リーダーに必要な

資質をどのようにお考えでしょうか｡

当然のことですが､組織のトップに立つ人間が考えてい

ることを実現するためには､組織に属するたくさんの人た

ちの力を結集させなければなりません｡そのときに何より

も必要なことは｢対話｣であり､対話を十分に行った上で

迅速な意思決定をしていく｡また､組織内ではさまざまな

プロジェクトが併行して進行していますが､全体がうまく

動いているかどうかをきちんと管理することが､トノブに

求められる責任だと思います｡

これらの場面でリーダーシップを発揮するために必要と

なるのが｢人間力｣です｡人間力とは､コミュニケーショ

ン能力や異文化理解力､協調性､さらには能動的な行動力

などさまざまな能力の複合体です｡リーダーに限らず､一

人の人間が己の人生をまっとうするためにも､人間力を身

につける必要があると恩います｡人間力を培う上で､アス

ペン･セミナーは非常に有効だと言えます｡多様な相手と

対話を重ねることで､論理的な思考力が養われ､新たな自

己を発見し､さらに人間力を磨きあげることができる｡つ

まり､リーダーシップに必要とされる諸々の能力を育てる

ことができるのがアスペン･セミナーだと思います｡

もちろん､そこでは対話を促進させ､ときに対話の方向

を修正するモデレーターの役割が非常に重要なものとなり

ますが､アスペンには優れた先生方が揃っていますからね｡

三井住友銀行では､昨年度から企業内アスペン■セミナ
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ーを実施しています｡銀行は行員に向けて金融の専門知識

や言吾学などさまざまな研修プログラムを従来から用意して

いますが､それらとは趣を変えたアスペン･セミナーを新

たに採用したわけです｡セミナーに参加したほとんど全員

の感想が､これほど素晴らしい研修は銀行に入って初めて

だったと(笑)｡銀行がこの研修にチャレンジしたことに

驚くと同時に､学びへの強い意欲が刺激されたのでぜひ継

続してほしいと､本当にネガティプな感想がないんですよ｡

当然､今年度も少し拡大して実施しています｡

編集部 経営のトップとして判断に迷われたときには何を基軸

とされるのでしょうか｡

一番の軸は､社会における常識や倫理に照らし合わせて

矩を踏み外していないか､ということに尽きると思います｡

アメリカが金融資本主義を押し進めた結果､サブプライム

ローン問題やリーマンショックなどを引き起こしてしまい

ましたが､それは実体蹄斉から大きく離れたトレンドを金

融がつくってしまったからなんですね｡もちろんアメリカ

全体がその風潮に乗っかったわけではないけれど､一部の

短期的な収益を退い求めるだけの人間にアメリカ全体が引

きずられ､その余波は世界中に広がってしまいました｡

日本の銀行は欧米より2周遅れているから莫大な利益を

追い求めることがなかったため傷が浅かったと言われてい

ますが､私はそれだけが理由ではないと思います｡つまり､

金融に限らず日本の経営者の根本には｢矩を痕えず｣とい

う思想が培われており､特に金融業の場合は､黒子に徹し

ながら､ものをつくったりサービスを提供したりする経済

社会がうまく育つようにするという役目を踏み外さなかっ

たからなんですね｡

教育をめくうて

編集部 北山理事長はこれまで経済同友会の教育改革委員会の

委員長や中教審の副会長を務めるなど､教育問題に熱心に取り

組んでこられましたね｡

ひと口に教育と言っても､小学校､中学､高校､大学､

そして社会人に生涯教育､さらに義務教育に入る前の保育

所や幼稚園､あるいは家庭教育などさまざまな場面があり､

それぞれに悩みや問題を抱えています｡そして教育の中身

も､教える側､教えられる側､保護者間の仕組みの問題が

あり､入学試験や就職など接続の問題もあります｡さらに､

教育については誰もが一家言を持っているので､それらの

課題すべてに取り組もうとすると議論が拡散してしまうん

です｡

経済同友会の教育改革委員会委員長は5年務めてこの4

月に交代しましたが､その5年間はずっと高等教育にスポ

ットライトを当てた活動を続けてきました｡なぜかと言う

と､大学のあり方に関して私なりに問題意識があったのと､

経済同友会は企業主体の集まりであり､企業との接点が一

番大きいのが高等教育だからです｡そこでは､経済格差と

教育格差､大学のガバナンスや情報公開･評価のあり方と
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いった問題について提言をまとめ､さらに私たち企業経営

