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日本産学フォーラム 第１６回リベラルアーツ企業研修会 

（2020 年 11月 25日 オンライン開催） 

 

 

藤山:今回は、有信、仕掛け人の、私にこれをやれと言った、有信先生、それから、事前の

いろんな討議なんかにいろいろ準備していただいた、あるいは参加していただいた白水先

生と、それからまとめを作ろうと思っている、そのまとめを作成したりしてくれている根本

さんと、ちょっとできれば顔出しで入っていただいて、皆さんと一緒に議論をしていきたい

なと思います。ちょっと真面目になって、ご挨拶をまず最初にしたいと思いますけども、日

本産学フォーラムのリベラルアーツ企業研修を終えて、一言ちょっとお話をしたいと思い

ます。 

 研修の期間中、課題本を読んで、人によってはきちんとグループ討議を経て、講義に臨ん

で意見を言うと。お忙しい仕事を抱えている皆さんが、大変な重荷だったんではないかなと

いうふうに思います。また、コロナ禍によってオンラインに転換したことも、現場感という

ような意味では難しいところもあったと思います。ご参加いただいたことに、まずは御礼を

申し上げて、申し上げたいと思います。皆さまの感想文を読んで、最初は苦痛だったけどだ

んだん楽しみになったとか、他の人の意見を聞くことで気付きがあったとか、問いを発する

力がついたとか、世の中で起こっていることにより、より興味を持つようになったなど、他

にもたくさん意見をいただいたんですけども。これはご自分の変化を自覚されていらっし

ゃる、割とうそのない的確な言葉だと思うので、私は非常にやってよかったなっていうふう

に考えています。 

 リベラルアーツっていう言葉が、はやりの言葉でもあるので、オキ先生に歴史的に説明を

いただきましたけども、ご案内のように、今日的には、ちょっとさまざまな意味で用いられ

ていて、まず日本産学フォーラムの幹事会に出席していたときに、有信さんから、リベラル

アーツについて何か研修のようなものができないか、やってみてくれないかと言われたん

ですが、このリベラルアーツっていうのはつかみどころがなかなかないので、それの研修っ

ていうのは相当難しいなと思うし、ご存じのように私は、41 年間商社員生活をしてた男で

すんで、どっちかっていうと、現実生活の人で、アカデミックな業績が全くないもんですか

ら、この話はちょっと大それたことだと思って、お断りを最初していたんですけれども、再

三お願いをされて、リベラルアーツということについて、自分で定義した、自分が知りたい

と思ってるようなこと、問題意識をプログラムに組み上げていくっていうことで、先生を探

すっていうことでいいかっていうことを申し上げたら、それでもよいということだったん

で、お引き受けしました。 

 現代は専門化の時代、専門化っていうのは、専門に分化している、化けるほうの専門化の

時代であって、家のほうの専門家ですね、個人の専門家の集合知が結成されると、世の中が

うまく回ってって、正しいデシジョンができるってことになってるようですけども。実際に
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は、このコロナのやつを見ても、行政と専門家の間だけでもコミュニケーションってなかな

か難しくて、専門化をしていけばしていくほど、総合知に至るのっていうのはなかなか難し

いということが分かってきています。時代に立ち向かうだけの幅広い思考っていうのが、個

人にはどんどんなくなってってるなという感じがして、たとえ完全でなくても、未来の選択

に参画するっていうことが重要だっていうことを考えると、自分の専門ではない知識って

いうものが、自分の中にある程度ある、存在してるってことが重要なんではないかというの

が、リベラルアーツの核心的なところだと思いますので。 

 今回のプログラム等について、いくつか裏話的にちょっと申し上げておきたいと思いま

す。四つほどですが、第一は、民主主義と市場原理と科学技術を近代グローバリズムの三つ

の規範としたことであります。これは実は、私がこれを唱え始めたのは、1990年代の中頃、

気付いて、実は、初めは仕事で 1980 年代の日米経済摩擦に関与してたんですね。そうする

と、日本的な下請けだとか財閥に関して、米国からそれは異質な資本主義であるということ

を米国側から散々言われまして、じゃあ正当な資本主義とは何だと。異質な資本主義ってい

うのは、効率的にこちらがうまくやってるっていうのに、いちゃもんをつけて、解体しよう

としてるだけじゃないかっていう反論をしていくんですが。何が基準でどこが異質である

のかって、国による文化領域まで手を突っ込んでくるような議論っていうのを、実はされて

いたんですね。 

 中国を世界に迎え入れるときには、実はそんな議論はなくて、異質であることを了解しな

がら無理やり WTO に突っ込んでしまって、西側社会のこの規範を教えていけば、中国の体制

すら変わって、国際社会のグローバリズムの 3 規範の一員になるんではないかと考えてい

た節があるんですけども、見事それはうまくいかなかったわけですね。民主主義なんかも、

情報当局、日本でも情報当局があるわけで、そういうところと打ち合わせをしていると、外

部の情報の交換をしてると、民主主義の形も一様ではないなということに、深く気付かされ

ました。 

 それからまた、不動の真理かと思われた科学技術への信頼っていうのが、これは実は歴史

的な産物であると。この信じてるってことについては、実は部族社会の人がトーテムの信仰

なんかを持ってる信仰と、現代の科学者が科学技術に対して持ってる信仰っていうのの種

類が違うかっていうと、信仰してるっていうことにおいては非常に似ているわけで、それを

自分の規範、絶対の真理だというふうに思っているっていうことであるってことに気付か

されます。しかも、ブルジョアジーや国家というパトロンができたことによって、科学技術

っていうのは規範化っていう道をたどったことを考えると、市場原理だとか民主主義と深

いつながりがあると感じたわけですね。 

 そうすると日本っていうのは、明治以来から、この三つの規範みたいなものを一生懸命学

ぼうとしてきたっていう歴史が、開国からの歴史だったというふうに整理してもいいくら

いだと思うんですけれども。痛みも知っているし、それから、到達点も知っているっていう

ところもあって、非常に特異な地位にあるなと。しかし、今、この混迷のときになって、そ
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の 3規範に対して、真っ向から発言する人っていうのはなかなかいなくて、非常に問題なの

ではないかなというふうに考えるに至ったわけです。実は、私 1990 年から 2016年まで、26

年間、日本経済新聞の夕刊、十字路っていうところに、月 1回コラムを実名で執筆していた

んですね。26 年間、執筆してる人って、あんまりいないと思うんですけど。これを振り返

ってみると、この三つの 3規範として考えていったっていう過程っていうのが、読み直して

みると、自分の中で分かってくるんですけども。 

 例えば法の支配ですね。こういったようなものっていうのは、ハイエクなんかは現代の価

値観として認定されてますけども、法が支配するっていう自身は、別に近代グローバリズム

じゃなくても、古代でも法の支配っていうことがあったし、例えば中国の『韓非子』の思想

なんていうのもあるわけですから、これは近代グローバリズムに特異なものではないな。そ

れから、自由や人権の問題っていうのは、実は民主主義を議論していけば、必ず出てくるこ

とだなというふうに考えたわけです。それで一応、市場原理と民主主義と科学技術を深く考

えていけば、現代のリベラルアーツになるのではないかっていうふうな思いに至ったって

いうことであります。これを感想文の中にも書いていただいた、いる方が多いので、これは

けして、私が勝手に言ってるだけでありますので、全部が全部通用している世界ではないと

いうことはちょっとお話し申し上げておきますけども、そういうふうに考えて出発をさせ

ていただいたっていうことをお断りしておきたいなと思います。 

 第二に、このプログラムの構成なんですが、市場原理、民主主義、科学技術にそれぞれ、

歴史と現在と、それから現在持ってる課題ですね、課題の 3コマを割り振って、作ってみた

らどうかなってことをまず考えました。ただし、科学技術については、歴史の他には、情報

科学と生命科学っていうふうに、現在と課題ではなくて、現在と課題を縦の概念で使って構

成することにしました。それに、初めと終わりに導入と総合の時間を作ろうかなっていうふ

うに思って、一番最初はだから、9足す 2ですか。11っていうことを考えていたんですね。

しかし、リベラルアーツの語源の話はどうしても必要だし、この構想を日本産学フォーラム

の幹事会で、こういうことでやるつもりだって説明したら、ご意見として、やはりリベラル

アーツ全体でやるんであれば、宗教の問題はどうしても必要ではないかと。これは全くもっ

ともなご意見が出ました。そこで、プロローグに 3コマを充てて、エピローグにも 3コマを

充てるということにいたしました。 

 現代グローバリズムの状況を考えると、本当はまだまだ入れたいテーマで補うことがで

きるのは、まず一つは中国ですよね。これは二つの意味で、つまり思想的な淵源、特に老荘

思想と儒学の思想ですね。この二つはやっぱり、相当世界史上でも特異なものであるので、

似たものがないので、これを一つきちっとやっておくべきかなっていうことと、現代中国が

グローバリズムの規範に真っ向から反して行動してるっていうことも重要なんで、現代の

中国、共産党の支配下の中国っていうことの、決して非難するということだけではなくて、

オルタナティブを提供してるわけですから、非常に重要な地位にいると思うんですね。これ

も、1項目立てるべきだったかなっていう感じも考えてます。それから、あとはイスラムで
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すね。イスラム世界って、キリスト教世界と、ほぼ同じくらいの人口を持つに至っているし、

かなり概念的に違うところもありますので、これも加えるべきではなかったかなっていう

ことっていうのは、若干感じてます。 

 あと付け加えて言うと、民主主義と市場原理の課題のところで、先ほども名前出しました

けど、ハイエクですね。つまり自由の問題っていうのを項目として取り上げていくっていう

こともあり得たかなっていうふうに思ってます。それから、ちょっと情報科学で、中島先生、

いいお話をしていただいたんですが、人工知能のほうの話が非常に多くて、データ科学と科

学の意味みたいな問題についてはもうちょっと大きな問題として取り上げてもよかったの

かなっていうのが、考えています。しかし、全体として、非常にプログラムについては、皆

さまの、先生たちのご賛同も得られたし、先生たちも私の意図のとおりではないんですが、

一応意図は理解した上で、独自の世界を語っていただいたので、非常に良かったかと思いま

す。 

 第三に、その講師陣についてお話を申し上げます。第 1講は、これ、行き掛かり上しょう

がないので、この問題意識を当然私がしゃべらなきゃならないんですけども、ちょっと劈頭

を飾るには、私じゃ重さが足りないということを考えて、科学技術振興機構で尊敬申し上げ

ている、元東大総長の吉川先生と、元内閣府経済研究所長の黒田先生に応援をいただいて、

私の問題意識を申し上げました。前から私の主張を聞いていてくださった両先生だったの

で、ありがたく二つの副題の講義を助けていただくことになりました。講師の選定は、基本

的に私が事務局長の小原さんと相談しながら行いました。全講座で、現代の日本の一流の講

師陣がそろったと自負しております。 

 ただ、現役の教授の先生だけじゃなくて、もうリタイアされてる方も選んだのは、決して

時間がある人を探したということではなくて、包括的にある時間の中で、全体像を与えてく

れるっていうことをやっていただいてる方っていうのがいいなっていうこと。それから、科

学技術なんかの問題だと、化学技術史を学問的にやるよりは、民間企業にいらっしゃった方

がいいなとかですね。そういう視点で探しました。 

 この構想の意味を説明して、賛同いただいて、依頼をしていたわけですけれども、先ほど

申し上げたように大ざっぱな期待感は申し上げたんですが、もちろん、その中身については、

この辺のところのメッセージがあると、私どもはありがたいっていうことは申し上げまし

たが、基本的には自由な講義をしていただきました。それが、自然と 3規範相互の共鳴みた

いになっていて、科学技術の先生が民主主義のことを話したり、民主主義の先生が市場原理

に突っ込んで話したりっていうことで、3規範間の間を埋めてくれるような講義があったの

っていうのは、私は感謝をしております。 

 残りの 14 講座で、もともと私が知っていた人は、半分の 7人ほどです。あとは著作と評

判を頼りに、事務局から直接アポを取っていただいて、お声を掛けた上で、多くは伺って、

お願いをいたしました。正直に申し上げると、お断りをされた方ってお二人いたんですよね。

1人は、どうしてもこのコロナになった後でだったもんですから、オンラインでやるのは私
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はやだっていう老先生だったんですけども、もう一方は、逆にもっと若い先生で、今、非常