者が実際に大学を訪問し､学生と直接語り合うということ

も行ってきました｡

編集部 委員会では教義教育やグローバル人材の育成というこ

とも諸星引こなったかと思いますが｡

現在のキーワードは｢グローバル｣と｢イノベーティプ｣

の二つですが､グローバルと言うときに一番必要なのは､

やはり人間力なんです｡そして高校までに身につけたこと

にさらに磨きをかけるのが大学の教養課程というのが従来

の位置づけでしたが､いまの大学入試のあり方では高校教

育が歪められてしまい､高校は試験秤目だけを勉強して教

養を磨く場ではなくなっていますn

高校生の年代というのは､中学生ほど子どもではなく､

大学生ほど大人でもない､一番感受性が強い時期なんです

ね｡その年齢のときにいかに思考のスイッチをオンにする

かが子どもを育てる肝であると思います｡

思い返してみると､たまたま私はアスペンのジュニア･

セミナーに初年度から参加している都立日比谷高校の出身

ですが､当時の日比谷高校は東大への入学者は多かったけ

れど､進学硬として受験勉蔵相かりするという学校ではな

く､徹底的に考えさせる教育を行っていました｡例えば歴

史の授業などは生徒が自分たちで考えて運営し､100分の

授業時間中､生徒同士が徹底的に議論するんです｡それこ

そ先生はファシリテ一夕ーという役割でした｡そのような

授業を展開することで､集中力やコミュニケーション能力

などが養えるし､歴史の面白さを知ることもできるんです

ね｡あの教育方法が私の素地になっていると思いますし､

濃密な学枚生活を送ったことで､高校時代に出会った級友

たちが一生の友にもなっているんです｡

編集部 アスペン的な教育ですね｡

私は6年前から始まったジュニア･セミナーを非常に評

価しています｡本来であれば､このような取り組みはすべ

ての高校教育で必要ですが､先ほど申し上げたように､現

状では高校がそのような場となることは難しいかもしれま

せん｡ただ､中教審でも大学人試の問題については議論さ

れているので近々改革案が出てくるでしょうが､例えばジ

ュニアーセミナーに参加したことで培われた人間カヤリー

今年8月に北山理事長は伊東健常務理事と米国アスペン研究所を訪れた

上/米国アスペン研究所での歓迎レセ7●ションで挨拶をする北山理事長
右/米国アスペン研究所の理事会で

ダーシップを発揮して有意義な高校生活を送ったことを評

価対象として大学入学の合否を決めるという方法があって

もいいと恩うんです｡そうなれば､受験勉強だけが目的と

化してしまった高校教育のカリキュラムや授業の中身を見

直すきっかけとなるのではないでしょうか｡

ジュニア･セミナーは東京から始まり､昨年は埼玉県で

開催され､いま奈良県でも取り組んでいますね｡本当は全

部の都道府県で開催してほしいのですが､さすがにそれを

実現するのは難しいと思います｡でも､いま言ったように

大学人試のあり方が変わることによって､日本アスペンが

直接関わらなくても､その精神が広がっていく可能性は十

分にあるんです｡だからこそ､引き続き教育問題に取り組

むことが私の役目の一つでもあると考えています｡

人間が人間らしく生きるために

編集部 日本アスペンの理事長になると同時に米国アスペンの

理事にも就任され､8月に米国での理事会に出席されましたが､

そのときの感想についてお聞かせください｡

本家である米国アスペンがどのような活動をしているの

かを実際にこの目で見てみたいという思いで初めてコロラ

ド州のアスペンを訪れると､世界的な企業のトップや政府

の要人など､とにかく節々たるメンバーが集い､社会的な

問題に実勢に向き合って対話を重ねていました｡そしてそ

こで終わりではなく､政策捷言をしてこの問題を解決する

んだという強い決意を宣託する｡まさにアメリカの英知と

いうか､アメリカの力の一端を垣間見た思いでした｡

米国アスペンがシンクタンクとしての役割を果たしてい

るのは､1949年設立という長い歴史があり､多様な賛同

者がいるからですね｡日本アスペンがいますぐ活動の主体

を変化させて政策集団となることは無理がありますが､こ

れまで築き上げてきたセミナーに加えて､昨年の15周年

記念事業のような国際シンポジウムを開催したり､米国ア

スペンをはじめ各国のアスペン研究所が主催する会合に日

本からの参加者を積極的に送り込むことを新たな活動の一

つとして位置づけながら､世界10カ国にあるアスペン研

究所の一員としての倍命を果たしていきたいと思います｡

編集部 日奉だけでなく世界各国のアスペン研究所が｢よき社

会｣という理念を掲げていますが､｢よき社会｣をつくるために

はどのような蒲動を続けていくことが望ましいとお考えでしょ

うか｡

日本アスペン以外にも､これまで日本ではさまざまな活

動が続けられています｡例えば経済同友会が設立されたの

は戦後間もない1946年､米国アスペンよれ歴史は古いで

すね｡あるいは最近では､人間としての規範を議論する議

員連盟が超党派で結成されましたが､これは､初等･中等

教育で人間としての規範を再確立しないと､日本の次の世

代､さらに次の世代が揺らいでしまうから､田口佳史さん

という老荘思想研究者を中心にF四書五経｣を題材に議論

しましょうというものです｡

小さな会合まで含めると､日本では多種多様な活動がい

たるところで展開されているわけですが､人々がそれぞれ

の活動の主体となって草の板運動以上の存在に育て上げ､

一方で政府や各省庁が大きな組織体としてそれらを世の中

に広げていく｡小さな活動と大きな方針をうまく組み合わ

せることで大きなうねりをつくっていけを£年数はかかる

かもしれませんが､人間が人間らしく生きられる社会が実

現できると思います｡そのときに､日本アスペンが両者の

架け橋になれるかもしれませんね｡

編集部 最後に､北山理事長の座右の銘をあ聞かせください｡

いまから9年ほど前に当社の会長になったとき､新紺記

者に座右の銘は何ですかと聞かれますよと広報が事前に言

ってきたのですが､特にないんですよ｡それでは格好悪い

からとスタッフが漢文の有名な言葉を書いた紙を渡してく

るけれど､覚えるのも面倒くさい(笑)｡実際の記者会見

の場では､まあ､座右の銘ではないけれど､日頃からモッ

トーとしているのは｢虚心坦懐｣と答えました｡つまり､

素直にものごとを聞く､心を常にオープンにしておくとい

うことです｡
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○特別舗

もうひとつのクール･ジャパン

藤崎一郎
●日本アスペン研究所諮問委真

一般社団法人日米協会会長

自分たちの文化への愛着と誇り

恥をしのんで書く｡いまから45年ほど前の夏､前々年の

外交官試験に合格した20名の者は､世界各地の大学に語学

研修のため留学させられた｡ロシア､中国､フランス､ド

イツ､スペイン､英国､米国の各国だった｡一利司租は最多

の6人で､米国各地の大学に散る前に､全員まずハーバー

ドのサマー･スクールに入った｡1970年のアメリカは､ベ

トナム反戦運動､ヒッピーのまっさかりだった｡授業中も

Tシャツの下はジーンズを切った短パンが当たり前だった｡

若い男女は大学のキャンパスも街中も平気で裸足で歩いて

いた｡

われわれ若き日本の外交官のタマゴたちもさっそく右に

ならえした｡アスファルトの舗装が夏のひざしに焼けて熱

く我慢できないときは､サンダルを履いた｡｢郷に入れば

郷に従えだよな｣｡仲間の一人が言ったような記憶がある｡

ところが､である｡フランス人を中心とする欧州の学生

たちは､誰ひとりこういう格好をしなかった｡薄いブルー

の長袖シャツにか-キ色のチノパン､よく光る赤茶色の革

靴といったスタイルを崩さない｡

｢おぬしら､小頼だがやるな｣という印象だった｡もち

ろんフランスの若者も自国ではTシャツ､ジーンズを着て

いたようだが､それらの本場の米国ではかえって一線を画

そうとしたのだろう｡｢かんたんに人マネはしないよ｣と

いう気概を見せていた｡つまらないことかもしれないが､

自分たちの文化やスタイルヘの愛着と誇りという一種の心

意気を感じさせられた｡

そろそろ明治150年に近い｡脱亜入欧で鹿鳴館､英国風

海軍などこっばずかしいことにしゃかりきになっていた時

代は､はるかかなただ｡戦争からも70年だ｡中村革田男の

降る雪や､ではないが､明治も戦後も遠い｡いまの若い人

たちは､外国との接し方も昔に比べると自然体になってき

た｡我が家で言えば長女が米国の高校に通っていたとき､

バレーポ｣ルの練習の弁当におにぎりを持って行ったら周

りの簸たちが欲しがり､家内がチーム全員分用意するよう

になった｡私など米国の留学時代は生まれたときからハン

バーガーを食べていたように振る舞い､おにぎりを弁当に

持っていくなどということを思いもしなかったから驚いた｡

日本食が米国社会に取付いてきたことも背景にあっただろ

う｡しかし､最近の若者は外国との違和感が少なくなって
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きたんだなという実感があった｡

ひるがえって､集団としての日本国民は国際社会でどう

見られて来たか｡

マッカーサーは､今日の日本の基挺を作ってくれた恩人

だ｡しかしいくら日本人弁護のためと言っても｢日本人は

12歳｣というあの発言だけは許せない｡彼に感謝して帰国

を見送った人たちがあの議会証言を知って急に冷めてLま

ったのもむべなるかなという気がする｡オールマイティの

占領者であったために外国人としての節度を忘れてしまっ

たのだろう｡あれだけ現代日本のかたちを作る功績があっ

たのに彼への感謝のしるしが国内に残っていないのは､国

民の失望感の現れだろう｡

外国人に説教されるというのは､そもそも嬉しくない｡

l辣国もお好きだが､ドイツのシュミット首相の｢ドイツは

友人に囲まれているが､日本はまわりに友達がいない｣と

いうセリフなど大きなお世話だと思ったことがある｡でも､

こうした人たちに言われる隙を我々が作ってこなかっただ

ろうか｡率直に言って改善の余地はあると言わざるを得な

い｡ここでは三つだけを言う｡

意識改革こそが重要課題

一つは､振幅の幅が大き過ぎることだ｡経済についての

認識もそうだ｡

｢1980年代の日本は自信過剰だった｡90年代以降自信

喪失になった｡真実は､その二つの間にあるのではないか｣

2000年頃､小泉総理(当時)が喝破した言葉である｡

じつに正鵠を得ていると思う｡80年代､多くの日本のビ

ジネスマンは､もはや欧米に学ぶことはない､と言ってい

たものである｡当時有名なジョークに､アメリカ人のビジ

ネスマンが､自殺したくなるのは日本人ビジネスマンから

日本流のビジネスについてレクチャーを受けなければなら

なくなるときというのがあった｡それほど口を開くと生産

性､労使関係など繰り返し自慢していた｡

今から見ると馬鹿な話である｡外匡l人の中にはバブルを

予告したウオルフレンのような人もいたが､むしろ日本を

もてはやす人も多かった｡ハーバード大学教授の書いた

『ジャパン･アズ･ナンバー■ワン』などという本がベス

トセラーになったものである｡

そしてバブルが崩壊すると､今度は反省と自己卑｣､化の

大合唱になる｡我々の社会は均一化している､受験教育の

ためイノベーションが生まれる機運がない､終身雇用制は

社会のモビリティを減ずる､明治以来の官僚制が自由な社

会の発展を阻害する､云々｡

第二次大戦後の自己批判に近い｡とにかく孜々は硬直イヒ

しており､閉鎖的であり､何が何でも改革が必要だという｡

すなおと言えばすなおであるが､原則はないのか､給持は

どうしたと■言いたくなる｡

隣国との関係についてもそうだ｡｢一衣帯水の友邦｣､韓

流ブームから嫌中､嫌韓のヘイト･スピーチへの振れは大

き過ぎだ｡もちろん相手の出方が問題ではあるのだが､相

手と同じように騒ぐのでなく､冷静に構える姿勢が大事だ

ろう｡歴史に向き合っていない､などと言わせない姿勢も

大事だ｡

振幅の幅を小さくする､予見可能性を高めるのは､大人

らしさの現れの一つだろう｡

二つ日は､-隆国民があまりに】司じ方向に走り過ぎるこ

とだ｡マスコミの責任も大きいが､国民自体が簡単に仕掛

東日本大震災の犠牲者弔問のため日本大便餞を訪れたオパマ大統領と駐米大

使〔当暗)の筆者〔AFP=時事提供)

けに来るのも如何かと思う｡サッカーのワールドカップの

代表選手が強気な見通しを言うのは当たり前だが､ほとん

どの解説者が横にならえする｡メジャーリーグの日本人選

手の活躍に国中が一喜一憂するのは､まるでオラが村の誇

りみたいだ｡NIiKの大河ドラマでどこかの地方が取り上

げられたり､ユネスコの世界遺産に指定されたりすると観

光客が殺到し､ただちにご当地饅頭やせんべいができる｡

尊敬する人はと聞くと､1年前まで存在も知らなかったく

せに｢直江兼次です｣｢豊臣秀長です｣｢黒江r百兵衛です｣

などという痴れ者が現れる｡若いサラリーマンに理想の上

司はと開くと､ドラマの主人公を演じた俳優､女優の名か

優勝した野球の監督の名前が必ず挙げられる｡｢おいおい､

子供じゃああるまいし､本気かよ｣と言いたくならないか｡

ゲームにはまる､アイドルにはまる､とかも大の大人のせ

りふではあるまい｡これだけ多くの国民がいるのだから関

心もばらばらでいい｡ブームにそっぽを向いたり､斜に構

える人たちがいる方が大人社会らしくていい｡

三つ目は､人様の言うことを鵜呑みにする傾向があるこ

とだ｡アメリカ大統領だろうが国連事務総長だろうが､演

説するときはいろいろな思惑がある｡オバマ大統領が核廃

絶を目標に掲げたとか､温暖化対策に熱心だとかスピーチ

の字面だけで解説する｢識者｣が多すぎる｡この5年間に

何がどう変わったのか検証もしないでただ言葉通りに受け

取っている｡

日本の自然の美しさは世界一だとか､数カ国しか旅行し

ていない者が平気で言う｡どうしてそう言えるのか､と指

摘すると｢だって外国人も皆そう言うよ｣と反論される｡

｢そりゃあ礼儀ってもんだよ｡人様の家に行って庭がきれ

いですね､と言わない者があるものか｡僕だってよその国

に行けば褒めるよ｣と言いたくなる｡

大人っぽい社会とは､振幅が小さく､国民が同じ方向に

走らず､すこし秒月で物事を見て､簡単にお世辞に乗って

はしゃがない社会だろう｡日本の21世紀の課題というと安

全保障の強化､経済再生･構造改革､高齢化社会対轟､教

育改革などがすく挙げられる｡このいわば意識改革が論じ

られることはあまりない｡

でもじつは､これからの口本にとって､この意識改革こ

そが重要な課題の一つではないだろうか｡すなお過ぎず､

プレが小さく､ちょっとひいて冷静な大人っぽい国､そう､

本当のクールなジャパンを目指そうではないか｡
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｢科学･技術とヒューマニティ｣をめくちて

村上陽一郎
●日本アスペン研究所副理事長

東京大学･国際基督教大学名誉教授

渋谷治美
●日本アスペン研究所諮問委貞

埼玉大学名誉教授

‥｢橋渡し｣の思想

編集部 日本アスペン研究所創立十五周年記念事業の一環

として､この五月に新セミナー｢科学･技術とヒューマニ

ティ｣が開催されました｡きょうは､そのセミナーのモデ

レーターを務められた村上陽一郎先生と渋谷治美先生､そ

して懇話会でお話をされた小林博司先生においでいただき､

改めて｢科学･技術とヒューマニティ｣をテーマにお話し

合いいただこうと思います｡

村上 これまでのセミナーでは､参加された方々にはやや

禁欲的になっていただくことをお願いしてきました｡禁欲

とは､テキストとの対話を重視することを表とすれば､そ

の裏としてテキストを現在の仕事と関連づけたり､現実に

直面している問題と関連づけて発言することを､少なくと

もセミナー中は控えていただくということです｡しかし､

それだけではセミナー参加者にとって腹膨るる業になりか

ねないところがあったので､古典と現実の問題との｢橋渡

し｣的なセミナーができないかということになり､この五

月に第一回目のセミナーが実現したわけです｡

この｢橋渡し｣には､古典と媒実の問題との橋渡しと同

時に､専門家と非専門家との橋渡しという二重の意味があ

るんです｡つまり､特に科学においてはあまりにも専門化

が先鋭化して【･般の人たちとの距離が遠くなっている一方

で､科学の成果はどんどん社会の中に取り込まれていき､

一般の人々の生､ライフまでも決定的に左右する､あるい

は影響を与えるものになっている｡そのような状況の中で､

専門家と非専門家の問の距離は遠いままでいいのかという

問題も､われわれが取り組まなければならなVl大きな課題

だと思うからです｡

そこで､文科系と理科系が分かれていくプロセス､さら

に言えば理科系の中で専門化が先鋭化していくプロセスを

どう明らかにし､問題解決に取り組むかという問題意識を

もとに¶しかも私たちは3.11という大災害を経験してい

るので､原子力の問題が暗々裏にあるような形で 】
テキ

ストをつくり､内閣府原子力委員会の委員長代理を務めら
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小林博司
●大破大学コミュニケーション

デザイン･センター教授

れた鈴木連泊郎さん(現･長崎大学核兵器廃絶研究センター副セ

ンター長)と′ト林さんにそれぞれ懇話会をお願いしたわけ

です｡この二つの懇話会が現実的な問題提起をしてくださ

F)､懇話会を媒介に非常に活発な対話がなされましたね｡

小林 私はいま理工系が強い大学にいますが､大学院生と

もなれば､今回のテキストにあったオルテガやC.P.スノ

ーなどは理解できるようになっていなければならないんで

す｡でも､現実にはまったく理解できていないんですよ｡

またイギリスのジェローム･ラベッツが書いた『ラベッツ

博士の科学論』を少し志のある大学院生を集めて輪読して

いるんですが､それすらまったくと言っていいほど理解で

きない｡つまi)日本の大学の理工系の専門家トレーニング

には､どこか偏りがあるように思えるんですね｡

私が授業でときどき学生に問いかけるのは､この教室を

見まわして科学･技術で加工されていないものはあります

か､ことごとく科学と技術の産物ではないですか､という

ことです｡そう言われて学生は初めてその事実に気がつく

んですが､このような環境がつくられたのはたかだかここ

数十年のことであり､地球上で言えばほんの一部の空間に

過ぎないんだということまで行く想像力はまったくない｡

他方で文系の学生は科学を高校までの理科と同じレベルで

イメージしていて､必ず正解がある世界だと患っているん

です(笑)｡十年もたてば最先端の科学の見解は変化して

しまうというダイナミズムもまったく理解していませんね｡

つまりこれまで､専門家と非専門家とは知識の多寡で非

対称性があるという議論はされてきましたが､いまはそれ

以前に､文系･理系を問わず､学生たちの科学･技術を眺

める視点がものすごく貧しいような気がしています｡それ

は以前に比べ甥在の大学は､それぞれの研究が特定の専門

分野の中だけで完結していて､自分の学問が他の分野とも

つながっているとか､あるいは自分の専門が社会全体にと

ってどのような意味を持っているのか､といったことを考

える場ではなくなっているからですね｡

村上 小林さんは学生の話をなさったけれど､むしろ問題

は大学の教員の方が大きいかもしれません｡というのは先

村上陽一郎氏 渋谷治夷氏

週､東大で科学･技術インタープリタ一義成講座､大学院

内大学院のような集中講義を行ってきたのですが､そうい

うところに院生が出席するのはかなり勇気がいるんです｡

教授が､そんなところに行く間にもっと自分の研究をやり

なさいと言うのでね｡だから私は学生ではなく研究現場の

スタッフに､科学･技術をどう捉えているのかと説教した

くなるくらいなんです(笑)｡

小林 率直に言いますと､村上先生の世代は､学問の幅の

広さというか教養という概念がまだ生きているんです｡理

工系でさえね｡ところが次の世代にそれがないのは､学者

の世界もグローバル化して､世界の中で研究のトップを争

うゲームに参加できるようになったからだと思います｡

前の世代はやはり海外は遠く､自分の狭い分野だけに閉

じこもっていると話をする相手がいないので､近くにいる

別分野の人たちと多様な話をする文化がありました｡それ

が､世界とつながると国内では三人としかできない話でも､

世界中だったら五十人､百人とできるようになった｡その

中で専門性を競い合うとなれば､専門雑誌を読むのが精一

杯｡その結果､研究室から直接研究には関係のない教養に

関する本が消えてしまったんです｡

渋谷 もう二十年も前の話ですが､当時､東大の医学部に

通っていた後輩に､この五年間に何階本を読んだかと聞い

てみたら､一冊も読んだことがないと言うんですよ｡それ

こそジャック･モノーの『偶然と必然』も読んでいないの

かと聞いたら､題名すら知らないと｡この実状が現代まで

つながっているんですね｡

なぜそのようなことになってしまったかと言うと､私は

学生達動が大きく作用していると思うんです｡いまになっ

てみると､あのとき考えていたことはことごとく的外れだ

ったと反省することしきりですが(笑)､ただ､当時は産
官軍学共同反対ということが強烈に言われ､そういう雰囲

気の中で理系に進学する学生も､学問とは何か､誰のため

にあるのかといったことを考えざるを得ませんでした｡そ

のために本もたくさん読んでいた｡しかし､その後､あの

時代の雰囲気を持続できませんでした｡むしろ､あの時代

小林悟司氏

への反動から学生たちが真面目に考えることを敬遠するよ

うになりましたね｡これが大きな問題だと感じています｡

小林 あのころそういう問題を真剣に考えた人は､ことご

とく大学の外に出て行ってしまったような気がします｡

渋谷 でも､少しは残ったと思いたいんですが｡

村上 大学の中で非常に辛い立場に追い込まれながら水俣

病や環境問題に取り細二み､きらに大学批判や自主公開講座

｢公害原論｣を開いていた宇井純さんは稀な存在かもしれ

ません｡原子力に限定してみれば､高木仁三郎さんや梅林

宏道さんのような人たちは､結局､在野になってしまいま

した｡そのため､あの人たちのメタ科学･技術的な思想は､

ちょっと特別な場所に置かれてしまいましたね｡例えば政

策レベルや経済界との関係になると､反体制ということで

色分けされ､科学･技術が政治課題になったとき､いくら

あの人たちの指摘が妥当なものでも､左翼的だとされて､

かえってアカデミックな発言がしにくくなったという側面

はあるかもしれません｡

小林 昨年､シンガポール国立大学がイエール大学と掟捺

してリベラルアーツを学ぷ大学を開校しましたが､大学を

つくるにあたってどういう教育をするかを徹底的に議論し､

そのレポートをネッ1､で公表しているんです｡

その中で､リベラルアーツ教育は何かどこかにあるもの

をカセットのように持ち込んでボンとはめ込んでもうまく

いかない､その地域の大学の伝統とか学問の歴史の中から

租み上げていくもので､失敗した例が戦後の日本だと書い

てあるんです(笑)｡戦後の日本にアメリカのものを接き

木したけれど､結局うまくいかなかった｡そこで最近､日

本は自前で考えたカリキュラムをつくっていろいろなこと

をやろうとしていると｡

これは面白いなと思って読んでみたんですが､彼らも知

識を与えるタイプの教育では駄Hだということを理解して

おり､探究することの意味や社会の中の科学･技術という

視点を含むもう一つのリテラシーもきちんと教えるべきだ

ということでカリキュラムを組んでいます｡でも､理工系

の基礎知識のない学生と､将来理工系の専門家になろうと
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トトト鼎談

｢科学･技術とヒューマニティ｣をめぐって

している学生とを一緒にして科学論を議論するだけではや

はり足りない｡両者それぞれの知識水準に対応した知識の

教育も必要ということで､渋々ながらそこはクラスを二つ

に分けたと書かれていますから､やはり彼らも理系と文系

の融合には苦労しているんです｡

このレポートを読むと悩みはわれわれと同じだなと思い

ましたが､｢科学･技術とヒューマニティ｣という課題は､

簡単に答えは出てこないでしょうが､永遠に議論しなけれ

ばいけないテーマなんでしょうね｡

渋谷 小林先生のいまのお話とずれるかもしれませんが､

私は大学の中で文系と理系の学生を一つの教案に集め､交

互に理系と文系の授業を受けさせるというのはどうだろう

かと考えているんです｡一回目は理系の学生のために『奥

の細道』のような文学の古典を取り上げ､次は文系の学生

のために自然科学の面白さがわかるような初歩的な話題を

取り上げる｡これを集中的に十五回ぐらいのカリキュラム

を組んでやれば､そこに一種の相互交流ができるのではな

いか､そういう地道な大学数育もあり得るのではないかと

思っているのですが｡

小林 実はそのような試みは､大阪大学では全研究科の大

学院生が取れるような枠組みにして､2005年から取り組

んでいるんですよ｡そこではどの研究科の学生も議論を有

利に進められないような､例えばアメリカで狂牛病が発生

したときに牛肉を輸入停止しましたが､輸入停止を解除す

るための条件は何かというテーマを与えて議論させるんで

す｡■きうすると理学部の学生は狂牛病のプリオンの検出装

置の精度の話から始め､政治学の学生は日米外交関係から

話を始める｡そして政府が責任を持ってと言うと､今度は

文学部の学生が､そういうときに使う｢責任｣とはどうい

う意味だという議論を始めるんです(笑)｡

あるいは文系･理系の学生たちがそれぞれ相手を自分た

ちの研究室に招待することも行っていて､文系の学生は朝

から晩まで研究室にいるという理系カルチャーに初めて触

れて驚くし､理系の学生は本ばかり読んでいる光景を見て

初めて文系の研究とはこういうことなんだと気づく｡その

結果､自分たちがどれだけ専門によって特定の患者パター

ンを持つようになっているか､そして別の思考パターンも

あることに気づき､その上で自分の思考パターンが社会的

にどんな意味があるのかを考えるようになるんです｡

村上 そういう意味では大学だけでなく､一般の研究開発

レベルでも同じようなことをする必要があるかもしれませ

んね｡

アメリカはNSF(アメリカ国立科学財団)を通じて科

学･技術の研究開発に予算を出すときに､そのうちの何%

かは研究開発そのものに使うのではなくて､将来その研究

と社会との間に起こり得るかもしれない問題のアセスメン
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トのために使うようにと勧告しています｡問題とは通常E