に忙しいので、10人とか 20人の人に話ししてる時間はないっていうふうに言われてしまい

ました。 

 あとは、講師のところでちょっと特筆しておきたかったのは、市場原理のところで、金融

の課題の部分っていうのは、是が非でも私は民間の方か日銀の方にお話をしていただきた

かったんですけども、その相談を元内閣府の事務次官の松元さん、これは私とかなり親しく

させていただいてるんですが、彼に相談したら、じゃあ僕が前振りをやって、専門家を紹介

しようっていうことで、あっという間に紹介をしていただきまして、アカデミシャンだけじ

ゃなくて、実務経験者に登壇いただいたのはよかったんじゃないかなと思います。あと 1人

2人、いらしてもよかったのかもしれません。あと、女性講師も、隠岐さや香さんだけでし

たので、もう少し人数が多かったほうがよかったのかもしれません。ただ、年代的には多様

化をできていたと思いますし、いろんなタイプの先生がいらっしゃったし、リベラルアーツ

だっていうことで、成熟した人格っていうこともメッセージなので、雰囲気とか態度とか話

しぶりとか、そういったものも大いに勉強になったんではないでしょうか。 

 最後ですけど、第 4点で、どなたか感想の中で指摘されてたんですけども、私は実は研修

生相互の意見のやりとりですね、研修生相互の気付きっていうのを一番当初、期待をしてい

て、これはアスペンメソッドっていうんですけども、答えをあえて出さないで、感想に感想

を重ねていくと、自分に気付きがどんどん増えてって、自問自答していくっていう作用を人

間はするんですけども。それはちょっと、踏み込みについては不十分のままだったかなとい

うふうに思ってるんですけども。これは、私のファシリテート能力に関係していたのかもし

れませんけども。ちょっとオンラインになっちゃったっていう部分も関係があって、懇親会

を初期にできなかったっていうのも関係あるかもしれないっていうんで、その辺はちょっ

ともったいなかったかなという話をしています。事前のスラッグを使った、利用した意見交

換を続けていただいたかたがたには、御礼を申し上げたいと思います。以上、裏話を申し上

げました。 

 最後に、このプロジェクトを促していただいた有信さん、事務局長の小原さん、伊東さん

に感謝を申し上げたいと思います。また、オブザーバーで見守ってくだされた大学・企業の

有識者の皆さま、きょう来ていただいている、白水さん、根本さん。さらに、派遣していた

だいた企業の関係者の皆さまにも御礼を言いたいと思いますが、とにかく一番ありがたか

ったのは、嫌々でも、面白くなくても、とにかく出てきてくれて、自分の意見を言ってくれ

た皆さまであります。非常に感謝をしてます。大変ありがとうございました。 

 それでは皆さんとの対話っていうか、皆さん同士の対話を始めたいと思います。今、時間

が、7時半になっちゃいましたけども、きょう、突然出られなくなった方もいらっしゃって、

9人いらっしゃるので、1人について 15分くらい、話せるんですが、いつもあいうえお順で

前からやってるので、後ろから行きたいと思うんですけど、山本さんから 3分くらい時間を

差し上げますので、どんなことでも結構です。研修のあれでもいいし、山本さんが書いてい
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ただいた感想文のところ、皆さん、開いていただいて、これ、どういう意味とか、山本さん

が言ったことに質問をしたりとか、そういう時間をちょっと過ごしていきたいなというふ

うに思います。ちょっとトップバッター、かわいそうなんですけど、山本さん、いかがでし

ょうか。 

 

山本：山本です。約 1年半くらいですよね。最初はなんでしたっけ？ やっぱりみんなで現

場に集まって話さないと、雰囲気とか温度感が伝わらないので、オンラインではやりません

っていう話があったと思うんですけど、それがしばらく続いて、結局はオンラインで、こう

いう形でやることになって、私自身は、なかなか事前の議論とかになかなか参加できなかっ

たっていうか、さぼったっていう言い方がいいのかもしれないですけど。できなくて、そこ

のところがちょっとやっぱり心残りだなっていうふうには思っていて、この最後のところ

で、少しでも皆さんとお話しできればいいかなっていうふうに思ってます。 

 そこに書いてあるとおり、私、4年間アメリカに行ってまして、その前までは本当に、日

本の中ではチョコチョコ動いていたんですが、8回くらい異動してて、動いていたんですけ

ど、その都度やっぱり違ったメンバー、違った仕事に取り組んでいて、何となく多様性みた

いなの分かってるつもりだったんですけど、アメリカに行ってみると、全然違いますよねっ

ていうことで、非常に苦労しました。そういう経験があった後に、それがあったからかもし

れないですけど、この研修に会社として 1人、研究所から 1人、誰か出したいんだけどって

いうことで推薦していただいて、この場にいます。そういう中で、やっぱり皆さんもすごい

専門家のように、毎回問いを立てられていて、本当にすごいなって、自分って何なんだろう

って、本当に何も分かってないよなっていうことが・・・。 

 

藤山：いや、そんなことないですよ。 

 

山本：・・・分かってですね。本当に問いっていうか、質問すらできないくらいの状態から

始まって、本当にいろいろ勉強させていただいて、ありがとうございました。ただ、じゃあ

この 15 回ですごい何か分かったかって言われると、分かったことは分かったんですけど、

やっぱり全然理解足りてないよなっていうのがあって、引き続き、こういうのをやっていこ

うっていう、意思を持ってやっていこうっていうふうに思ってます。 

 中身としては、そういう意味ではどうなのかな。皆さんのやつは 1 回 2 回ぐらい読まし

ていただいたんですけど、あんまり話がなかったところとしては、やっぱり経済のバブル形

成とか崩壊とか、その辺の話を書かれてる方があんまりいなかったなっていうところがあ

って、その辺の部分っていうのはちょっと皆さんとお話ししたいかなっていうふうに思っ

ています。 
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藤山：なるほど。 

 

山本：結局、バブル崩壊したりすると、非常に企業活動とかにも影響受けますし、社会の方

向性っていうのも大きく変わるだろうなっていうのがあって、今回大統領、アメリカの大統

領選挙もそういうところが起きるかなと思ったんですけど、結局は上院が共和党が多数に

なって、ねじれ国会がそのまま引き継がれて、誰が大統領になってもそんなに大きく変わら

ないのかなって、そんなこと言ったら怒られるかもしれないですけど。そんなような状況に

なって、大きくは世界は変わらないのかなっていう状況からみると、もうちょっと、コロナ

禍にお金が大量につぎ込まれて、本来だったら入らないようなお金まで市場に入ってきて

るっていうところで、それがバブルを延長させた、増長させたっていう話も、いろいろ書い

てあって、それについて、今後どういうふうになっていくんだろう？ そのとき、われわれ

として、このリベラルアーツで学んだことを活用して、どういうふうにしていくべきなんだ

ろう？ なんかそんなようなところかなっていうふうに思ってます。 

 あと、シリコンバレーに私行ったとこもあって、そういう意味では、今まで赤字でもお金

を大量につぎ込まれて、上場して、ウーバーとか、いろいろあると思うんですけど、そうい

うところが成り立ってたんですけど、そこが最近ストップがかかってきてると。例えば

WeChat じゃないや、WeWorkとかアントグループっていうようなんがあって、こういうとこ

ろもちょっとイノベーションにストップがかかってきてるのかなっていう。市場のサイド

から、そういうイノベーションにストップがかかってきてるのかなっていうところがあっ

て、その辺かなって。 

 

藤山：ありがとうございました。今の山本さんのお話とか、書いてあるところに、話してみ

たいっていう方、いらっしゃいませんか。プッシュボタンで、ぜひ手を挙げて、これ、どん

どん挙げてくれないと、これ、全然面白くないので、ぜひ挙げていただきたいんですけど。

梅原さん、偉いね。さすが JST。じゃあ梅原さんお願いします。 

 

梅原：いや、さすが JSTってなんですか(笑)。山本さん、ありがとうございます。 

私、実は、ちょっと自分自身書いたのがはっちゃけ過ぎたかなと思ってったら、山本さん割

と赤裸々に書いてくださってて、ちょっと安心したっていうのが、実はあったのと、あと、

シリコンバレー行かれてたのって、すごくやっぱり毎回ご発言されてたときに印象深くて、

私自身もちょっと期間はずれるんですけど、やっぱり 4年くらい向こうに、ちょうどシリコ

ンバレーいたことがあって、やっぱり企業の中で、ああいうところに行ってやられる方って

いうのは、やっぱり思い違っているんだなってのすごく思ったんですよ。これを文書に、今、

していただいて、すごくあらためて、どういう感じで向こうにいらっしゃったのかが分かっ

てよかったなっていうのが一つあって。向こうで苦労して、自分の常識は他人の非常識って、

私も全く同じ体験をしたと思っていて、そのとき思ったのが、若かったので私の場合、25の
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ときに行ったんですけど、やっぱり分からない何かと言ってたんです。表現して、恥ずかし

い思いたくさんしたんですけど、それも含めて経験をしたんですけれど。 

 山本さんの場合は、多分、会社背負って、やっぱり技術持ってくるって、多分もちろん持

っていかれてたと思うんで、その辺は自分のお立場を踏まえた上での振る舞いっていうの

が必要だったのかなって勘繰るというか、思うんですけれども、そこら辺は行ったときと、

今、いるとき、今、こちらに戻ってきて、自分の出し方って何か変化っていうのはあるんで

しょうか。そして、この講義を受けて、また何か変わるんでしょうか。 

 

山本：ありがとうございます。自分の出し方が何か変わったかっていうところですか。 

 

梅原：そうですね。 

 

山本：そういう意味では、自分の出し方、私、もともとすごいやっぱりシャイな性格で、そ

れ言うと、なわけないだろうって怒られるんですけど。あまりそういう議論とか、そういう

ところできなかったんですよね。もともと。やっぱりアメリカに行くと、議論しないなら、

会議に出るなみたいな風潮がやっぱりあって、英語ももともと全然できなかったので、その

中でも必死にしゃべろうとすると、やっぱり理解してくれようとしてくれるんですよね。も

ちろん、一緒にやろうっていう気持ちがあれば。 

 なので、やっぱり何でも自分の意見は言わないと通じないなっていう、日本ではしゃべら

なくても、雰囲気で分かってくれるだろうとか、うやむや、うやむやっていうんじゃないん

ですけど、そういうところありますけど、アメリカだったら、やっぱりはっきりイエスなら

イエスで、ノーならノーっていうところは明確にしないといけないっていうのが分かった

かなっていうとこがあって、それはできるだけ日本に帰ってきた後はやりたいなっていう

ふうに思ってますね。 

 一方で、議論の相手に、そういうものを相手から引き出すっていう、そういうところって

いうのは、また違ったスキルで、そういうところは結構やっぱり難しいなっていうところも

あって、その辺は、今、苦労してますね。 

 

梅原：なるほど。 

 

藤山：山本さんのこのレポートの中で、参考、中間まとめで提出した内容っていう、ここの

部分がリベラルアーツ的には、非常に秀逸だっていうふうに思うんですけど。絶対という概

念はないとかですね。異質に学べとか。キケロが出てくるところもすごくいいなと思うんで

すけど。キケロはちょっと解説してくれると、どんな感じなんですかね。 
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山本：ちゃんと理解してないから出てきてるんだと思うんですけど、最初の頃、話伺ったと

きに、やっぱりちゃんと弁論できるのが人間の要件で、何も言えないような人は人間じゃな

いっていうお話があったと思うんですけど。 

 

藤山：これは隠岐先生のところで出てきたんでしたっけね？ 

 

山本：隠岐先生のとこでしたかね。最初の 1人目か 2人目のところ。 

 

藤山：2回目ですよね、多分ね。これは非常にいいところに目を付けられていて、実は現代、

近代が始まると、道を開いた人で、デカルトっていう人がいますよね。デカルトは、「我思

う、故に我あり」で、自分が考えているっていうことだけが真実だっていうところから、思

考出発して、自分の感覚も信じないで、感覚から通したものっていうのは、間違ってるんじ

ゃないかっていうふうに否定しようとした。これはクリティカ主義者っていって、絶対の事

実しか認めないっていう、それに対して真らしいものを認めていくっていうのをトピカっ

て言うんですけど。デカルトを批判する人で、デカルトから 50年くらい、あるいは 50年か

ら 100年くらいたった人で、ヴィーコっていうイタリアの文芸学者がいるんですが、このヴ

ィーコが、クリティカ主義者が多くなって、デカルト以来、クリティカ主義者が多くなって、

事実しか、話しかしないので、トピカのいる場所がなくなっちゃったと。 

 トピカっていうのは何かっていうと、真らしいことを言葉豊かに語ることなのであると。

例えば、裁判なんかやったときに、絶対に真だというものしか発言できないと、多分、弁護

が成立しなくて、疑われた、罪が確定すぐにしてしまうと。それを弁護する力っていうのが、

トピカなのであるつって、代表的な人としてキケロを、ヴィーコが挙げてるんですね。現代

っていうのは、科学技術万能の時代なので、デカルト流の真実みたいなことだけを愛してい

るんだけれども、いや、そうじゃなくて、人が説得をできれば、人がそれによって動けば、

それで十分な功績っていうか、大きな仕事をなしたっていうことなんだよと。真らしいもの

を上手にしゃべっていくっていうことっていうのは、大変な能力なんだと。こういうことっ

ていうのは、現代に忘れられた一つの価値観なんじゃないかっていうふうに思うんですね。 

 だから、日本は雄弁さみたいなことっていうの、あまり重視しないんですけど。その辺は、

このキケロの人間であるべきっていうのを書いてあったのは、素晴らしいと思いましたね。

ハッとしました。ありがとうございました。 

 

山本：ありがとうございました。いつも、私しゃべってると、藤山先生が、早く終われみた

いな顔してるなと思って、いつも寂しいなと思ってたんですけど、最後褒めていただいて、

本当によかったです。 
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藤山：それは、それはファシリテーターとして、最低なことです。時間が気になってしょう