LSI(エルシー)と呼びますが､科学･技衝と社会との

接点のところで倫理臥法的､社会的な問題が撞こらない

ようにと考えているんです｡

たまたま私も小林さんもJST(科学技術振興機構)に

関わっていて､JSTでもそういうやり方をするように説

得していますが､制度的にそれを保証すると､嫌でも人々

の目はそこへ向くわけです｡だから科学･技術をメタの段

階で眺める､あるいはまったく別の視点から見て検証して

いく方法は､少しずつ開発されていると思います｡そうで

なかったら､われわれは何をやってきたんだということに

なりかねませんから(笑)｡ただ､それが本当に功を奏し

ているかというと､心許ないところがあるんですけどJa｡

小林 口本でも倫理や社会性に配慮することは大事と皆さ

ん言っておられますが､具体的には手が打てないから結局

放っておく､あるいはコンプライアンスということに嬢小

化してしまっていますね｡しかしわれわれが求めているの

は､研究者の中にシチズンシップをどのように回復させる

かということなんです｡でも､日本の人は私も含めてお題

目を書くのはうまいけれど(笑)､実際に個々の研究の現

場でそれを実験f桝こ行う能力は弱いですね｡

渋谷 人間にはいろいろなタイプがありますね｡例えば理

系の研究者たちにもっと夕沌胴二も目を向けるようにと言っ

ても､やはり人間には適不適というか得意不得意があるの

で､全員がそうなるのは難しい｡だから､一方に研究オタ

クがいても(笑)､他方にその辺に目覚めて､研究者とし

ての仕事は半分ぐらいになるかもしれないけれども外部に

向かって発言をする人がいて､全体で′iランスがとれるよ

うになればいいと思うんですけど｡

村上 まさに渋谷先生がおっしゃった通りで､コミュニテ

ィー機能としては人材の分散が理想ですね｡では一人ひと

りの個人は専門バカでいいのか｡これはすごく難しい問題

で､なかなか解決策がない｡でも大学の教師を長年務めて

きて､私は一人ひとりの個人が少しずつ変わってほしいと

思っているんです｡そうすれば当然コミュニティーレベル

の分布も変わってくるわけですね｡全員に同じことを要求

するのは難しいけれども､最後には個人にある程度要求し

ないと､全体のバランスは変わらないと思うんです｡

小林 年配の技術者と話をする機会があったんですが､そ

の方が､私は対人的なコミュニケーションは得意ではなく

機械をいじっているのが好きなのでエンジニアになったの

で､この歳になって社会とコミュニケーションしろと言わ

れても無理です､と言うんですね｡それを聞いて確かに難

しい問題だと思いましたが､せめて社会とのコミュニケー

ションに取り組んでいる技術者をバカなことをしていると

思わずに､大事なことをやっているんだという眼差しを持

って見守ってほしいと言ったんですけどね｡

渋谷 だからこそ磁力は等しくかけるべきだと思し1ます｡

その磁場に強く反応する人と､そこそこしか反応できない

人がいても､それはそれでいいのではないかと思うので｡

例えく･ま私が好きな将棋の世界を見ても､日本将棋連盟の

会長ともなればものすごい経営感覚を持たなくてはいけな

いから､谷川浩司という天才棋士も会長になった途端にA

扱からBlに落ちています｡,それでも見事に会長職をこな

している｡他方で経営には一切関係せず勝負事だけに徹す

る棋士もいます｡全体を見れば､それで将棋界は保たれて

いるんですね｡

小林 日本の科学界では､ノーベル賞を目標に､強い谷川

浩司をつくるというベクトルしか働いていないんです｡だ

から､イギリスでは首相のもとに科学顧問がいて科学の問

題に関して政治的なアドバイスをしているので日本にも科

学顧問を置くべきだという議論がありますが､問題は誰が

それを引き受けられるのかということです｡科学･技術全

体を目配りよく見渡して判断のできる､そ

ういうタイプの人材を日本は育てていませ

んから｡

村上 アメリカは連邦政府が変わると科学

顧問もどしどし替わりますが､それだけ人

材が豊富だという言い方もできますね｡

編集部 日本でも宇井さんや高木さんのよ

うに社会感覚を持った科学者が出る環境は

あったのに､なぜその後が続かなかったん

でしょうか｡

小林 宇井純さんの｢公害原論｣などは､

運動色をちょっと薄めるにしても大学の社

会的責任としてきちんと残す努力をすると

いう選択肢はあり得たんですが､大学も学

生側も両方が潔癖で(笑)､学生は妥協し

て取り込まれるのは嫌だと思っているし､

大学はあんな新左翼の人間なんか入れたく

ないというので､結局外に出てしまうこと

になった｡ところがヨーロッパでは､いい

アイデアならイデオロギ｣色を弱めて取り

込んで､現在も生かしているんです｡

このような能力が､欧米の大学には結構

したたかにあるのに､日本では妙に馬鹿正

直なので消えてしまう｡なぜお互いの言い

分を聞きながら対話することをやらないの

か､本当に不思議ですね｡

村上 日本の場合は新左翼運動が極端なと

ころへ走ってしまい､最後は連合赤軍事件

のようになってしまったために､あの当時

の運動の持っていた意味を本気で語り粗くなったところが

ありますね｡アスペンは､経済界で活動する人の政治的立

場は自ずからある程度集約されますが､それでも異なる政

治的立場を超えて本音をぶつけ合おうという思いはあるん

です｡

‥トランス･サイエンスの方へ

渋谷 ここまでの先生方のお話で橋渡しと教育というキー

ワードが山てきましたが､そこにもう一つつけ加えるとす

れば､小林先生が『トランス･サイエンスの時代』(NT

T出版)というご本を書かれていますが､このトランス･

サイエンスという概念がこれからの｢科学･技術とヒュー

マニティ｣の中心になっていくのではないか､そしてアス

ペンがずっと言吾りかけていくべき論点ではないかと思いま

す｡そこで､小林先生に少しトランス･サイエンスについ

てご説明していただきたいのですが｡

小林トランス･サイエンスとは､アルヴイン･ワインバ

天文学老ヨハネス･ケプラー(左)とティコ･ブラー工｡彼らの時代には科学者

も物理学者も存在せず､哲学者と呼ばれていた(dpa/時事通信フォト提供)
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｢科学･技術とヒューマニティ｣をめぐって