がないっていうのは、いつもあったんですけど。もう 15 分なんですけど。ちょっと手が、

吉田さんが挙がってるんで、吉田さん、行きましょう。 

 

吉田：吉田です。山本さん、最初のほうは同じグループでいろいろと。 

 

山本：そうですね。 

 

吉田：夕飯食べながらいろんな話をさせていただいたのが、すごい印象に残っていて。 

 

山本：ありがとうございます。 

 

吉田：すごいいい経験になりました、ありがとうございます。私、この文書を見てて、ちょ

っと引っ掛かったなと思ったのは、冒頭お話があった、経済バブルの話とシリコンバレーの

イノベーションの関係の中で、この金融市場の崩壊とともに、イノベーションが止まってし

まうんじゃないかっていう不安っていうところが、ちょっと面白いな。私、こういう視点な

かったので、面白いなと思ってたんですけど。私はどちらかというと、イノベーションが止

まってしまったので、金融政策によって何らかの活性化をさせなきゃいけないと思って、い

たずらにお金が回り始めてるとかね。逆の見方もあるのかなと。要は、イノベーションが健

全に行われていれば、金融市場は崩壊しないかもしれない。どっちの関係性のほうが正しい

んだろうな、なんていうことをこの文書を見ながら思っていて、山本さんがこういうロジッ

クを組み立てた、何か意図があれば、やっぱり金融市場がきちんと回ることがイノベーショ

ンを生むんだっていう、そういう結構考えに基づいてるっていうことなんですかね？って

いうところが、ちょっと聞きたかったなと思いました。 

 

山本：ありがとうございます。シリコンバレーにいたときに、シリコンバレーの勝利の法則

みたいなのがあって、人物金とかいうのがあったんですよね。人の部分はご存じだと思いま

すけど、スタンフォードとかいろいろ優秀な方がいて、その人たちが卒業していって、そう

いうスタートアップをつくると。物のところは、そういう、さっきのコワーキングスペース

じゃないですけど、いろんな人が集まって、知恵を出し合って、ビジネスモデルなり、新し

いビジネスモデルなり、新しい技術をつくる。金の部分は、そういうベンチャーキャピタル

なんかも集まってますけど、そういうスタートアップが大きくなって、その大きくなったス

タートアップが、また新しいスタートアップに投資するっていうことで、ぐるぐる回ってる

といったとこだと思うんですよね。 

 ご存じかと思うんですけど、Amazonなんかも、結局創立して 10年かなんかはずっと赤字

だったんですよね。その間、やっぱりどこかがお金を出し続けてくれていて、お金なしでは
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継続できませんので、それで、今の Amazonがあって、それが新しいイノベーションを生み

だしたり、また新たにできてきたイノベーションを加速するために投資をしたりといった

ことが成り立ってたと思うんですよね。今回、上場中止っていうことで、もちろん中身がな

いところにお金が、単に集まらなくなったっていうところなのかもしれないですけど。そう

いう意味では、お金が例えば、今、余っていて、それが市場に入っていて、バブルの崩壊を

生み出すというとき、ことになったときに、お金の出どころがなくなってしまうので、そう

すると、さっきの勝利の法則の一つがなくなってしまう。そうすると、イノベーションがや

っぱり止まっちゃうんじゃないかなっていうのが、ここの、私はちょっと単純にそういうふ

うに考えたっていうとこですね。 

 

藤山：ありがとうございました。いい議論だと思います。それは、今の吉田さんの感覚も山

本さんの感覚も、経済学的には両方とも正しいとされてる場面ですよね。ただ、短期的な話

ですよね。イノベーションが金融危機によって、バックアップがなくて。だから、たまたま

そこのときに起業しようと思ったビジネスがつぶれたり、技術開発が進まなかったりって

いうことは、それはあると思いますが、未来永劫そうなってくるっていうことではない。 

 

山本：ないですね。 

 

藤山：ね。そこのところはあるかと思います。では、また、山本さんの提起された問題にい

つ返っていただいても結構なんで、次に、齋藤さん、お願いできますでしょうか。 

 

齋藤：はい。 

 

藤山：それで、最初の、最初のプレゼンは 3分で、質問なり意見、それに質問なりの意見な

りなりっていうのは 1分半くらいで、まとめていただければと思います。全体が 15分なの

で。 

 

齋藤：3分ですね。皆さん、ありがとうございました。ちょっと、正直、この期間、この 1

年半くらいって、自分のキャリアの中でも、かなりタフな時期で、やってるプロジェクトも

いろいろ問題があったりしてね。このコロナで、いろいろ環境が変わって、それでもリアル

ワールドでの仕事を回していかなきゃいけないとか、そういうのもありながら、ただ、これ、

せっかくの機会をいただけたので、絶対に 1回も休まずに出席すると、それを誓って、きょ

う、これで最後まで欠席なしで出れたのが非常によかったなと思っております。 

 

藤山：素晴らしいです。 
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齋藤：これだけは頑張ろうと思っておりまして。ちょっと事前の議論になかなか僕も、読む

のが精いっぱいで、できなかったのが非常に残念だなと。もうちょっと深い学びができたな

というのが、非常に心残りで、本は、課題図書はもう一度読み返したりしたいと思ってます。 

 1回、僕もちょっと書いたんですけど、3規範の揺らぎうんぬんはちょっと皆さんの議論

で置いておくとしながら、一番はやっぱり自分自身、よく、自分とは何者かということがよ

く分かりました。ここ、自分の中のかなり大きな部分占めてない、企業人であったり、私は

エンジニアなんでエンジニアであるというところが半分以上、60 パーセントくらい占めて

ると。消費者として 30パーセント。教育者って書いてあるのが、家で子どもが 3人いるの

と、上司として部下を持って彼らを育てるみたいなこと、多少は考えたりするんですね。あ

えて教育者って書きましたけど。多少投資には興味あるけど、そんな積極的にはしてなくて、

たった 3パーセント。本当は、一番大事かもしれないっていう世界市民的な、市民としての

自分みたいな、この義務とか含めて、貢献も含めて考えると、たかだか 2パーセントくらい

しか、実はなかったのかなと。非常に、自分自身の頭とか心は偏ってたんではないかなと。

それが、この全 15回、16 回を通じて、気付けたことです。 

 その気付かせていただいたのは、いくつかあって、一つは歴史に学ぶというところで、こ

れ、歴史、別にそんな好きなわけではなくて、歴史小説を読んだりしますけど、ただ網羅的

にというか、しかも西洋史から、思想の流れだったりとか、あるいは民主主義とはとか、あ

とは科学の歴史、こういうのもちゃんと向き合ったことはなくて、われわれ人間が、一番最

初の冒頭に、自分自身、次はどこに向かうのかを考えたいですって、一番最初に、偉そうに

言ったんですけど。そういう意味で、そもそもどこから来てるのかがちゃんと分かってなか

ったなということ、よく理解いたしました。 

 ニューノーマル。キーワードだけでいうと、ニューノーマル。今、このコロナ禍で、グレ

ート・リセットとか、いろいろ言われますけど。このタイミングに、こういうリベラルアー

ツの研修に参加させていただいて、いろいろ議論を聞かせていただきながら、自分の中の枠

組みが壊れていくのを感じているときに、世の中もこれだけ大きく動いていて、なんかの必

然というか、関連があるのかなと思っています。そんな中で、いろいろ、いろんな先生がた

が、もちろん専門的な中身もそうなんですけど、例えば AIの話だったり、例えば生命倫理

の話だったり、かなり難しい、正解が一つに定まらないようなことでも、最後は人間が責任、

人が責任を持つべきで、目指すべき社会をずっと探求し続けて、考えるのをやめないとか、

そういうお言葉がいろいろあって、俺自身、自分もよく量子コンピューターができてきたら、

さすがに人間の頭の想像の範囲を超えたことが起こってきてしまうから、そのときはどう

するのかなと、ずっと思うんですけど。考えるのをやめないっていうのが、一つ、自分の中

でキーワードになりました。 

 あと対話ですね。これ、いろんな先生がた、例えば水島先生も、必要なのはダイアローグ

のフォーラム、広場だとかですね。隠岐先生の、こういうことを、対話をするためのレセプ

ターを身に付けていって、それがサロン的なもので、いろんな異質なものをそこで受け入れ
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ることができるとか。ということで、なかなかこの場で、藤山様がおっしゃったように、な

かなかここで対話まで行かなかったかもしれないですけど。この機会を、この先も継続でき

たら素晴らしいなと思ってます。 

 一番最後がですね、ちょっと長くなりましたけど、人々の生活を豊かにって、これ、日産

自身のビジョンなんですね。エンリッチング・ピープルズ・ライフズっていうんですけど、

ジェネラルに使えるけど、僕自身、非常に共感をしています。なので、目指すべき社会を探

求し続けるとかですね、テクノロジー使って何をするとか、テクノロジー使って新しいイデ

オロギーをかなえていくとか、いろんなキーワードを自分なりに見いだしたんで、それを探

求したいなと思いますし、未来は予測するのではなく発明するものだ。「The best way to 

predict the future is to design it」と、中島先生がおっしゃってたんですけど。これは

非常に共感して、将来を憂えるだけではなくて、自分もそこの一員となってつくっていきた

いなと思いました。ていうことで。ありがとうございました。 

 

藤山：ありがとうございました。これ、キーワードが書いてあって、しかもこれ、7人か 8

人の先生の言葉がうまく入ってて、素晴らしいですよね。いいところがちゃんと出てて、そ

の先生のヒューマニティーみたいなのが分かるような言葉のところが抜かれていて、それ

を全部つないでいくと、齋藤さんの人格が分かるみたいな構造になってて、素晴らしいんじ

ゃないかと思いました。 

 

齋藤：おいしいところだけを載せていただきました。 

 

藤山：でも、これ、自分の枠組みが壊れるとか、自分を知るとか、自分はこういう人だった

んだとか、まさにリベラルアーツの、愛知ですね、フィロソフィーっていうか、知を愛する

っていう立場に立たれたのかなという感じがいたしますけど。齋藤さんに一言、どなたか声

を掛けていただけませんでしょうか。どなたか手を挙げてください。小原さん、どうですか。 

 

小原：すみません。迂闊にしてました。私も日産さんとずっと仕事してきたので、最後の人々

の生活を豊かにするというところはすごく、研究所とか、あの辺の方と話してても、皆さん

に結構共通してるなという思いがあったんですけど、今回、新しい車、デザインされました

よね。そこに至る過程で、今回の講座で何か気付いて、次は設計の方法変えようとか、何か

湧き上がってきたものが何かありましたかという質問をさせてください。ちょっと話がそ

れましたけど。 

 

齋藤：なかなか難しいですね。なんですかね。けして、今まで違ったとは思わないんですけ

ども、世のため人のためじゃないですけど、三方よしでもないですけど、社会のためも含め

て、迷ったらそこへ立ち返るというか、そういうことをこんなときだからこそ、こんなとき
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っていうのは会社自身が非常に厳しいですし、世の中からは、なかなか元会長の 1件以来、

いろいろ SNS なんかもコメントを見ると、かなり辛辣なことも書かれていて、日産なんかな

くてもいいって書かれることもしばしばあるんですね。そのたび、悔しいですし、ですけど、

中でいる人間としては、やっぱり存在している意義、意義、意味がある、価値があるという

か、そこをもう一度ちゃんと示したいなというの、あまり奇をてらうのではなく、それを着

実にやりたいという、あんま変わらないですね、だから、そういう意味で、すみません。 

 

小原：ありがとうございます。 

 

藤山：どうですか。他。自分のときも寂しい思いをしないように、今のうちに手を挙げとい

たほうがいいと思うんですけど、いかがでしょうか。どうですか。 

 

吉田：じゃあせっかくなので。私も最後の日産さんの豊かな生活っていうところを目指して

るんだっていうところは、なるほどなと思って、すごく印象に残ったんですけど。車ってい

うものを提供するっていう、物質的な豊かさと、あとはその中の生活を豊かにする、心を豊

かにする。だからどういう豊かさっていうのを求めてるのかなっていうところは、あらため

ていろいろ教育を受けると、豊かさの価値観の違いみたいなところは、結構私もすごく気に

なったところで、この日産さんが会社として考えてるところっていうところと、齋藤さん自

身が考えているところっていうのは、同じなのか違うのかみたいな、その辺少し聞かせてほ

しいなと思いました。 

 

齋藤：ありがとうございます。いや、なかなか難しいですね。哲学的なような。いや、正直

言うと、これ、コロナ禍でコロナになったときにも、一言感想言った気がするんですけど。

モビリティが止まったんですね。おかげで、今、技術開発で CO2とか環境負荷削減とか一生

懸命やってるんだけれども。早い話が、車なんか乗らなければ、インドから、きれいなエベ

レスト、インドや中国からエベレストが見えたとかじゃないですけど、要はわれわれが作っ

て売る製品が、必ずしも正義ではないということ。利便性のために必要な物ではあるんだけ

ども。やっぱりそれが使わなきゃいいんじゃんっていうことになるのも。そういう意味で、

ないことも豊かなのかなと。必ずしも全て物を手に入れていく、すてきに囲まれていること

が豊かなだけではなくて、それを我慢する豊かさみたいなのもあるなと思いました。 

 そうすると、商売としてはきっと立ち行かなくなるところが、厳しいところがあって、そ

れと、ただ単に車を作り続けていいのかと。それが EVになったり、それで社会のいろんな

インフラの一角を担うと、モビリティの一角を担う、そういうものになっていくんだけれど

も。例えばトヨタさんなんかでまちをつくるぞと言って、あれはもう突然完全にパラダイム

シフトされていって、かなわないなという、正直な感想を持ったりとかしました。そういう

意味で、今回いろいろ学んで、ちょっと自分の微力な中では、何ができるか分からないんで
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すけど、それくらいやっぱりちゃんと真剣にそのパラダイムシフト的な会社の在りようと