ーグというアメリカの原子力工学者の言葉で､彼は科学･

技術を社会の中に持ち込むときにはさまざまな要素が関係

してくるので不確実さがどうしても出てくる､その中でど

こかで線引きしなければならないが､その線引きは価値判

断を伴う行為であり､科学･技術の専門家だけで全部行っ

てはいけない､ということを言っているんです｡

例として､当時のソ連の原子力発電所とアメリカの原子

力発電所の遠いを述べて､エンジニアの感覚からすると､

アメリカの原子力発電所は安全装置がちょっと多過ぎるぐ

らいつけてあるが､ソ連はそれほどでもないと｡その追い

はどうして生じるかと言うと､ソ連の場合は技術者の感覚

だけでつくれるが､アメリカの場合はさまざまな人間の意

見を聞かなくてはならないからで､それがアメリカの民主

主義のいいところなんだ｡技術の形は､その技術をコント

ロールする社会の仕組みと相即的な関係になってくる｡だ

から､最終的な決定権は社会の側にあるのであって､専門

家は最終的決定権を持ってはいけないと言っています｡

しかし､何でもかんでも科学･技術の問題はトランス･

サイエンスになるのではなくて､専門家の判断で的確に終

わるものもたくさんあるんです｡ただ､そうはならない問

題もまたたくさんあるのに､それを簡単に科学･技術の専

門家に任せればうまく動くような言い方で誤魔化すのが危

倹なんですよということを言っている｡そういう意味では

トランス･サイエンスの問題は､実は民主主義の問題とも

探く関わっているんです｡

日本はそういうことをあまり議論してきませんでしたが､

1970年代にそういう議論をワインバーグがしているとい

うのはある意味で象徴的で､70年代以降あたりから､科

学･技術の主流がかなり大きく変わったと思うんです｡例

えば基礎研究である物理学に対する支援をアメリカがグッ

と抑えこんでくるのもその時期です｡そしてライフサイエ

ンスに予算を注ぎ込むようになる｡

科学･技術を何のために使うかとなったとき､まだ国威

発揚が必､要なときは軍事研究とそれに結びついた基礎研究

が有効だったわけですが､やがて税金を優って研究するな

ら何らかの社会的有用性とつながらないと正当化できない

と変わってきた｡その傾向は冷戦が終わるとさらに強くな

ります｡その結果､科学･技術の産物が社会の中にどんど

ん使われていくことが当たり前になり､社会も常にそれを

期待し､研究者はその期待に応えようとするようになった｡

アメリカがオフィス･オブ･テクノロジー･アセスメント

をつくるのも72年です｡

そして市民社会側が､科学･技術が勝手にどんどん暴走

していって本当に大丈夫かという声を上げ始め､消費者運

動のリーダーとしてラルフ･ネーダーが出てくるのも70

年代なんです｡また､イギリスのエリック･ホプズボーム

⑬

という歴史家は､そのあたりが血つの文明的な転機で､先

進国の多くの人々が食糧生産という仕事から離脱し､企業

や科学･技術に基づいた社会運営の中で暮らす形に変わっ

たのが1970年代だと言っています｡

編集部トランス･サイエンスは日本でも受け入れられて

いるのでしょうか｡

小林 3.11以後､急にこの言葉だけ流行りましたね(笑)｡

いろいろなところで出てくるので反発する人もいて､トラ

ンス･サイエンスという概念があったら福島の事故を防げ

たとでも言うのか､などと雉癖をつけられています｡私は

そんなこと一度も書いたことはないんですけどね｡でも､

こういう問題提起があるということの理解は若干広がった

ような気はします｡ではどうするんだという話は残ってい

ますけれど｡

村上 あるキーコンセプトみたいなものが言葉として出て

くると､いままでこちらで何となくもやもやした感じで議

論していたことが､スーツと焦点を結んで凝縮してくるこ

とはよくありますね｡トランス･サイエンスという言葉も､

そういう役割を果たしているのでしょう｡しかし日本の企

業の場合､その企業の研究開発の中でそういう問題をどう

するかということになると､社会的責任だとかコンプライ

アンスというような問題にシフトさせてしまうところがあ

りますね｡それももちろん大事なことですが｡

渋谷トランス･サイエンスという言葉はキーワードとし

て的確だと思うのですが､これはトランス･エコノミーと

言っていいのかな､経済も経済活動だけで完結するのでは

なくて､それが国民の生活とか政治のところにも広がって

いくものを持っていますよという意味では､もともとのア

スペンの狙いがトランスだったのではないかという気がし

ています｡

村上 越境ですね｡要するに自分の領域を墓守するのでは

なく､少し越境する勇気を持つことが現代のわれわれには

必要ではないかということです｡それは科学･技術に限っ

たことではないと思いますね｡

†･21世紀型の教養教育を

編集部 これからの教養教育についてはいかがでしょうか｡

小林
一般には､教養教育については昔のエリート主義的

教養モデルが一つのイメージとしてあると恩うんです｡そ

れは学問の入り口のところで学ぶための下地をつくること

がH的で､まず古典的な教養の土台をつくり､その後に先

に進んで白分の専門を勉強していくというあり方ですね｡

それに反対するわけではないんですが､そのモデルでは

もう難しいというのが現場としての実感です｡むしろある

程度専門的なことを学ぷ中で､初めて教養的なものが必要

だと感じるようになる場面が増えてくるので､そのときに

必要な教養といつでも出会えるように環境を整えておく方

がいいという感じがするんです｡

アメリカの大学は教養中心で大学院に行ったら専門が中

心になる､日本もそうなるべきだという議論には私もある

硬度は賛成なんですが､大学の学部のところで専門的なも

のを一切排除してしまうのには反対で､学部でも､教養を

･--･-一番下のベースラインに置くのではなく､教養も専門も一

緒に並べるべきだと思うんです｡なぜなら､工学部の学生

が一年生のときに経済学の話を問いて全員が面白がるとは

思えませんよね｡むしろ教室を後にすると一瞬で聞いたこ

とを忘れても全然不思議ではない｡でも大学院で修士の研

究をする中で経済学的なものに関心を持ったときに､すぐ

アクセスできるようにしておくことが大事なんです｡そこ

からいろいろなものを学ぶ意欲が出てくる可能性があり､

広い教養を持つ研究者が生まれるかもしれませんからね｡

実際､産業界の方々がアスペン･セミナーにわざわざ参

加されるのはなぜか｡多分この方々が十人歳のときは､こ

のセミナーに参加しようとは思われなかったでしょう｡で

も産業界で仕事をしてこられて､こういうものが必要だと

思ったから参加されるわけですね｡大学院生にも､そうい

う側面があると思います｡だから､学びをきれいに順序づ

けるのではなくて､いつでも必要になったときに学べると

いう仕組みをもう少し柔軟に取り入れた方がいいというの

が私の考え方です｡

渋谷 それはそれで賛成なんですが､他方で若いうちに古

典に触れることの意味はいまだに大きいと思います｡例え

ばアスペンでもジュニア･セミナーが成功していますね｡

もちろん参加する高校生のレベルを絞っているからでもあ

りますが､でも､その人たちに高校生のうちからリーダー

シップをきちんと身につけてもらおうという当初の目論見

は､期待以上に成功していると思うので､その人たちにも

トランス･サイエンスのことを一つのテーマとして考えて

ほしいと思うんです｡

一つの可能性として､高校生や大学生､それから大学院

生にも､このセミナーを何かの場として提供するのはあり

うることだと思っています｡

小林トランス･サイエンスの議論は､中等教育どころか

大学でもまったく扱われていないのが現状ですが､でも21

世紀型の教養を考えるときには､こういう視点なしで済む

とは思えません｡

それから中等教育に関して私が一番不満なのは､大学に

はこんなにたくさん工学部があるのに､中等教育までは理

科しかないことです｡しかもその理科は､答えが一つだけ

の､正解のある理科です｡でも現実には､大学に入ったら

工学に行く人が多いですね｡ならば､どうして中等教育で

工学とか科学とか社会をきちんと議論するような科目を入

れないのかと思うんです｡

渋谷 私もそれは発想したことがなかったですね｡

村上 科学や技術と社会との関係で言えば､いま中学生が

川合える技術の場はコンピューターリテラシーだけで､そ

れ以夕挿沌ないんです｡そういう意味でいまの状況を変え

たいことの一つは､やはり中等教育における理科教育です

ね｡特に私が関心があるのは､理科系へ進まない生徒たち

に対する理科教育をどうするかということです｡

彼らが縁なき衆生として置き去l)にされているのが問題

だという感覚を大事にしたい｡現場の理科の先生､"良い

先生"は､とにかく学習指導要領に善かれたことを､いか

に生徒たちに効率よく､うまく､きちんと伝えることがで

きるかということこそが理科教育の本質である､というこ

とに熱心のあまり､理科に関心の薄い生徒たちは置き去り

にされがちですから｡

そういう点で言えば､理工系に進まない生徒たちにどう

いう理科教育を施すかというのは重要で､本気で取り締ま

なければいけないことなのに､あまり話題にもならないん

です｡もし真剣に取り組めば､全然質の違った教育があり

得るかもしれないんですけどね｡それは大学へ入っても同

じで､文科系の学生に対する理科教育はおざなりで､大航

海時代以来の教養教育はいまや完全にお荷物になった感が

あります｡

だから､先ほどノト林さんがおっしゃったことには全面的

に賛成なんですが､私は大学院にも教養朴酌ま必要だと思

っているんです｡と言うのは､私はここ十年以上広島市

立大学の大学院で自然科学史を集中講義の形でずっと続け

ていますが､そこではすべての大学院生に授業が開かれて

いるんです｡そこで芸術や国際関係論や教育など文系の大

草l姓たちが教養として自然科学史を学んでいるわけです

が､やはり学部学生より理解が深いんです｡だから､いま

大学院で教養科目を持つところが少しずつ増えてきていま

すね｡

小林 高度教養教育と最近言われていますが､これは私の

造語で､阪大で始めたときにつくった言葉なんです｡

村上 基本はコミュニケーション論ですね｡

小林 そういうものが必要だと主張し始めたら､少しずつ

聞いてくださる方が増えてきました｡東大の駒場も､教養

教育高度化機構という名前に変わりましたね｡

村上 結局オルテガではないけれども､ドイツ語式に言え

ば､ファツハイデオットと言うべきか｡専門バカと言うと

生々しくなるので､ファツハイデオットという言葉でいい

かなと思っていますが､内実は同じなんです(笑)｡どこ

の世界でもそれが猛威を振るっているといういまの状況の

中では､やはり教養教育は大事ですね｡

編集部 ではきょうはこの辺で｡ありがとうございました｡

⑬
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去る6月､小林陽太郎氏が理事長を退任し､名誉会長･理事に就任いたしました｡

1998年の設立以来､会長､理事長として当研究所の活動を牽引された16年を振り返

るとともに､今後に向けてのメッセージをいただきました｡

日本アスペンの新たな役割

小林陽太郎
●日本アスペン研究所名誉会長･理事

二つの課題

日本アスペン研究所設立にあたり､もっとも大きな課題

は二つあった｡一つは､どれだけ優れたモデレーターやリ

ソース･パーソンを見出せるかということ､そしてもう一

つは財政基盤の確立である｡

前者については､本間長世先生と今道友信先生のご協力

を得られたことですべて解決できたと言っても過言ではな

いだろう｡本間先生はアメリカ思想史の､今遣先生は哲学

界の巨人であり､しかもお二人とも教養の帽の広さと深さ

は卓越しており､両雄並び立たぬところがあるかと思われ

たが､お互いに尊敬し合い､アスペンの場を介して友情の

絆で結ばれるまでになられたことは､日本アスペン研究所

が成功する上での大きな原動力となった｡

このお二人を中心に､坂部恵先生､中村桂子先生､松山

幸雄先生､猪木武徳先生などにも加わっていただき､テキ

スtづくりが行われた｡どのような作品をテキストに入れ

るのかをめぐっては多くの議論がなされたが､西洋哲学が

中心の米国アスペンにはないオリジナルなものとして､東

洋と日本の作品も取り入れることとなった｡このテキスト

は多少の改編はあったものの､現在もセミナーの要となっ

ている｡その後､村上陽一郎先生､関根清三先生､渋谷治

美先生などに講師陣に加わっていただき､さらにはアカデ

ミアだけでなく産業界相身のモデレーターの養成も順調に

進み､充実した布陣となっている｡

第二の財政基盤については､設立した1噺はバブル経

済崩壊の後遺症を引きずっており好景気とは言えなかった

が､設立趣意書を各企業に持参し出絹のお願いをすると､

反応は予想以上に良かった｡頚末化する世界や専門主義の

弊害を指摘したシカゴ大学ハッチンス籍長のスピーチをも

とにアスペンの趣旨を説明すると､いまからでも遅くない

からよいリーダーを育てようという機運が熱を帯び､多く

の共鳴者を得ることによって､財政についての懸念もクリ

アできた｡しかも各社から役員クラスの方々を五泊六日の

セミナーに毎回派遣いただき､一度に二名派遣したいとお

っしゃるトップもおられるなど熱い腰待と共に順調に滑り

⑬

出すことができたのは幸

いだった｡

もちろんリーダーを育

てることはたやすいこと

ではない｡私自身は19打

年に米国アスペン･セミ

ナーに参加して､テキス

トの素晴らしさと参加者

の多様な意見に大きな影

響を受けたが､何よりも､

そのときモデレーターを

務めておられたコロンビ

ア大学の老教授が､さま

ざまな意見を吸い上げな

がらも一つの方向をめざ

して対話を盛り上げてい

く様に､強く感銘を受けた｡

人の話を聞くことは簡単では

ない｡聞く側に強い信念と安定

した心がなけれを£人の意見に

左右されたり聞き流すことに終

始してしまう｡相手との違いを

認めた上でよりよい解決法を共

に探Lていくことがリーダーに

とって必要な資質とすれば､そ

れを自身の血となり肉とするた

めには二つのことが必要だと考

えている｡一つは､相手の言う

ことには自分より優れている都

分があるかもしれないという謙

虚さを持つこと､もう-一つは､自分という次元を超えてよ

り善きことをめざすという意思を持つことである｡

グローバルリーダーの養成をめざして

文化や文明を築き上げていくときに､企業が果たす役割

は大きい｡企業には大きな力があると同時に､責任も伴っ

ているのである｡そして企業を築き上げていくのは人間で

ある｡世界中の人々が本当に人間らしく生きる､これはア

スペン精神の根幹をなすものであるが､この壮大な課題を

実現するのもまた人間である｡幸いにも私たちには古人が

遺した叡智があるが､古典に学ぶことに加え､さまざまな

人との対者を通して自身で考え､問題意識を深く育ててい

く力をつけていかなければならない｡そして､世界に通用

左から､米国アスペン研究所エグゼクティブ･バイス･プレジデントのエリオッ

ト･フランシス･カーソン氏､北山禎介理事長､小林陽太郎名誉会長

創立15周年のレセプション･パーティーで

する普遍性と日本独自の価値観に裏付けられた真の教養を

己のものとし､ただ単に正解を求めるのではなく考え続け

ることに耐えられるリーダーを養成する場がアスペン･セ

ミナーだと私は考えている｡

設立時はとにかくセミナーに関心を引き寄せ､1､2年

ほど様子を見ようということでスタートしたが､当初の予

想を大きく上回り､エグゼクティブ･セミナーを原点に

ヤング･エグゼクティブ･セミナー､ジュニア･セミナー､

そして新たなスタートを切った｢科学･技術とヒューマニ

ティ｣セミナーとその幅を広げている｡これらセミナーを

堅実に展開することはもちろんだが､日本アスペン研究所

のこれからの新たな役割は､世界10カ国に広がったアスペ

ン研究所のネットワークを生かしたグローバル化ではない

だろうか｡

本家である米国アスペンではさ

まぎまなテーマのセミナーが展開

され､世界各国からスピーか→や

参加者を招き入れている｡国境を

越え､人種を超え､政治や宗教を

超えた対話が行われているのであ

る｡このようなグローバルな対話

の場に日本アスペンも貢献してい

くのが望ましい｡そこでは､北山

禎介理事長のご経験､グローバル

経営者としての実績が大きく物を

云うものと期待している｡そして

将来に向け､日本アスペン研究所

がグローバルリーダー養成の一翼

を担うべく存在感を高めつつ､発

展してもらいたいと願っている｡
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〈シリ~ズ〉活聖霊贈詣-①猪木武徳

チェスタトンは終生の友
良い本は､読者がそれぞれの理解度に応じて自分を読み

取ることができるような本､したがって中学生も､大学生

も､仕事に勤しむ人々､そして引退した老人も､そこから

何かを汲み取れるような本であろう｡そこには単純そうに

見えて､しかし深みのある何かが隠されている｡見かけの

単純さ(deceptivesimplicity)とでも言おうか｡その点

では､わたしは】駄石や深沢七郎､ディケンズ､チェーホフ､

あるいはF.カフカの書いたものを､年齢にかかわらず折々

楽しんできたように思う｡

思い出の本の中からひとつを選ぶのは､友をひとりだけ

選ぶのに似ている｡何かを選ぶことは､他のいっさいを棄

てることになるような気がするからだ｡しかし中学ノ校時代

から馬齢を重ねた現在まで､｢面白い｣と思いながら読み､

自分の気持ちを広げ､知らない間に大切な問題を突きつけ

られるような本といえばやはりG.K.チェスタトンだろう｡

チェスターンは､カトリック神父が探偵として登場する

｢ブラウン神父｣もので推理/J､説フアンにはよく知られて

いる｡わたしも中学から高校にかけて､『ブラウン神父の

童心』から始まり『ブラウン榊父の醜聞』に至る短編推理

小説集で､彼の機智と敵天荒な発想を楽しんだ｡まわりの

友人･知人について言うと､エンターテインメントに関し

ては､SF派と推理小説派に完全に分かれていたようだ｡

わたしはSFにはほとんど興味がわかなかった｡沢山読ん

だわけではないが､敢えて分類すれば推理小説派だったと

いうことになる｡しかし､チェスタトンの｢ブラウン神父｣

だけが面白かったわけではない｡コナン･ドイルやヴァン･

ダイン､あるいはもっとおどろおどろしい推理ものをドキ

ドキしながら読んだものだ｡推理小説は､何か､人の心に

潜む犯罪への関心を呼び覚ますところがあるようだ｡

･:-

もう半世紀以上も前になるが､わたしの学生時代の大学

キャンパスでは､マルクス主義が猛威を振るっていた｡大

学外でも､ソビエト社会主義への信仰が多くの知識人を支

配していた｡｢マルクスを読まざればインテリに非ず｣と

いう時代だ｡当時のマルクス主義の熱心な｢宣教師｣でそ

の後､転身を遂げ､政財界で活躍している人も多い｡それ

ほどに､マルクス主義が｢理性のみで物事に決着をつけよ

うとする｣学校秀才たちを魅了していた時代だった｡

わたしの場合､生来､少しへそ曲がりだったことと､政

治史の研究者だった父からスターリン独裁が何をやったか

という話を聴かされていたこともあって､過剰な｢理性信

仰｣に反発し､社会主義に対して拒否反応を示すことが多

かった｡そんな事憎もあったのか､とにかくマルキシズム

に対して｢理論武装｣しなければならないというナイーブ

な気持ちから､保守主義やカいノック思想を少しでも学び

たいと恩うようになったのだと思う｡

保守思想の本としては福田恒存が格別に面白かった｡そ

の福田がチェスタトンの作品をたくさん翻訳していること

を知ったのも大学時代だ｡ただし､保守のなんたるかが分

かっていたわけではない｡｢革命｣を声高に叫ぷ者より､

過去の遺産から学ぶ姿勢の方に謙虚さと賢明さがあー)､長

期的にははるかに生み出すものは豊かで大きいという直感

口/く-ト･ハマー監督/アレックス･ギネス主演｢FATHERBROWN｣(1954年)
dpa/時事通信フォト提供

があった程度だ｡今の時世になぞらえれば､

｢改革｣｢抜本的改革｣を唱える政治家やお

役人､経済人､大学教師にはどうも懐疑的に

ならざるを得ないことと重なる｡その点で､

頑固な保守主義でも楽観的な進歩主義でもな

い福田やチェスタトンの思想に､大変な魅力

を感じたものだ｡特にチェスタトンは､誤り

を犯し続ける進歩主義者の軽薄､誤りを正そ

うとしなVl保守主義者の頑迷さの双方を批判

しているからだ｡

『異端者の群れ』『正統とは何か』など初

期の評論が､春秋社の『著作集』に含まれて

いることを知り､早速曙:作集』を揃えで悦

に入っていた頃が懐かしい｡どういう頭脳の
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構造の持ち主なのか､その膨大な作品群の中で連発される