いうのを考えなくちゃいけないなというのは、30 年とかそれくらいではなくて、もうちょ

っと先まで考えて、正解のないうちは考え続けてっていうことをしなきゃいけないなとい

うふうに思います。 

 

藤山：ありがとうございました。 

 

吉田：ありがとうございます。 

 

藤山：城戸崎さん。 

 

城戸崎：齋藤さん、ありがとうございます。僕もフル出場で、2 人だけだって聞いたんで、

ちょっと齋藤さんのを読んで、ちょっと面白いなというか、自分なりにちょっと興味があっ

たところが対話のところで、異端の意見に関する討論を認めることで、相まみえないものを

統合して、統合する役割を持つとかいうところで、特に齋藤さん、プロジェクトをやってた

り、ルノーさんとかいろんなところと一緒に、多様な人たちと関わって仕事する、してると

思うんですけど、今回の研修を受けて、そういったいろんな人と付き合ったり、異能をうま

く活用するとか、そういったところって、何か実際に気付いたりやってることがあるのかな

と思って、ちょっとお聞きしたいなと思いました。 

 

齋藤：ありがとうございます。これ、難しいですよね。これを受けて、何か自分が変われた

っていうか、よくなれたかということは、あんまり実感してないんですけど。やっぱり、例

えばルノーの人たちなんか見ても、雑談が多いですね。雑談しますね、うまくね。ちょっと

コーヒー、コーヒー飲もうぜって言って。議論を戦わせる、意見を戦わせるとこは、徹底的

にやるんだけど。1歩離れて、例えばお昼も、ワイン飲みながらお昼食べたりなんかすると、

その場では、自分の本心というか、本音というか、根っこのところは自分はここにあるけど、

だけどやっぱり仕事の上では、これをこういう形で組織として導きたいから、こういうこと

を俺は言ってるんだっての、そういうときにはポロッと言ってくれたりするんです。会議の

場だけだと、何だこのやろうと思うんですけど。うまいなと。こういう。だからご飯を食べ

ないと、酒飲ませないと、本当の仕事ができないって言われるんですけど。そこに通ずるか

なという。サロン的なところで、ちょっと 1 歩引いて、みんなで真理を探すみたいなこと

は、真理かどうか分からないですけど、そういう少し緩さが必要なのかなとは思います。 

 

城戸崎：柔軟性とか。緩さとか。受け皿が広がるみたいな。 
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齋藤：はい。 

 

城戸崎：なるほど。ありがとうございます。 

 

齋藤：ありがとうございます。 

 

藤山：専門のところだけでぶつかり合ってるだけだと、局面は打開できないっていうのはあ

りますよね。だから商社員も年中、お酒の世界に持ち込もうとするのは、そういうことなの

かなと思いますけど。星野さん、お願いします。 

 

星野：ありがとうございます。最後のレポートじゃない、感想文の最後の所で、未来は予測

するものじゃなくつくるものだっていうところは、私も非常に共感するところでございま

す。ちょっと一つ前の議論に戻るんですけれども、日産さんとして、やはり移動する手段を

提供している会社かなというふうには思ってございまして、弊社も移動するためのエネル

ギーを供給してるような会社であって、われわれも、今、コロナがこういう状況の中で、移

動する価値ってどういうところにあるのかなっていう議論をよくしていて、人間って移動

したいのかな。それとも、こういうふうに、こういう手段、Zoom とかこういう手段があれ

ば、移動しなくてもいいのかなっていう、結構分かれたりするんですけど、その辺りって、

今回のリベラルアーツとかも含めて、そういうことを考えたりすると、どういうふうにお考

えかなって、移動する価値みたいなのをお伺いできればなというふうに思いました。 

 

齋藤：例えば山本さんなんか言ってた、シリコンバレーのイノベーションは、特に ITの領

域で、デジタルワールドは資源の制約がなく、圧倒的な価値の創出ができるみたいな、そう

いうことにつながっていくと思ってますと。だとすると、デジタルワールドでいろんなこと

が起これば、それでいろんなことがいっぱい価値が生まれて、それでそれが還元されてハッ

ピーじゃないかとなる気がするんだけども、でもやっぱりわれわれが生きてくためには、物

を、食事を取らないといけないし、本当に物理的に何も動かないで、リアルな生活が回るか

っていうと、そういうことではないから。やっぱりそういう意味では、本当に必要なものは

残る、残っていきますよねと。 

 あと、ちょっと分からないんですけど、人は移動したいのかと言われると、したいんでし

ょうね、やっぱり旅じゃないですけど、仕事の上で必要に迫られて飛び回るのと、あとやっ

ぱり自分の冒険をして見聞を広めていきたいっていう、将来の願望があるんではないかな

という気がしてます。皆さんもそうかなと思うんですけど。 

 例えば、昨年度は僕も、そうだな。2カ月に 1回は少なくとも海外へ出張があって、かな

り飛び歩いてましたけど、今年に入ってから、一切なしです、海外。そうすると、これでも

回るじゃんっていうのもありながら、だけどやっぱり行って、あんなにむかついたけど、フ
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ランス人の顔みたいなって、ちょっと思ったりとかしてるんで、だし、車屋としては、例え

ば今回も非常に悩んでた、まだちょっと決めきれてないですけど、アメリカの市場に出す車

をちゃんとそこで評価したいんだけど、自分も行って、本来だったらすぐに行って乗るんで

すけど、今回さすがにちょっと、その前後を考えると物理的に僕自身行けないなってことで

諦めてますけど。そういったことができなくなるので、だからやっぱり必要なところは、物

理的に自分がそこにいると、移動するということは必要。残るだろうなと。 

 

藤山：ありがとうございました。いい対話が続いてると思いますけど、時間がどんどん過ぎ

ていくので、佐藤さんに、次、お願いしたいと思います。3分間くらいでお話をしていただ

いて。 

 

佐藤：はい。すみません。ちょっと遅れて参加なので、齋藤さんの途中からになります。齋

藤さん、当初ずっと同じグループで本当にありがとうございました。 

 

藤山：今度、佐藤さんが主人公の番ですから。 

 

佐藤：すみません。はい。ちょっとじゃあ私の感想文ですけれども、そもそもちょっと参加

できない講座が多かったので、全体を本当にしっかりと理解することはできなかったんで

すけれども、非常に勉強させていただく機会が多かったです。ちょっとそれを、ちょっと思

うがままに記させていただいたんですけれども。まずやっぱり 3規範っていうものと、グロ

ーバリズムに対する気付きと思考っていうところなんですけれども。市場原理とか民主主

義とか科学技術っていうのが、いろいろあるっていう話は、もちろんこれまでもいろいろな

勉強したっていうのもありますし、私はやっぱり文部科学省なので、こういった科学技術な

んかを中心としていろいろ考える機会っていうのが、常日頃あったりするわけですけれど

も。こういうものを俯瞰的に考えるっていうことが、意外にあるようで、日々の業務の中で

ないこともあったので、非常に新鮮でした。 

 特に今回の研修受ける前ですけれども、トランプ政権の話とか、各国の経過とか、イスラ

ミック・ステイツみたいな、予測困難、予測困難っていう中で、どう考えるんだっていう話

がずっとあったわけですけれども。そういう中で、単に受け身で考えるんじゃなくて、やっ

ぱり政策側にいるので、それをどういうふうに考えて、自分たちのこととして主体的に考え

るべきかっていうところを、常に実は意識しながら、いろんな講師のかたがたのお話を聞か

せていただいていました。 

 日本政府っていうと、最近 Society5.0 っていうことで、農業主義からどんどん、狩猟時

代からどんどん農耕っていうふうに発展してきて、産業革命を経て、Society5.0 とか、イ

ンクルーシブネスっていうふうに言ってるわけですけれども。今日的な民主主義っていう

のじゃ、Society5.0 でいう、インクルーシブネスっていうのが大事なんだと。例えば LGBT
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とか、障害者も健常者も併せて生きれる世界とか、そういった、それを一つのインクルーシ

ブネスというのを今日的な民主主義なんだっていうふうに捉えたとすると、やっぱりお話

伺ってて、そうだよなと思ったのは、すごく市場主義っていうのがとか、それから民主主義

の中でのバランスっていうのがすごく崩れてきてるっていうお話は、本当に先生たちのお

話を伺いながら感じました。 

 そういうときに、実はこれ、民間の方々で技術開発とかされてる方々なんか、今の車の話

なんかもまさにそうだと思うんですけど。やっぱり科学技術とかテクノロジーっていうも

のが間に立って、実はそういう揺らぎの部分とか、接続的にしっかりうまく機能して、それ

が人々の弱者を支えるとか、それから経済的な発展を支えるとか、あとはやっぱりお金的に

は豊かかもしれないけれども、気持ち的に豊かではない人の、何か一助になるとか、そうい

う科学技術とかテクノロジーってものが間に立って果たせる役割っていうのは、実はすご

くあるんじゃないかなということを考えました。ただ、どこかでもあったと思うんですけど、

科学技術っていうものへ行ってたときに、やっぱりそれを使う際の倫理、規範っていうのを

どう考えるのかっていうのは、やっぱりすごく大事で、例えば iPS細胞みたいなものとか、

そういうものを、じゃあどこまで使っていいのかとかっていう、医療の問題と、それからそ

の倫理の問題っていうのもあるでしょうし。 

 あと最近で言うと、Dual useですよね。人々のためになると思ってやってたんだけれど

も、それが難しい話になるとか。そういった意味で、すごくアカデミアっていうものの責任

とか重みっていうの、僕は日々アカデミアの先生がたを相手に仕事させていただいてるの

で、そういう意味では、最近のちょっと政治的な話もありますけれども、アカデミアの果た

す役割っていうのはすごく、今、特に重くなっているんだろうなっていう気がします。まさ

に実は今回のこのフォーラム、このセミナーの場、研修会の場っていうのは、まさに実は先

生がたが、アカデミアの先生がたが来られて、僕らが、民間企業であったり役人みたいな人

間がそういうお話を聞いて、やるっていうのは、一つの対話だと思うので、こういった対話

自体をやっぱりどんどん広げていく、深めていく。それで、アカデミアに対する理解とか、

そういうものを僕ら自身がやっぱり深めていくっていうのは、特に今後、そういうのが必要

になってくるんじゃないかなっていうふうに思いました。 

 僕、仕事柄、グローバリズムっていうの、本当に実は是として捉えるべきというふうにず

っと考えていて、特に日本の場合は、少子高齢化で、生産年齢人口減少するとかって言って

る中で、世界との共生がないと、日本の将来ってないだろうと思ってて、グローバリズムを

是として受け入れなきゃいけないって、ずっと思ってる、今でも思ってるんですけども。そ

のときにグローバリズムの揺らぎと課題っていうのを、いろいろ学んでいく中で、じゃあそ

れに代わる丸々イズムみたいなのがあるのかなっていうのは、なかなか今でも答えがない

んですけれども。そういう中では SDGsっていうのは、ちょっと前までは結構、国連がきれ

いごと言ってるよねっていう意識で見てるところはあったんですけれども、実際一つ一つ

深く追求していくと、やっぱりこの SDGs って、ある意味よくできていて、ここに書かれて
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いるようなことっていうのは、倫理的結束体として機能するんじゃないかなっていうこと

は、ちょっと思った次第です。 

 研修全体を通じてちょっと思ったのは、本当に民間のかたがたを中心にして、どういう考

え方をしてるのかっていうの、すごい聞いてて面白くて、なるほど、そういうふうな見方し

てるんだとか、そこはすごく参考になりました。でも本当にお世話になりました。ありがと

うございました。 

 

藤山：ありがとうございました。佐藤さんは、いわば私にとっては、親会社の人なんで、ど

なたか民間のほうの人から、私の親会社の先生に。 

 

佐藤：いや、親会社じゃ(笑)。 

 

藤山：今、お話をしていただいたことに何かコメントをいただける方、いらっしゃいません

か。どうでしょう？ 一番、川名さんが近いのかな？ 

 

川名：近いと思います。近いっちゃ近いと思うんですけど。 

 

藤山：先生なんで。 

 

川名：ありがとうございます。いや、今の佐藤さんのお話で、文科省としての佐藤さんはと

ても話しづらいと思うんですけど、昨今の政治と学問の関わりっていうところがあって、お

書きになった文書を拝読すると、国民との対話を重ねて理解を得ていく必要があるんじゃ

ないかというようなご指摘があったと思うんですけれども、つまりそれっていうのは、例え

ば今の学術会議の問題なんかでも、学術会議独自の論理を振りかざすのではなく、やっぱり

こういった世論の意見に耳を貸しながら、学術会議そのものも態度を調整していくと。そう

いうことが必要なんじゃないかって、そういう意味で捉えてよろしいんでしょうか。 

 