篠智と逆説には脱帽するほかはない｡かといって､単にレ

トリックをもてあそんでいるのではなく､論理を超えた精

神性を備えている点が魅力なのだ｡｢科学の言葉｣では語

り尽くせなVl､そして｢詩人の言葉｣でしか表現できない

人間世界についての真実があることを知悉しており､神秘

主義の功績として､人は理解しえないものの力を借りるこ

とによって初めてあらゆるものを理解できるということを

教えられた｡

･ト

京都の拙宅近くのお寺で毎年秋に開かれる｢古本市｣で､

数年前､偶々チェスタトンF求む､有能でないひと』(阿

部柔訳 国書刊行会 2004年)を見つけた｡知らなかった

本だ｡早速読んでみて､まだまだ学ぶことは沢山あるなと

痛感した(わたしが､昔学んだものをどんどん忘れている

ということかもしれないが)｡この奇妙なタイトルの本は､

チェスタトンが｢7｢血2月友ばか蛮hブ上〟軌永潤｣Ⅵ弛贈｣や

｢βdgわ,A屯紬ざ｣などのコラムに寄稿した文章を､訳者の

阿部氏が読みやすい日本語(彼の英言吾は難しい!)に翻訳

した時論集である｡しかし｢時論｣とは言っても､単にそ

の時々のナマの問題を論じた文章ではない｡必ず､そこに

は読む者に何か普遍的な真実を伝えようとする気持ちが込

められている｡

ほんとうの｢保守主義｣についての次の文章は､鋭く､

そして美しい｡それは｢復古でない革命はいまだかつて一

度もなかった｣という逆説的な言葉で始まる｢過去をとり

もどす自由｣という節だ｡学問は忘れられた古い書物を読

み直すことであり､｢独創｣などという不遜な幻想など持

たな↓1ほうがいいという考えにも通じるところがあり､大

いに共感を覚えた｡続きを少し引用しておこう｡

｢歴史上未来にたいしてほんとうになにかを為した人

物は､みな過去に目を向けていた｡未来ばかりに目をこ

らすクセがどうもあやしいのは､なによりもこの事実が

あるからだ｡いうまでもない､『ルネッサンス』という

語そのものがそのことを証明している｡ミケランジェロ

ヤシェークスピアの独創は､昔の壷や写本を掘りおこす

ことにはじまった｡(中略)中世はローマ帝国の記憶が

あったから複ヾ舌した｡宗教改革は聖書と聖書時代をふり

かえった｡近代のカトリック運動は初期の教父時代をふ

りかえっている｡｣

と､例を挙げつつ､

｢不思議にも人間は､実りを得るためには常に墓のな

かに水を植えなければならない｡死者のあいだにしか生

は見いだせない｡人間とは奇態な怪物である｡足は前に

踏みだしながらアタマは後をむいている｡｣

チェスタトンは｢権威主義｣を好まない｡彼が権威とい

うものを認めるとすれば､それは神の権威だけである｡俗

人が､トラの威を借り､あるいは肩書を振りかぎして威張

り散らすことを彼は喋う｡｢肉の罪｣よりもはるかに重い

罪は､｢倣慢｣あるいは｢善行を自慢すること｣だとも言

った｡G.バーナード･ショウ､Ⅰ子.G.ウェルズ､バートラ

ンド■ラッセルたちと論争をしているが､特にショウは彼

の論敵(friendlyenemy)であった｡厳しく対立したそ

のショウの｢伝記｣を継が書いているというのも面白い

(筆者未読)｡ちなみにチェスタトンが晩年に著わした伝

記f聖トマス･アタイナス』は､申せ思想家E.ジルソン

が脱帽したほどの名作だ｡長くはないので私も読んでみた｡

苦労しながら英語で読み通した甲斐は大いにあった｡

･ト

社会主義に対しても､資本主義に対しても､チェスタト

ンは厳しい批判者であったが､代案なしの批判に終始して

いたわけではない｡一種の配分主義(distributlSm)とも

呼ぶべき経済システムを提唱している｡披はつねに理念に

基づき､具体的に物事を語っているのだ｡

この『求む､有能でないひと』には彼の｢教育論｣も含

まれている｡｢精神の健康と古典学習｣｢ビジネス教育｣な

どは読むと文字通り白からウロコが落ちる｡

チェスタトンは2メートル近い大男､体重は130キロあ

ったという｡思想の大きさは体格とも関係しているのだろ

うか｡いや､そんなことはなかろう｡筆者は､一時94キ

ロの体重を｢誇った｣が､その後病に倒れ､3か月で22

キロを失った｡肥滞時代の考えが足が地についた健全なも

のであったとも恩えないし､シワの多い痩身となった現在､

特に考えが深まったとも思えないからだ｡
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｢科学･技術とヒューマニティ｣