佐藤：ありがとうございます。学術会議の話は非常にしづらいんですけれども、学術会議で

あってもそうでなくても、すごく思うのは、僕も国立大学に、京都大学に 3年ほどお世話に

なって、本当に京都大学って愛すべき大学で、素晴らしい先生がたがすごいいらっしゃった

んですけども。そこで本当に痛感したのは、やっぱりいろんなタイプの先生がいらっしゃる

んですけれども、やっぱりとにかく科学を追究するのが面白いから私はやっていると。国立

大学なんだから、それは国が面倒見てくれるの当たり前だろうって言って、とにかく自分の

やりたいことだけやってる先生もいらっしゃる一方で、やっぱり自分のやってることが社

会にどう役に立つのかみたいなことを考えてやってる先生も、いろいろいらっしゃって、そ

ういういろんな立場の先生たちを、僕、すごいお支えしたいなって、尊敬の念も持ちながら、
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ある意味愛情も持ちながら、ずっと接してやってきたつもりなんですけど。 

 ただ、それって、すごく限界があって、税金入れてるわけですから、だから、そういった

ときに、やっぱり実はこの研究をやることにとか、こういったアカデミアの存在価値ってい

うのはここにあるんだよっていうことは、俺にただやらしてくれ、それを守ってくれってい

うことではなくて、やっぱりアカデミア自身が、それは社会に対して説明をしていかなきゃ

いけないと思うんですね。そうしないと、やっぱり社会の中で、大学って必要だよねとか、

最近はよく大学の数が多過ぎるとか、そういう話もあったり。要は役に立たない研究をやっ

てる、あの研究会は要らないんじゃないかとかっていう、すごい乱暴な議論があるんですけ

ど、私はけしてそうは思わないんですけれども。むしろそういうものを守っていくためにも、

広げていくためにも、そういったよさっていうのは、アカデミア自身が説明する責任がある

んじゃないかなっていうのは、すごく日々の仕事でも感じてます。 

 

藤山：ありがとうございました。SDGs や Society5.0に注目をっていうか、当然なんでしょ

うけども、しているったら、これ、目標で、上手に価値観を排除して、共通、最大公約数部

分を目標として掲げてるから支持を受けるんであって、その次の階層に価値の選択ってい

うところがあるわけですよね。実行していくためには。そこがしんどいですよね。それをど

うやって決め、価値を優先順位を決めていくのかというのが。城戸崎さん、お願いします。 

 

城戸崎：佐藤さん、ありがとうございます。お話聞いていて、アカデミアの役割に対すると

ころとかよく分かって、あと SDGs に対してっていうふうに考えたときに、今、コロナで、

経済が厳しい中で、いろんなところで公的資金が投入されていると思うんですけど、その公

的資金を投入するときに、何か経済がピンチのときに投入するだけではなくて、ある意味、

今、政府のが有利な立場というか、どんどん助ける立場にあったときに、大きく変えるチャ

ンスというふうに捉えることもできるのかなと。そうしたときに、今、コロナのこういった

時代において、これから SDGs的に、ある意味クリーンエネルギーを強化するとかいうよう

なときに、ある意味いろんな条件を付けて、そっち側のほうを成長させて、国の役割ってい

うものをある方向にもっていくっていう考えもあるのかなって、僕は思っていて、そういっ

た考えに対して、ちょっと佐藤さんのご意見を、ちょっと聞きたいなと思って。 

 

佐藤：ありがとうございます。いや、おっしゃるとおりですよね。ピンチって、ある意味、

チャンスだと思っていて、例えば大学に限定して言うと、今、これ、留学生交流が一気にス

トップした中で、留学生、国際的な移動ができなくなった。じゃあみんな留学諦めてるかっ

ていうと、そうじゃなくて、これ、留学に限らずそうですけど、今、一気にオンラインが進

んでいるわけですよね。だから僕らの中で、今、話をしてるのは、やっぱりオンラインにあ

らためて、今まで、オンラインって通信教育でしょうって言って、絶対に認めなかった、そ

れこそ頭の固い先生たちも強制的に、今、そこに入っていくことによって、実はやってみた
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ら使える部分もあったって。やっぱり対面じゃなきゃ駄目なのもあると思うんですけど、オ

ンラインが一定程度効果あるよねっていうのが分かったので、やっぱりそれは時計の針を

戻さないべきだよねっていう話はしていて、だから仮にコロナがなくなっても、オンライン

のよさをうまく使いつつ、対面と混ぜ合わせてやってったら、ブレンドで、ハイブリッドで

やってったらいいよねって話をしているんですけど。 

 ただ、これはある意味、われわれが意図してやったというか、これしか方法がなくてこう

なったっていうところなんですけど。一方で、ちょっと今、お話聞いてて、すごくある意味

気を付けなきゃいけない。自分たちが気を付けなきゃいけないなと思ったのは、じゃあ僕ら

がこれを使って、もうこっちに方向もってっちゃおうって、ある意味政策を作ったときに、

それが果たして正しい方向性なのかどうかっていうのは、多分、しっかりした検証みたいな

の、後で考えることだと思うんですけど。それがやっぱり、ちょっと慎重さはあってもいい

と思っていて、やっぱり一つのことやると、プラスの影響受ける方もいれば、実はマイナス

の影響受ける方も、今回の河野大臣のはんこなんかも、やっぱり実ははんこの業界っていう

のがいらっしゃるわけですよね。だから、はんこの業界だけを守らなきゃいけないみたいな

話はないと思うんですけど。 

 やっぱり社会っていうのは、いろんな方々で成り立っているので、その社会をこちらの方

向行きますよっていうときに、決めるプロセスっていうのは、できるだけ多分、透明なほう

がよくて、そこには多分、対話があったほうがよくて、そのときの対話の質の高さとか、透

明性の度合いとかっていうのは、実は今回研修で学んできたような、実はリベラルアーツと

か、そういうものっていうのが個々のベースとしてある・ないっていうのは、実はすごく大

きく出てくるんじゃないかなって気はします。 

 

城戸崎：ありがとうございます。 

 

藤山：佐藤さんみたいな官僚ばっかりだったら、素晴らしいことになると思うんだけどね。

じゃあ星野さん、お願いします。 

 

星野：佐藤さん、ありがとうございます。今、お話の中で、産官学みたいな話があって、皆

さんの感想の中にも、企業、民間企業に勤める、私もそうですけど、の意見とか言うと、聞

けてよかったっていうお話が、複数の方からあったかなっていうふうに思ったんですけれ

ども。これだけ産官学が叫ばれてる中で、比較的産官学の連携というか、コミュニケーショ

ンとかっていうところが、ある程度何となくできてきつつあるというか、それなりにできて

るのかなっていうふうに思っていた中、やっぱりそういった、そういうことが聞く機会があ

んまりないのかなっていうような意見も感じ取られて、もう少し産官学のつながりを強め

るべきというふうにお考えなのか。あと、そうなったときに、じゃあ企業側として、どうい

ったアプローチをするのが、企業側に足りないこととかっていうことを思われてることと
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かあれば、ちょっと教えていただきたいなっていうふうに思いました。 

 

佐藤：ありがとうございます。産官学は、やれるなら、どんどんやった方がいいと思います

ね。やっぱり僕らの政策というのも、国民を幸せにするためのものですし、国民の幸せって、

多分経済的豊かさと精神的豊かさっていうのがあると思うんです。物質的豊かさっていう

のがあると思うんですけど。やっぱり両立しない、させないといけないものだと思うので、

そういう意味では企業のかたがたが、われわれ政府、官僚とか、大学と一緒になって、物事

考えるっていうのは極めて重要だし、やっぱりそういう対話していかないと、お互いの考え

てることって分からないと思うんです。すごい厳しい言い方をすると、企業は CSR、CSRっ

ていっとき、よくおっしゃってたと思うんですけど。そこがすごくきれいごとでやってる部

分もきっとあって、政府は政府で、これが、産学のためになるんじゃないかと思いながらや

ってても、もしかしたら独り合点でやってるところもあるかもしれなくて、だからそういう

ときに、僕はやっぱりどんどん積極的にやるべきだと思うんですけど。 

 僕は教育やってますので、キーワードはやっぱり若者たちで、子どもたちで。子どもって、

これからの時代、背負っていくのは僕らの子どもたちで、これから僕らが年取った、老後を

支えてくれるのも子どもたちなので、やっぱり子どもたち、若者たちが、すごく住みやすい

世界、いろんなことをチャレンジできる世界っていうのを、どうやったらわれわれが産官学

それこそ一緒になって育てて支えてあげれるかっていうのを、多分、考えるっていうことだ

と思うんですよね。 

 さっき齋藤さんおっしゃってた、トヨタのまちつくるっていう、あれ、すごいですよね。

でも、ああいうことって、もしかしたら、今からじゃあちょっと一緒になって考えませんか

っていうことできるかもしれなくて、じゃあ明日僕と齋藤さんが会って、ちょっと何かやれ

るか一緒に考えましょうよっていったら、もしかしたら何か面白いアイデアが出てくるか

もしれなくて、それをじゃあ ENEOS のほうで何かちょっと考えてくださいよって星野さん

に持ってくっていうのも多分あってもよくて、そんな動きっていうのはいろいろあると思

うんですよね。 

 最近例えば東京大学が大学債っていうの始めましたけども、実はあれ、京都大学にいると

きに僕が某証券会社の方とずっと話をして企画書も作ってたこともあるんですけど、やっ

ぱりそれも一つの産学連携だと思うんですね。京都大学と証券会社がこういう大学債作っ

たら、もっと市場からお金集められるんじゃないかっていう。これ、大学の技術力っていう

か、持ってる経験だけではできなくて、でもその証券会社だけではできないので、だから本

当、話し始めると、多分いろんな可能性がすごくあって、それはやっぱりいったら、胸襟開

いてどんどん話してみませんかっていう世界っていうのは、どんどんつくったらいいと思

います。 
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藤山：ありがとうございました。産官学の連携では、多分、なかなか表面のところしかでき

なくて、一番大事なのは、産官学、人を全部動かしちゃうことですよね。少なくとも日本人

口の 2割くらいの人が、産官学のうちの二つはやってると、1割の人は三つやってるという

くらいのライフタイム設計をして、人を育てていくことをしないと、やっぱり欧米っては、

この間の垣根低いですよね。ここが非常に重要かなと思いますね。山本さん、お願いします。 

 

山本：佐藤さん、ありがとうございました。多分、どっかの途中の回で、少しお話が出たも

ので、お聞きできてなかったところで、もう一回ちょっとお聞きしたいなと思ってるのは、

このリベラルアーツを学ぶのはいつがいいかっていうところですね。文科省として、文化も

科学技術も教育もスポーツもやられてるっていうことで、いろいろな観点で、小さい頃から

リベラルアーツを体得するっていうか、知識として入れるだけじゃなくて、体験として学ぶ

とか、そういうところから始まって、まさに今やってるような大学とかで、ステムとかが、

今、川名先生か、ちょっと忘れちゃいましたけど、そういうものが実用的に必要な部分って

いうのが重要視されてるけど、でもリベラルアーツもやっぱり必要だよねっていうことで、

大きくなってから学ぶのがいいのか。佐藤さん個人としてで、多分、いいと思うんですけど、

この研修を受けて、あれ？ 佐藤さんは受けられたんですかね、これ。先生として入ってる

んでしたっけ？ 

 

佐藤：研修生です。 

 

山本：研修生なんですね。受けられて、その辺の感覚が変わったとか、こうしたほうがいい

んじゃないかっていうのがあれば、ぜひやっぱり教えていただきたいなと、それを実現する

方向にもっていただければと思っています。 

 

佐藤：リベラルアーツって、多分、僕の個人的な考えで、すみません。申し上げると、高校・

大学でなんだと思いますね。中学校とかっていうのは、リベラルアーツがそもそも何なのか

っていう定義から、多分必要だと思うんですけど。某放送会社の社長さんに話をしたら、「リ

ベラルアーツ、リベラルアーツが大事だ、大事だ」って、「だから大学でちゃんとリベラル

アーツを勉強させろ」って、すごいある講演会でご一緒になっておっしゃってたんで、「リ

ベラルアーツって、会長のおっしゃるリベラルアーツって、なんですか」って言ったら、「ア

フターファイブだ」っておっしゃってたんですけど。そういう感覚を持ってるかたがたが、

多分すごくいらっしゃって、でも今、今回われわれが学ばせていただいたものをリベラルア

ーツだとするんだったら、やっぱりそれは高校・大学なんだと思うんですね。 

 それはやっぱり生き方の複線化とか、キャリアパスとかアカデミックパスの多様化って

いうのが、さっきいろいろ藤山座長もおっしゃったようなことだと思うんですけど、すごく

大事で、アメリカなんかは、僕、アメリカの大学出てるんですけど、やっぱりレイト・スペ
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シャリゼーションっていって、専攻を決めるのが 3年生になるときだったりとか、それから