セミナーに参加して

く2014年5月第1国参加〉

21世紀の倫理的判断とは
何かを深く考える
飯田喜作さん
●株式会社ペリタス代表取締役社長

2007年第27回エグゼクティブ･セミナー卒業生

東日本大震災での福島第一原発のメルトダウンと､それ

によって引き起こされた甚大な人々の生活への負の影響と

多大な経済的損失は､その解決が手探i)である現在､定量

化出来ていない｡

今回のセミナーはそのような東日本大震災の傷跡が生々

しい中で､鈴木連泊郎先生(長崎大学核兵器廃絶研究セン

ター)｢原子力と社会｣､小林博司先生(人阪大学コミュニ

ケーションデザイン･センター)｢科学･技術と社会｣と

いう2つの懇話会による問題提起と､ヒューマニティ(カ

ント､リッケルト､ジェイムズ､リン･ホワイト)､デモ

クラシー(プラトン､トクヴィル､オルテガ､福沢諭吉)､

科学･技術と社会(スノー､マートン､プッシュ､小林博

司)の3つの対話セッションにより構成され､科学･技術

の意思決定に関わる立場の人間を意識して村上陽一郎先生

が構成された意欲的な～古典と現実の橋渡しプログラム～

｢[1本アスペン研究所創立15周年記念セミナー｣でした｡

古典との対話というアスペンの基本姿勢から一歩踏み出

して､古典と現実の橋渡しとしての試みは､原子力の平和

利用という我々につきつけられた命題の■~F､問題の探さと

困難さ､古代ギリシャの民主制に遡って､政治体制の有り

方､個の存在､未来社会のあり方への考察を通じて､21

世紀の倫理的判断とは何かをより探く考える機会となった｡

2007年に参加したエグゼクティブ･セミナーでの古典

を題材にした対話が､深い洞察と魂を世話する哲学への招

待だとしたら､今回のセミナーはトランス･サイエンスの

世界への招待という､より今日的命題への取り組みと言え

る｡それは､決して論理的演繹による狭い世界の合理性で

片付くものではなく､古射こ学んだ上での本質的な問題へ

の取り観みである｡

｢科学･技術とヒューマニティ｣は､人類の探究心から

生まれた科学が､産業･軍事応用を経て､技術が環矧こな

った世界における倫理的判断をどのようにとるべきかを考

える､今道友信先生が提唱された｢エコ･エテイカ｣に通

じると思われる｡

我々の周囲には科学で提示出来るが､科学では判断でき

ない問題が山積している｡

リーマンショックで経験した高度な統計的計算を背景に

した投資のリスク｡福島第一原発に見た原子力発電のリス

ク｡近代医学がもたらす長寿社会の医療経済的問題｡遺伝

子技術の応用に関する生命倫理｡IT社会におけるサイバ

ー攻撃による社会インフラリスク｡

それぞれ個々の技術は本来人類の幸福の為に考案され､

日常その恩恵に浴していると感じているものが､本来かか

える想定を超えたリスクが現実化した場合､その利用は必

ずしも幸福を約束しか､｡

今回のセミナーは､科学･技術の加速度的発展に対して､

我々がヒューマニティとの関係を意識する大変貴重な機会

であった｡今後もこのような古典と現実の橋渡しの企画が

掟俵される事を期待する｡

鈴木達治郎氏の懇話会｢原子力と社会:3/11後の現状と課題を考える｣

2014年変に以下の企業よりご寄附いただきました｡

アクセンチュア株式会社 アサヒグループホールディングス株式会社

オリックス株式会社 株式会社資生堂

株式会社 東芝 日本たばこ産業株式会社

株式会社三井住友銀行 三菱地所株式会社

MSD株式会社

第一生命保険株式会社

日本みらいキャピタル株式会社

≡菱商事株式会社

アサヒグループホールディングス株式会社

MSD株式会社

株式会社資生堂

セコム株式会社

東京ガス株式会社

株式会社野村総合研究所

株式会社三井住友銀行

三菱地所株式会社

株式会社アイ･アールジャパン

公益財団法人大原美術館

NPD法人ケア･センターやわらぎ

ヒゲタ醤油株式会社

青島あすか 秋間 修

石井 伸一 石神 澄子

伊藤 武志 伊藤 美歩

上野 華 道義 幸雄

大西 康昭 大場 昭義

小串 記代 奥田せつ子

金さ軍 英明 金森 健

菊地 教子 岸本 幸子

久保 理芋 粥谷 勝広

古上信=郎 小島 孝之

今 聴夫 斎藤 加代

篠原 淳 柴田 稔久

鈴木 英司 関根 郁夫

竹中 正治 武馬 吾則

谷垣 孝彦 谷川 史郎

坪松 博之 寺下 史郎

奈良 匪久 新家 昭義

野口 達夫 野崎 貞夫

※濱口 敏行 林 恭子

東 邦則 乗出公一郎

藤崎 義久 蒔田 明博

松田 邦紀 松田 俊介

三宅 達也 三宅 宏

武藤 和博 宗像 亜衣

矢内 大介 柳橋 秀樹

芳澤 宏明 米山 俊治

●日本アスペン研究所正会員●

アブラック

キッコーマン株式会社

新東工業株式会社

ダイキン工業株式会社

株式会社 東芝

富士ゼロックス株式会社

≡井物産株式会社

●日本アスペン研究所賛助会員●

アクセンチュア株式会社

オリックス株式会社

ゴージョージャパン株式会社

エーザイ株式会社

医療法人健育会

新日本有限責任監査法人

東京海上日動火災保険株式会社

日本たばこ産業株式会社

ベルリツツ･ジャパン株式会社

株式会社三越伊勢丹ホールディンクス

SMBCコンサルティンク株式会社

亀田製菓株式会社

日本みらいキャピタル株式会社

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●

秋山 靖裕 浅見 芳昭 油谷 好浩

板垣 博 板垣 靖士 板谷 大介

稲荷場 歩 井上 理一 今井 章子

内永ゆか子 馬本 章弘

大虐 雅志 ※大原謙一郎

小田 和之 カロ川爺己代子

上條 勉 亀井善太郎

岸本 治郎 北村 悦子

栗原 裕 黒木 理恵

小杉乃里子 後藤 光利

斉藤 岳 斎藤 敏一

柴橋 乗積 嶋田 順一

高岡 本州 高橋 浩一

竹本 潔 田崎 博道

玉井 孝明 玉谷 圭子

豊嶋直積子 永周 大治

賀川 恭子 西田 治子

※終身会員

安部 順一 雨宮 寛 石井 理

伊東 健 伊藤 卓 伊藤 隆史

※岩井 薩雑 著永 留任 植田 洋子

桶野清一郎 遠藤佳代子

大枚 信介 岡田 克也

掛江 敦之 梶谷 敏晴

川嶋 博子 川端 茂樹

北村 大輔 北村 秀夫

桑原 徹那 小泉 慎一

後藤 靖子 ノ｣l林 淳一

※椎名 武雄 重松 淳

徐 正刷 新貝 寿行

高橋 友美 高橋 文郎

多田 雅之 田中 隆弘

玉村 勝彦 田村 浩利

長島 巌 中嶋 秀隆

西山 昭彦 西山 昇

遠藤 政城 大久保和孝

岡田 洋一 荻野 達也

加藤 香織 加藤 冨之

河村 典子 河村 祥宏

木山 啓子 清原 大

古泉 直子 鯉渕健太郎

※ノ｣峠ホ陽太郎 湖山 泰成

志満 票一 志済 聡子

杉山 健 杉山 繁和

高橋 陽子 ※田川 智

田中 陽一 田中 良和

票田 哲也 土屋 隆司

中村 俊介 中山 万帆

西Lu 裕子 貫井清一郎

野田 和伸 延広 義弥 長谷川博和 長弓劃l博史 傭 容子 馬場 彰

林崎 理 林田 直樹 苧石 健次 ※半田 勝男 坂東 正己 坂野 俊哉

乗出 幸美 久野一 哲 久野 正人 平井 修司 平松 国枝 言責原(言

鮒谷 周史 不破 久塩 正木 利和 研井 和也 増田 正昭 松田 清人

松元 崇 ≡崎冨査雄 見浪 直博 南 正明 ≡村 尚史 宮川公之介

宮田 芳文 深山 卓也 深山 延焼

村上 教士 室井 雅博 垂脇 慶彦

山口 指摘 山田 量久 山田 政幸

渡辺 尚生

宮本 裕司 ≡輪 茂基 向井 陽美

茂木 修 森野 鉄治 八木 実

山田 饉持 山本 健彦 山本 実

(五十音順･敬称鴫)
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●日本アスペン研究所 理事･監事･諮問委畠●

理事長

北山 禎介 株式会社≡井住友媚行取締役会辰

副理事長

行天 皇雄 公益財団法人国際通買研究所理事長

村上陽一郎 東京大学名望教授/元･棄洋英和女学院大学芋昆

福原 義春 株式会社資生聖名誉会長

常務理事

伊東 健 一般社団莞人日本アスペン研究所

監事

岩井 睦雄 日本たばこ産業株式会社専雷執行役員企画責任竃

名誉会長･理事

小林隈太郎 元･富士ゼロックス株式会社取締役会長

永井 淫 新東工業株式会社代表取締役社長

理事

渥美 直紀 鹿島建設株式会社代表取締役副社長執行役昌

出井 仲之クオンタムリープ株式会社代表取締役

措木 武徳 育山芋院大学大学院持任教授

大竹 実蓄 アブラック創業者･最高顧問

加藤 幹雄 元･公益財団法人国際文化会館常任参与

雑賀 大介 三井物産株式会社代表取締役副社長執行役員

隅 修三 東京海上日動火災保険株式会社代表取締役会長

高山 干弘 エーザイ株式会社理事却創部畏

福ぎ軍 武 ≡菱地所株式会社相談役

室井 雅博 株式会社野村総合研究所代表取締役副社長

有馬 利男 一般社団法人クローバル･コンパクト･ジャパン･ネットワーク代表理事

井上 礼之 ダイキン工業株式会社取締役会長兼ク0-バルクループ代表執行役寅

エリオットフランシス･ガーソン米国アスペン研究所エグゼクティブ･バイスープレジデント

大原謙一郎

川面 克行

鈴木 信成

関根 清≡

橋本 孝之

松山 幸雄

吉田 晴彦

諮問委員

飯田 亮 セコム株式会社取締役最高顧問

井上 華美 一般財団さ真人放送大学教育振興会顧問

岡本 毅 東京ガス株式会社取締役会長

奥田 暫 日本製薬工業協会医薬産業政策研究所所長

小和田 悔 国際司法裁判所判事

北島 義傑 大日本印刷株式会社代表取紆役社長

渋谷 治美 埼玉大学名誉教授

内藤 楕夫 エーザイ株式会社代表執行役社長兼CEO

中村 芳夫 社団法人日本繹濁世体連合会副会長一事芳総長

西毒 素≡ 日本郵政株式会社取締役兼代表執行役社長

英 正道 公益貝姻法人日伊協会会長

船橋 洋一 一般貝古田法人日本再建イニシアティブ理事長

宮内 義彦 オリックス株式会社シニア･チェアマン

茂木友≡郎 キッコーマン株式会社取締役名誉会長･取締役会議長

公益財団法人大原実術蝕理事長

アサヒグループホールディンクス株式会署上代表取締役副社長

株式会社プレッシオ取締役会:長

束京大宇大学院数理

日本アイ･ピー･工ム株式会社会長

共立女子大学名望教授

富士ゼロックス株式会社代表取締役副社長

石坂 泰彦 六興電気株式会社顧問

牛届 治朗 ウシオ電機株式会社代表取締役会長

荻田 伍 アサヒクループホールディンクス株式会社相書新生

奥村 有敬 NPO法人日本コーポレート･ガバナンス･ネットワーク名筆理事

加瀬 豊 双日株式会社代表取締役会長

小島 明 政策研究大学院大学理事･客員教媚

竹川 節男 医療法人社団健胃会理事長

中江 利恵 株式会社朝日新聞社社友

西原 正 財団法人平和･安全保障研究所理事長

芳賀 徹 静岡県立美術館館長

藤嶋
一郎 一般社団法人日米協会会長

松元 崇 株式会社第一生命経済研究所特別顧問

室田J正志 株式会社東芝取締役会長

常任顧問

岡野 雄治 一般社団義人日本アスペン研究所

事務局長

橋本 美博 一繚社団法人日本アスベン研究所

(五十音順･敬称略)

⑳

Aspencommunity

村上陽一郎先生の『エリートたちの読書会』が出版されました
すでに当研究所のホームページ内で

ご紹介しているのでご存じの方も多い

と思いますが､村上陽一郎先生が『エ

リートたちの読書会』を今春出版され

ました｡

｢……一つの書物を読む際に､こん

なことを知っていたら､もう少し早く､

あるいはもう少し深く､あるいはもう

少しf正しく』理解できたのに､とい

う思いをしたことが､しばしばありま

した｡本書の主たる役割闇､そうした

思いへの答えを用意することにありま

す｡言い換えれば､単なる読書案内で

も､読書の勧めでもない､書物につい

ての書物｣く本書3頁》､それが『エリ

ートたちの読書会』です｡

｢エリート｣という言葉に､何とな

く鼻持ちならない響きを感じる方もい

らっしゃるかもしれません｡しかしそ

れは大いなる誤解です｡エリートとは

何か｡その答えはこの書物の中に記さ

れていますので､まだお読みでない方

は､ぜひご自身の目を通してその意味

を正しく捉え､

この書物を味

わっていただ

きたいと思い

ます｡村上先

生の穏やかな

お声が聞こえ

てくるような､

お勧めの一冊

です｡

◆表紙･裏表紙写真/伊東 健 日本アスペン研究所常務玉里事

表紙の写真はプラハ市の景色｡左に

見える塔はプラハ城｡西暦870年に創

建されたと言われる｡かつてボヘミア

国王や神聖ローマ皇帝の居城で､18

世紀後半にボヘミア女王のマリア･テ

レジアが再建｡現在はチェコ共和国の

大統領府となっている｡プラハに世界

で9番目のアスペン研究所が設立され

たのが2012年6月｡その創立2周年

と､ビロード革命による共産党政権崩

壊(1989年)から四半世紀たったの

を記念して一連の行事が開催され､同

時に世界のアスペン研究所の国際委員

会が開催された｡

裏表紙の上段は､プラハ出身で元米

国国務長官のオルブライト女史とアス

ペン･プラハの理事長であるザントブ

スキー氏のシンポジウムでの対談の様

子｡オルブライト女史は米国アスペン

の理事としても重鎮である｡中段は

1143年に建てられたストラホフ大修

道院にある図書館の内部｡観光客には

公開してVlない部分をアスペン関係者

に特別公開してもらえた｡気が遠くな

エリートの一人として､

エ
リ
ー
ト
た
ち
の

読
書
会
村
上
野
郎

毎日新聞社発行
定価:本体2,200円(税別)

るほど整然と並べられた古書｡手にと

ってみようと思ってもあまりに古く､

触っただけで本が傷みそうで触れない｡

そんな古書が四面の壁全面に収められ

ている｡下段はプラハ市中心部｡街は

綺麗で清潔｡石畳とクリーム色の壁の

建物､赤い屋根､教会の尖塔などが紺

碧の空に映えて美しい｡この市内をザ

ントフスキー理事長は､われわれ海外

からの訪問者を3時間余り歩きながら

案内して下さった｡

(2014年6月撮影)

【編集者のひとりごと】

まずは会報誌｢アスペン･フェロ

ー｣第26号のためにご寄塙ください

ました方々をはじめ､すべてのページ

に関わってくださった皆さまに御礼申

し上げます｡

今号より｢アスペン･フェロー｣の

担当者が変わりました｡｢一目でア変

わったな』と思ってもらえるようにし

たい｣ということを目標に､新米なり

に力を尽くしました｡が､残念ながら

力及ばず･=･=㌧｢今までの方がよかっ

た｣｢それほど変わっていないじゃな

いか｣という非難も受ける覚悟はござ

いますが､今は､たとえて言うなら､

ジェットコースターに無理矢理乗せら

れて､上へ下へと振り回されながら､

遠心力で吹き飛ばされないように乗物

にしがみつき､やっと地上に足を降ろ

したときには､目も回りふらふらにな

って､ふにゃふにゃとしゃがみ込んで

しまうという､そのような状態に陥っ

ているというのが正直なところです｡

それはともかく､フェローズ会員の

骨さまにお願いがございます｡しばら

くは今号のような表紙を続けてみたい

と考えております｡｢我こそは｣とい

う方は､是非ともご自慢の写真をお送

りください｡美しい国内外の風景､四

季折々の写真などなど､五百字程度の

説明文を添えてご提供いただければ幸

いです｡ご興味のある方は､日本アス

ペン研究所｢会卒院志アスペン･フェロ

ー｣編集担当にお問い合わせください｡

何卒よろしくお願い申し上げます｡

(R)
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