ポリティカル・サイエンス・メジャーだった人が、あるとき突然、バイオロジー・メジャー

とか、医学部だった人が突然政治学部に入ってくるとかって、すごくしょっちゅうあるんで

すよね。 

 そういう複線的な生き方っていうのが許容されていて、それってなんで起こるかってい

うと、みんな高校・大学に入ってきて、いろんなものを学んだ結果、あれ、なんかこれ、俺

やってるの、ちょっと違うよなとか、僕の関心はこっちなんじゃないかっていうのを思うわ

けですよね。そういうものが考えさせるっていうのは、やっぱり僕は中学校とか小学校で教

えるリベラルアーツって、また別な意味があると思うんですけど。むしろそういうリベラル

アーツを素直に受け入れるだけの、多分、ベースとなるものを、多分初等レベルの教育では

学ぶべきで、中等教育、高等教育で、初めてこういうリベラルアーツみたいなことを教えて

いくと、自分の興味関心をもうちょっと知っていく。自分の専門分野、自分の生きてく道っ

ていうのを見定めていくときに悩ませる。あえて悩ませるっていう意味では、すごく大事な

のかなと思いますけど。 

 

藤山：ありがとうございました。非常に本質的な話まで行って、非常によかったんじゃない

かなと思います。佐藤さん、ありがとうございました。 

 

佐藤：ありがとうございました。 

 

藤山：それじゃ佐倉さん、お願いします。 

 

佐倉：佐倉でございます。まず、本当にありがとうございました。こんな貴重な機会をいた

だけて、本当に、自分にはもったいないくらいだなと思いながら、毎回、講座を聴いており

ました。非常に 3規範、そういう、基づくプログラム組まれているということで、多面的あ

るいは重層的な学びを得ることができたなとは考えております。 

 自分自身は、本当に、大学は経済学を専攻して、銀行に就職して、ずっと金融に従事して

きたということで、この研修会っていうのは何だったかっていうと、本当に自分が生きてき

たこのキャリアっていうのが狭い領域だったなということで、自分が知らない、何も知らな

いなということをあらためて確認するような場になったというふうに思っています。特に、

哲学とか宗教系の話であるとか、あるいは科学技術の話、特に今回受講生のかたがたでも、

技術系とかエンジニアとか、そういう業務されてる方が結構多かったり、あるいは官学のか

たがたもそうなんですけれども、正直自分にとって初めて耳にする言葉も多かったりして、

非常に難しかったんですけれども、知的好奇心が刺激されたなというふうに思っておりま

す。プログラム全体を通じてという意味では、今の経済・社会に対する危機感っていうのは

感じられました。強く感じました。それは、今まで日本、あるいは世界が築いてきた仕組み
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というか枠組みがゆがんできているということも理解できたということでございます。 

 ちょっとここは書いてないんですけど、今回非常に面白かったなと思ったのは、このいわ

ゆる感想文を書くにあたって、事務局の方から今までの発言の一覧というか、エクセル・フ

ァイルでいただいて、自分が何発言したかっていうの、ずっと追うことができたんですけれ

ども、あれがすごく面白く、面白いというか、自分、こんなことしゃべってたんだとか、よ

く分からないこと言ってるなとか、非常に確認できて、あれはあれで面白かったかなと思う

んですけれども。 

 そこで、自分が初回に、この研修会に期待することとして言ってたのが、「今まで銀行で、

特に事業管理ということで、経営戦略いろいろ考えてたんですけども、今まで自分が思って

た戦略っていうのの考え方の延長線上にない、新しいものが何か見つかれば」というような

ことを、最初、冒頭申し上げました。全く的外れではないとは思う一方で、われわれ自分が

考えてた経営戦略っていうのは、極めて経済的というんでしょうか、経済的な利潤というか、

そういうものばかりを見ていて、やや今回のいろいろな重層的な講座を受けた後で考える

と、やや軽薄だったのかなというふうに感じる部分もございました。 

 講座、ちょっと長くなっちゃいましたね。講座、印象深かった講座を挙げますと、瀧先生

の『西洋思想』とか、竹村先生の『東洋思想』、中島先生の『人工知能技術と社会』、堂目先

生の『市場原理と共感』と。瀧先生とか竹村先生は、まさに私が全く触れてこなかったもの

だったので、非常に難しかったんですけれども、興味深かったと。特に善とか愛とかってい

うキーワードで語られてて、東洋西洋、違いがあるんですけれども、それが両方とものキー

ワードになってるっていう点も非常に興味深かったということです。あと中島先生の場合

は、Society5.1 というような形で、大きなビジョンを示していただいたっていうところが、

個人的に非常に面白くて、先ほども話ありましたけど、産官学のベクトルを合わせて、そう

いう大きなビジョン、大きなビジョン掲げて、そういう方向に向かっていくと、何か今のゆ

がみっていうの解決する力になったりするのかなという希望を抱くような、希望を抱かせ

ていただいたということがございます。 

 堂目先生の場合は、私、経済を学んでたっていうのが、非常にこれもまだ表層的だったな

っていうのすごく感じさせていただいて、共感をキーワードにして、いろいろ経済学の歴史

からずっとセンとかバニエとかっていう流れにつながっていくんですけれども、そういう

経済学の根底にある利益の最大化っていうんでしょうかね。市場主義の世界が、ああいうバ

ニエ的な世界につながっていくっていう考え方が非常に個人的にはやや感銘を受けまして、

特にまたそういう目指すべき社会を自分で考えて、具体的に仲間をつくって行動すべきっ

ていうようなメッセージにも非常に感じるところがございました。 

 いろいろ問題あるんですけれども、かつそれに 3 規範を揺るがす問題に対する答えって

いうのも自分でも持ってないんですけれども、なかなか出せなかったんですけれども、やっ

ぱり先ほどの中島先生の申し上げたビジョンみたいなものが、やっぱり必要なのかなと思

っていました。SDGs っていうのが先ほどの話でありましたけれども、やっぱり一つの手段、
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一つのビジョンになり得るのかなとは思うんですけれども、何となくそこの背景にあるも

のとか、あまり理解せずに、自分の会社もそうなんですけれども、やや盲目的に受け入れて

るような感じもしていて、何か批判的な精神を持ちながら、対話みたいなものをしていくこ

とが重要なのかなというふうには感じております。 

 かつ、やっぱりわれわれなんかですと、何となく企業のトップの人がそういう高尚な話を

するっていうのが、すればいいのかなみたいな部分もあるんですけれども、やっぱりそうじ

ゃなくて、われわれ、一人一人がそういうところにも意識しながら、議論していく、考えて

いく。その考えを周囲に広げていくっていうのが大切なのかなというような、非常に抽象的

なんですけど、そういう感想を持ったというところでございます。 

 

藤山：ありがとうございました。佐倉さんは瀧先生とか堂目先生とか、割とヒューマニティ

ーあふれる話に感動されてるところっていうのはありますよね。 

 

佐倉：そうですね。 

 

藤山：そこのところっていうのは、非常に銀行経営の中で、どういうような位置になってく

るのかなっていうのは、今後楽しみなのかなっていうふうに思いますけども。特に、アダム・

スミスですね。アダム・スミスはやっぱり誤解されて、一般的にいって、スコットランドの

啓蒙主義者たちの系譜の中に彼がいるわけで、欲望人とだけ捉えて、あとはその欲望人が欲

望のままに投資をすると、神の見えざる手が働いてなんてことを考えるはずのない人なん

ですよね。だから、思想的な系譜でいうと、ロックであるとか、そういう人たちと近い世界

の素養があるわけだし、根を言うと、ストア哲学だとかそういう世界にもつながっていく禁

欲的な場面っていうのも持ってるので、アダム・スミスの提起した問題を泥にまみれさせた

のが経済学の歴史だっていうような感じがするくらい、アダム・スミスの著作っていうのは、

読んでみると、特に『道徳感情論』は読んでみると、崇高な感じがしますよね。はい。梅原

さん。 

 

梅原：どうもありがとうございます。佐倉さんは、金融・銀行の方いらっしゃるの、私、実

はあまり普段そういう方と話す機会がなくて、こういう定期的に話聞けていいなと思って

まして、書いていただいたやつでも、すごく思ったの、このビジョンのところですかね。盲

目的に受け入れてないかっていうの。SDGs のところで、実は私も仕事柄いろいろ、今、考

えてるとこなんですけども、なかなか自分たちが考え出したって言わないで、ある意味、1

ステップ飛ばしてそこから入ろうっていうのも、すごくやり方としてはあるとは思うんで

すけども、一方でそれを基にじゃあ例えば銀行だったら、多分融資とか考えられると思いま

すし、われわれも資金提供するっていう意味で、研究に出すとき、やっぱりどういうもので

評価をしていこうかっての考えなきゃいけない立場にあるんで、何かよって立つものって
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いうところで、銀行のお仕事をされてる中で、今回、価値の話もありましたけども、何かそ

ういう意思決定のところに影響しそうなこととかってのは、今の身の回りで何か起こって

らっしゃるんでしょうか。 

 

佐倉：SDGs とか、そういう話がということですよね。 

 

梅原：ですかね。そのビジョンに関して、いろいろ思うところがあった中で。 

 

佐倉：そうですね。他の会社さんもそうだと思うんですけれども、やっぱり銀行もまずこの

SDGsとか、あるいはその先だと CESRとかっていうのは、もともとビジネスの枠外というか、

慈善事業的な感じでやられてるところもあったですけれども、それが少しずつ変わってき

てるっていうのは確かにあると思います。それは何かっていうと、ビジネスの中にそういう

観点を入れて、サステナビリティとか、最近よく言うんですよ、サステナビリティ・ビジネ

スって言うんですけど、やっぱりそういう観点を入れたビジネスでは、慈善事業だけじゃな

い、ちゃんとビジネスとして成り立つ中で、そういう目的にも合致するようなことをやって

いこうっていうのは、非常に経営からも出てるんですけれども、会社全体として、そういう

意識っていうのは少しずつ根付いているような気はいたします。 

 

梅原：そこで例えば、先ほど例えば佐藤さんの話しになった、政策の方向性を決めるってい

うのと同じく、多分、金融の世界って、すごくそういう力持ってらっしゃると思うんですよ

ね。だからそこが SDGsなり何なりの御社というか、業界としてこういうのが大事だねって

いうのを積極的に売り込んでいくようなことっていうのがあったら、やっぱり知っておき

たいなっていう感じです。 

 

佐倉：そうですよね。だから、変な話ですけど、やっぱり銀行って規制業種なんで、規制さ

れてるんですけど、規制されたくないんですよね。だから、例えば、今、最近話題になって

るの、環境の話をやっぱり自己資本比率規制とかにも入れ込んで、もっと銀行に、いわゆる

クリーンな融資をさせるように、インセンティブ付けたほうがいいんじゃないかみたいな

話あるんですけれども。それも結構難しくて、銀行としては規制されたくないっていう、基

本的な考え方があるんで、それに対して抵抗したいんですけど、ただ一方で、そういう大き

なビジョンっていうか、思想というか、今言った、金融としての力を発揮していくには、そ

ういうものっていうのが必要なのかもしれないし、日本と、日本の金融機関として、そうい

うのをもうちょっと自ら提言していくっていうような動きっていうのも、もしかしたらあ

っていいんじゃないかなと思うんですよね。 
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藤山：政府ファンドみたいなものと、日本の民間銀行が連動してくっていうのは、どうなん

ですか。 

 

佐倉：そういう動きはありそうな。十分あり得そうな気がしますね。確かに。 

 

藤山：ありがとうございます。これ、ちょっと笑い話で、佐倉さんに怒られちゃうかもしれ

ないけど。私、現役の頃に、経団連に呼ばれて、総合商社、1 社 5000 人くらいでこんだけ

利益上げて、商社冬の時代とか言われて、なぜ存続して生きてるんだ？っていうので、講演

してくださいっていう話があって。僕、冒頭で、ちょっとジョークも半分あるんですけど、

言ったのは、総合商社は規制がないんですよと。商社法ができそうになったんですね、1回。

銀行法がある銀行さんと、全く違うんですね。私たちは、自分の業態を自分で変えられるん

ですね。ある意味では、ノンバンク的な金融行動もやってるんですよね。だから、こんなこ

と申し上げたら、大変失礼なんだけど、やっぱり日本の銀行業界に流れた優秀な人材を、こ

れだけ規制をして、新しいことをやらせなかった罪っていうのは、官にあるんじゃないかっ

て思ってました。 

 

佐倉：ぜひ言ってくださいよ、それ(笑)。 

 

藤山：ありがとうございました。それじゃ、齋藤さん、城戸崎さん、ここまでに佐倉さんの

セッションはします。はい。齋藤さん、お願いします。 

 

齋藤：佐倉さん、ありがとうございました。かなり謙遜されてるなと思って、極めて軽薄で

あったととかって書かれてますけど。いつも非常に客観的冷静なコメントをされていて、非

常に僕としてはすごいなと思ってました。『半沢直樹』じゃないですけど、やっぱりバンカ

ーのパワーって、実は強いと僕は思ってますけど。梅原さん、おっしゃってたのとちょっと

近いんですけど。むしろ銀行って、人・物・金・情報っていったとき、お金はもちろんだけ

ど情報も入ってくるし、場合によっては、さっき優秀な人材っていうのあったけど、人との

ネットワーク非常に強いし、そういう意味で、受け身でやるだけじゃなくて、本当に次の世

界をつくっていく、方向へ向かっていくに当たって、非常に積極的に方向性を示して、そこ

に投資をしていく、もしくはそっちの方向を結び付けていくっていう、ハブになり得るんじ

ゃないかなってすごく思います。 

 逆にわれわれ、メーカーなんかはやるんですけど、ある全体で見たときの一部であって、

やっぱりそこには必ずお金の流れも必要だし、情報自身を自分で取っていくというよりは、

そこは頼ってるところがあると。非常に、面白かったの、僕も堂目先生のバニエ的なとか、

人間中心になっていくって、非常に印象に残っていて、佐倉さんも書かれてましたけど、仲

間をつくって行動すべきっていうメッセージ、感銘をと書かれてましたけど、これまさに銀
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行さん中心になってこういうことができたら、仲間を募って、別に最初にビジネスじゃなく

て、まず募って、話があって、それから何かが起こっていく。起こらなくてもいいかもしれ

ないけど。そういうことができたらいいんじゃないかなと思って、質問というよりは、非常

に読んでいて、いいなと思ったんで、コメントさせていただきました。ありがとうございま

した。 

 

佐倉：非常に、ありがとうございます。頑張ります。 

 

藤山：城戸崎さん、お願いします。 

 

城戸崎：佐倉さん、お疲れさまです。ちょっと読ませてもらって、僕もアダム・スミスとバ

ニエとかすごく共感したんですけれども、あと経済学をいろいろやってて、今、金融やって

るってことで、ちょっと今回研修を受けてて、やっぱり市場原理っていうものは、一番は所

得格差っていう大きな課題に対して、経済が発展すれば本当に人は豊かになるのかな、明る

い未来が描けるのかなっていうところの信頼性をどう担保しながら、リーマン・ショックと

かバブルとかの発生を防ぎながら、安定してやるかっていうのが一番重要なのかなって思

って、あまり詳しくないながらも、それが重要かなと思って、受けてたんですけど。佐倉さ

んが感じる市場原理って、あらためて今回の研修を受けて、どういうふうに感じたかなって

いうのをちょっと聞かせていただければなと思ってます。 

 

佐倉：めちゃめちゃ難しいやつです。 

 

城戸崎：感じたことがあれば、やっぱりこういう課題がまだ残ってるとかいうのがあれば、

ちょっと教えてほしいなって。 

 

佐倉：いや、先ほど藤山座長からもお話ありましたけど、やっぱり僕、あまり表層的な、僕

らからすると、市場原理って本当に要は、欲の塊の人たちが競い合ってれば、自然といい形

が生まれるみたいな、神の見えざる手みたいな、ああいうイメージもありましたし、あった

んですけど、やっぱりそれだけじゃないんだろうなっていうか、それは話を聞いてて感じま

した。やっぱりそれは、それを規制するっていうのが官の役割なのかもしれないんですけれ

ども、したらそこに、官だけにそれを期待するんじゃなくて、われわれ民間側もそういうち

ゃんとした哲学というか、根っこにそういうものを善というか、そういうものを持ちながら、

ビジネスをすることで、そういう、今、先ほど最初のバブルとか、話ありましたけど、ああ

いう市場の暴走みたいなの防げる、防げたらいいなみたいな感じの希望は持ったような感

じですかね。 
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城戸崎：なるほど。今回、市場原理勉強して、何か経済がどんどん発展するっていうよりは、

格差をなくして、みんなが豊かになるっていう考え方、もともとアダム・スミスとか、もと

もと根底に持ってるなと。それが今の実態と比較したときに、いろんな課題が浮き彫りにな

ってるのかなって、あらためてちょっと今回研修受けてて思ったんですよね。なんで、ちょ

っとすみません、難しい質問してしまいました。 

 

佐倉：いえ。 

 

藤山：ありがとうございました。他の方でも、きょう欠席の方でも、触れられていたと思う

んですけども、金融の、特に先端金融の部分ですね。先端金融の部分を、新自由主義的な原

理でぶん回してったっていうところに対しては、やっぱり明らかな反省が出てますよね。そ

れは、その時代は今、去りつつあるのかなっていう感じはしますけども。じゃあ新しい規範

が、市場原理の中に新しくできたかっていうと、まだできてないっていうときに、今、いる

んじゃないかと思います。じゃあ、佐倉さんありがとうございました。ちょっとこのペース

で行くと、11 時ぐらいになっちゃうかもしれないんですけども、なるべく早くやろうと思

いますが、それでも皆さんの話は良い話が多いので、ちゃんと聞きたいなというふうに思っ

てます。これ、今、何順にやってるかっていうと、レポートが到着した順の新しい人から順

にやってんですね。次が星野さんなんですが、星野さん、よろしくお願いします。 

 

星野：よろしくお願いします。初めに、本当にありがとうございました。ちょっと大げさか

もしれないですけど、人生観が変わったというか、そんな研修だったかなというふうに思っ

ています。私自身は非常に課題図書読むのも含め、ついていくのに必死だったというような

状況で、何とかそんな中でも、全部の回だけは出席しようということだけは、きちんと決め

てたんですけれども。1回だけインフルエンザでかかってしまって、かなわなかったってい

うのが非常に心残りではございます。 

 

藤山：今回じゃなくて、よかったですね。 

 

星野：そうですね。やっぱり皆さんのディスカッションとかも含め、問いとかを立てるのに

も必死だったし、立てた問いを出したところで、やはり皆さんと議論、皆さんから出ている

問いとかを考えてみるとですね、やはり自分の考えが浅いなっていうところとか、知ってい

ることっていうのも、聞いたことがある程度で、自分の知識も非常に表面的だなっていうと

ころで、自分の立ち位置、今の自分の立ち位置っていうのが非常に分かったかなっていうよ

うな感じがしました。この研修の中で、学んで一番大きかったっていうのは、やっぱり山本

さんの中にもありましたけども、絶対的な真理っていうのがないっていうところで、考え続

けなければいけないし、考え続けるためには学び続けなければならないっていう、そういっ
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たところなのかなっていうのが、一番大きな収穫したものかなというふうに、自分自身では

思っています。 

 レポートの中で書かせていただいたところで、一つだけちょっとお話をさせていただく

とすると、複数の先生がたから、経済的価値じゃない指標っていうのが必要なんじゃないか

っていう議論が、ご意見があったかなというふうに思ってます。それは、私も同じように思

っていて、そんな中、いろんな、その一つが SDGsなんじゃないかなというふうには、皆さ

んも思われてるように、そういうふうに思っていますで、ただ SDGsって、やっぱり定性的

というか、そういったところがあるので、そこが何とかできないのかなっていうふうには思

っていたところ、ちょっとレポートにも書かせていただきましたけど、サステナブル・ラボ

っていうスタートアップ企業が、SDGsを数値化するっていうような、SDGsで点を付けるみ

たいなところをやっているっていうのが、それ、AI でやってるんですけれども、ていうと

ころが非常に画期的かなというふうに思っていて。 

 そういった取り組みが、例えば、物とかに、価格はいくらで、SDGs のポイントは何点と

か書いてあったんですね。そういったところを比べて指標になるっていうのが、非常に重要

なのかなというふうに思って、いうのが、非常にいいなというふうに思っていますと。その

辺で、皆さんのご意見とかあれば、お伺いできたらなっていうふうに、その辺も含めて、ご

意見あればいただきたいなというふうに思います。 

 

藤山：ありがとうございました。どなたか、どうぞ。出なければ、ちょっと私がつなぎます

が、SDGsの点を付けるっていう話ですね。これ、ESG投資なんかもあるんですけども、間で

点数を付けてく人が一番もうかるんですね。だからそれのコンサルタント業が一番もうか

るんですよ。IRやってた人が全部 ESGの点数化事業にやってるわけで、例えば、SDGs のも

しその指標が増えたとしたら、SDGs の達成よりも SDGsの指標つくった人の利益っていうの

は、一番最初に来るっていう世界が来ると思います。SDGs は結構項目が 17もあって、その

後 69もあってって、大変なんですけど、このことを言い始めたっていうのは、2000 年の世

界銀行から経済的な価値じゃない指標をつくんなきゃいけないっていうの言い出して、国

連で人間開発指数っていうのできたんですね。 

 これはノーベル賞学者のスティグリッツがつくったんですが、主な指標はその国の平均

余命というか寿命ですね、平均寿命、それから教育を受けられる平均年限数、それから 1人

当たりの国民所得、この三つを組み合わせて人間開発指数といって、これが経済ではない、

1 人当たりの国民所得は経済に入ってんですが、人間開発指数っていう名前で出してます。

それから、サルコジがその動きを受けて、やっぱりこれもスティグリッツに依頼するんです

ね。GDPじゃない価値の指標をつくってくださいっていって、これ、どっか調べれば出てく

ると思いますんで。 

 そういうふうに経済じゃない指標っていうのをつくって、それを指標に世の中動かして

いこうよっていう動きっていうのは、多分、これから増えてくと思いますね。決定打みたい
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なものができるかどうかっていうのは、なかなか難しいんですけども、その SDGs のポイン

トをつくるっていうのが、例えば複数の機関が、それをポイントを付けてって、さらにそれ

を統合していくっていうようなところまでいくと、これも物になる可能性があるわけで、そ

れは多分、いいチャンスの指数化かもしれません。どなたかいらっしゃいますか。その間に

手が挙がってることを望んでいたんですけども。 

 民主主義と強権体制っていうのを比較していただいてますけども、政策の一貫性ってい

うのは、政権交代に伴う変更は皆無って、強権体制のほうは書いてあるんですが。これ、例

えば、江沢民から胡錦涛に来て、胡錦涛から習近平に来て、かなり変わってますよね、随分。 

 

星野：確かに。おっしゃるとおり。 

 

藤山：だから、逆に言うと、政権交代に伴う変更は大きいのかなって、ちょっと思ったんで

すけど。 

 

星野：逆じゃないかってっことですね。 

 

藤山：はい。城戸崎さん、お願いします。 

 

城戸崎：星野さん、お疲れさまです。 

 

星野：お疲れさまです、ありがとうございます。 

 

城戸崎：後半一緒のグループで、いろいろ議論させていただきました。ありがとうございま

す。 

 

星野：こちらこそありがとうございます。 

 

城戸崎：お互いに科学者と技術者で、いろいろここの科学技術のところで書いてある、何と

なく日本っていうところの科学とか技術が、ある意味元気がなくなっているところを、どう

やってお互いに元気づけてよくしようかっていう議論をしてたような気がします。 

 

星野：慰め合ってた感じがします。 

 

城戸崎：ここに書いてくれてる、便利さを求める技術と課題解決するためのが、紙一重だっ

ていうふうに書いていて、それは利用する仕方次第かなって書いてくれていて、ある意味そ

れはお客さまがそういう利用の仕方を選ぶっていう方法もあれば、われわれがそういうふ
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うに課題解決できるようなものを意識して開発することが、ある意味、科学技術としてすご

く重要なんだなっていうの、またこの星野さんの文書を読みながら考えていたので、あらた

めてちょっと、これは僕の感想なんですけど、やっぱりわれわれ企業として、いかに課題を

解決することと便利さを追求する技術をちゃんとつくっていくことが、これからわれわれ

にすごく求められるんだろうなっていうのを、ちょっとあらためて感じましたっていうと

ころです。ありがとうございました。 

 

星野：こちらこそ、ありがとうございます。 

 

藤山：素晴らしいと思いますね。今の星野さんと城戸崎さんの対話、素晴らしいと思います

ね。科学技術のところで、科学と技術っていうのは違うわけですよね。科学のほうは、実は

お客さんはいなくて、スポンサーがいるだけな世界だったわけですよね。もともと。だけど、

社会のためになる科学にしなさいっていうんで、競争的資金の配分みたいなことをさせら

れて、SDGs を考えたらどうかっていう人まで出てくるっていうことがあるわけですけれど

も、このキュリオシティ・ドリヴンで、それが成立した科学っていうのは、知的な好奇心、

つまり神が創ったこの自然っていうのをどういうメッセージで神が創ったんだろうかって

いうのを知りたいっていう衝動、知的好奇心で駆動してたっていうところっていうのは非

常に大きくて、佐藤さん、文科省の佐藤さんの前ではありますが、やっぱりキュリオシティ・

ドリヴンのところの重要性をやっぱりもう一回強調しても、科学のほうはいいのかなと。 

 逆に言うと、科学の成果を社会につなげる役割の目利きっていうのは、もうちょっと違う

人たちを開発していくっていうことが必要だし、技術の場合には、最初から客がいるんです

よね、大抵の場合には。大工さんは、家を建てようと思ってる人がお客だしっていう具合に、

技術の場合には社会につくられて意味があるわけで、中国は技術開発はずっとできてるわ

けですね。四大技術の発明も中国人がやったわけでしょう。だけど、あれは科学に至らなか

ったっていうのは、科学は金にならないからなんですよね。科学のことを発見しても金にな

らないから、じゃあ技術開発をやってなかったかっていうとやってたわけで、そう考えると、

科学の本質ってことを考えて、あまり科学を、できもしない、社会に誘導しようとする考え

方を強く持ち過ぎると、キュリオシティ・ドリヴンの科学が滅んでいくっていう、イメージ

を私は JSTに入って持ってます。 

 実は商社員なんで、科学を社会のために利用したい、利用するほうから科学のほうを、こ

れ、こういうの作ってって言いたいほうなんですけど、そういうもんじゃないなっていうの

がかなりよく感じるようになって、むしろ商社員時代と科学観が変わりました。ていうよう

な話っていうの、今、城戸崎さんと星野さんの会話の中にも、裏にそういう話があるんじゃ

ないかなというのを感じましたので、長々しゃべらせて、すみません、時間、私が時間取っ

ちゃいましたね。ありがとうございました。それでは、次に行きたいと思います。吉田さん

です。お願いします。 
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吉田：じゃあ私の感想文、ちょっとどんなふうにまとめたか紹介したいと思います。ひとと

おり、資料振り返らさせてもらって、結局、私が最初に言ったことに対する答えは見つかっ

たのかななんていうふうなことを、ちょっと思いながらつれづれなるままに書いてしまっ

て、ちょっと読みにくい文章で申し訳ないというふうに思います。 

 最初、冒頭書いたのは、やっぱり伊達先生の講義で、自分は科学を信じてましたっていう

ことを述べたっていうのが、自分の中で、言ってみてあらためてそうだったのかななんてこ

とを考えているんですけれども、でも、やっぱりそれが非常に狭い世界だったっていうのを、

今回の研修を通じて気付かされたってとこが、すごく大きな違いだったかなというふうに

感じています。 

 もともと私、AIの研究の研究室を担当してるということで、AIが及ぼす社会的なインパ

クト、そういうのがどういうものなのかっていうのを知りたいなということを、ずっと思っ

ていて、それが研修の動機になってますってことを紹介したんですけども、何が分かったか

っていうと、やっぱりすごく完全な AIっていうのと不完全な AIっていうのを、混同して、

やっぱり社会が変わってくっていう恐ろしさっていうのをあらためて感じたっていうのが、

私の正直な印象で。完全な AIに関する研究は、やっぱりまだまだ歴史が浅くて、早晩停滞

するんじゃないかっていう予想を立てているんですけれども、やっぱりそれは、研究の深さ

っていうのかな、それが自然科学を追究する、科学が人についてどこまで学べるのかってい

うところに結構影響してるのかなっていうふうに思っていて、それがあるが故に、完全な AI

を追究するのって結構ハードルが高いんだろうなというふうに、あらためて思ったってい

うところと。そうであったとしても社会は変わっていっちゃう恐ろしさっていうのをよく

感じて、やっぱりわれわれ研究者が正しくそれを説明する、正しく AIの能力を説明する大

切さっていうのをすごく感じたっていうのが、今回の研修を AI という観点で見たときの、

すごく理解として深まったというところです。 

 あとは、講義を通じた気付きのところで、つらつらと書きながら、あらためてよく考えて

みると、やっぱりそれぞれの先人の知恵っていうのが、最初何を向いてたのかっていうと、

やっぱりどんな社会をつくりたいかとか、さっき齋藤さんところで、私、質問しましたけど

も、どうやったら豊かになるのか、豊かさって何だろうっていうところから、やっぱり積み

上がってる規範っていうのが、共通項としてあって、そういったところをよく理解するって

ことが大事なんだなってことを、あらためて感じたっていう次第です。 

 あと、宗教についてなんですけども、私も今回宗教のことを考えるってこと、あまり真面

目にやってこなかったので、すごく新鮮ではあったんですけれども。先生の中での講義の中

で、不思議な共通項っていうのかな。私もまだ答え出てるわけではないんですけど、間文化

主義モデルと事事無碍法界っていう、その辺の概念の面白い共通点みたいのがありそうだ

なと思いながら、うーんって考えたんですけど、あまり大した答えも出ずに、なんかありそ

うだなっていうそんな感じのことを書きました。 

 3規範については、藤山座長から一番最初にご紹介いただいたときに、やっぱり歴史がつ
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くってきた規範であって、不変のものっていう、そんなイメージが最初受けてたんですけど、

最後まで聞くと、そうではなくて、自分たちが変えていくっていう、そこの意識がすごく大

事だっていうところが、あらためて分かったっていうところで、それが幸福論っていうのか

な、豊かさ論、正義感、そういったところがベースになっていて、そこがグローバルな社会

の中で、共通的な認識が持てるかっていうところが、次の大きな課題なのかな、なんてこと

を感じました。 

 

藤山：素晴らしいですね。 

 

吉田：アクティブ・ラーニングの講義は、最初の何でしょう、予習の段階の難しさっていう

の、すごくよく実感をして、やっぱり時間と空間を超えて予習するっていうのは、議論する

ってすごい難しいな、なんてことは、実感したんですけど。今、まさにコロナの環境で、そ

れをやらないといけないっていうのに、直面する課題になってしまったっていうところも

ちょっとあって。これをどうやって乗り越えたらいいのか、皆さん、グループの中ではうま

くいってるところもあったので、ぜひ参考にさせてもらいたいなと思って、ちょっと投げ掛

けさせていただきました。 

 最後、問いについてなんですけども、すごく問いのレベル、自分の中で考えてく、深めて

くっていうことが身に付いてきたなっていう実感はあるんですけど、それを言葉に変えて

くっていうところの難しさっていうのは、うまく自分が考えてることを言葉にできないっ

ていうもどかしさをすごく、最後のほうは感じていて、やっぱりこの辺がもう一枚成長しな

いといけない部分だったのかな、なんていうふうに感じました。 

 ちょっと最後に、やっぱりこういったメンバーの皆さんとのつながりってすごく大事に、

今後も大事にしたいなというふうに思ってますので、ぜひつながりたいという気持ちも込

めて、自分のメールアドレスとリンクとインのアドレスを載っけたということです。私から

は以上です。 

 

藤山：ありがとうございました。AI の専門家の吉田さんが事々無碍法界っていうことを言

うっていうこと自体が、すごいことだと思いますし、その自分の出せる問いの質が上がった

っていうのは、自分ができる、自分ができることの答えのほうも、可能性として高くなった

っていうことなんですね。 

 

吉田：そうです。 

 

藤山：明治時代の、明治の男たちって、ものすごく大きな変革をしてきたんですけど、一つ

の専門の分野だけをやってるのかなと思って見てみると、そうでもなくて、やっぱりいろん

なことを勉強してるんですね。ものすごく広く勉強していて、それでその上で自分の専門を
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見つけて、自分はこれを改革する捨て石になるぞつって突っ込んでいく人がものすごく多

くて、そこのところっていうのが、まだリベラルアーツの土台をつかまないうちに、専門を

決め、先ほど佐藤さんが高校・大学、高校だって言った、まさにその辺のところで、選択肢

を与えるときに情報が十分行かないので、いけないのかなって感じはありますね。 

 私、今、女子美術大学の理事もやってるんですけども、日本の例えば美術、油絵とかの能

力ってものすごい高いんです。技術的に。それで、高いんで、18、19、20の子が、こんなレ

ベルの油絵を描くのかと思って、これ、10年たったらどうなるんだろう？って思ってると、

あんまりどうもならないことが結構多い。何かっていうと、他の分野の。絵ばっかし描いて

るんですね。他の分野のことで、感激をしたり、びっくりしたり、感じ入ったりするってい

う経験が少ないと、進化しないんですよ。ですから、自自無碍法界を知ることが、AI の勉

強に恐らくなるんですが、それがダイレクトに説明できないところが、このリベラルアーツ

のもどかしいところですね。ということだと思います。 

 

吉田：ありがとうございます。 

 

藤山：齋藤さん、お願いします。 

 

齋藤：吉田さん、ありがとうございます。自分も科学技術を、普通に理系を歩んできて、何

の疑いもなくそれが絶対であるというふうに思ってきた中で、ここで吉田さんが書かれて

ること、全く自分も共感できたり、例えば自分も今まで仕事の中では、当たり前のように利

益追求する中でいろんなものを搾取する、結果的にですね、そういうことをしてきたなとい

うの、あらためて思います。いつも吉田さんの問いはご自身の言葉で、非常にマインドフル

というか、問いを立てられて、自分自身がまだ肩に力が入ってるなというのを、いつも伺っ

て聞いていて。日本的冷静が求められていると思いますって、何となくちょっと感覚的には

そうだなと思って聞いてて、ちょっと多少飛躍するんですけど、AIの専門家に、完全な AI

ができたっておっしゃっていて、それが本当に実現し得るのかどうかあるんですけど、AIと

は何ぞやということかもしれないですけど、人間であると、冷静というか、感情というのか、

より神秘なるものじゃないですけど、そういうものを持ち得ていく。それと完全なる AIみ

たいなところって、吉田さんの中では、何かつながりがあるのかなと思って、聞いてみたい

と思ったんですけど。 

 

吉田：なるほど。私が、今、感じているのは、やっぱり分解して組み立てていく、神経回路

として組み立ててく AIが行き着く果てっていうのは、大したところまではきっと行かない

んだろうなっていうふうに感じたっていうことなんですね。なので、やっぱり知覚とは何だ

ろう？とか、認知とは何だろう？ なんで人は、感心を、感動をするんだろうみたいな、や

っぱりそういうところから、もう一回見直してみる必要っていうのかな、やっぱり人間自身
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を見つめ直した先にある AI っていうのが、きっと完全なる AI により近づくのであって、

今、取ろうとしてるアプローチ自身がやっぱり既に限界なのかなっていうふうに見えてる

っていうふうに、ちょっと私は捉えているんですね。なので、この宗教観から得られる自然

科学的な何かっていうところが、やっぱり完全なる AIに近づいてくすべなのかな、なんて

いうことをつらつらと考えていました。すみません。答えになってないかもしれないですけ

れども。 

 

藤山：今の AIの先端の議論の話だと思いますね。シンギュラリティをどう捉えるかってい

うことに近い問題意識かもしれませんけど、結局西洋の科学っていうのは、竹村さんが言っ

てたみたいに、鈴木大拙が言ってるみたいに、名前を付けて分割をすると。定義をすると、

物は新しくできるわけですよね。どんどん分けてって、その分けたものを調べて、再構成す

ると全体が分かるだろうと思ってるわけですね。でも、再構成しても全体にはならないよっ

ていうことを、東洋思想はずっと言ってるわけですね。簡単に言うと。だから、あんまり分

けちゃ駄目だと。分ける前、父母未生、事実未完のうちに、全体を監督しないと、事実、リ

アリティーとは対話できないと言ってるわけですね。この辺と人工知能の話。デカルトは心

身二元論を言って、犬は結局のところロボットと同じだって言ってる、心がないって言って

るんですが、それは明らかに違う。犬にも心があるわけですよね、人間の心とは違うけれど

も。それを回路で再構成をしていこうっていうところで、始まってるいき方っていうのに対

して、どうなのかなっていう世界ができてる。 

 ただ、人工知能、吉田さんの専門家の前だけど、要は神経回路、脳のリバースエンジニア

リングみたいな話と、アプローチと、アルゴリズムを追究するアプローチと、それからデー

タの中で局面局面で答えを出させるアプローチと、みんなちょっとずつ違うわけですけど

も。 

 

吉田：ちょっと違う。そうですね。 

 

藤山：その三つとも多分、人間は違うところ、違う機能ですよね。 

 

吉田：そうなんですよね。 

 

藤山：そこのところは非常に重要かなって思いますね。本当に。 

 

吉田：なので、やっぱりそこの誤解を解いていかないといけないっていうのかな。正しい理

解をさせることの責任感っていうのは、すごく感じましたね。 
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藤山：それはユーザーに対してですか。それとも研究者に対してですか。 

 

吉田：両方ですね。研究者はやっぱり、AI というと、お金が付くとかね、メディアが喜ぶ

とか、そういうのを悪用してるんだと思うんです、ある意味、研究者は。それで、自分の研

究をやりやすくしてる。すごく悪い見方をすれば、そういう側面があると思っていて、それ

は研究者の責任だし、ユーザーに対しては、過度に恐れないっていうのかな。そこはすごく

大事だし、正しく使うっていうのかな、機械として使う、AIがやるんではなくて、AIでや

るんですよっていうことを、中島先生もおっしゃってましたけど、その理解ですよね。そこ

をやっぱりユーザーに持ってもらうように、われわれもそういう働き掛けをする必要があ

るんだろうなっていうことを、よく感じましたね。 

 

藤山：ありがとうございました。じゃあ川名さんお願いします。 

 

川名：吉田さん、ありがとうございました。交流を継続したい。私も全く同意するところな

んですけども。どうしたらいいのかなっていうのを考えてまして、死ぬほど忙しいわれわれ

が、何を理由に集まるのかっていう。 

 

吉田：そうですよね。 

 

川名：このインプットを続けていくだけだと、多分集まらないと思うので、アウトプットを

出していくようなプラットフォームっていうかですね。何かアイデアありますでしょうか。 

 

吉田：いや、本当にその思いだけで、アイデアはなくて、やっぱりそうなんですよね。イン

プットがあるからわれわれも集まれるんだなっていうことは実感をしているんですけれど

も、やっぱり何でしょうね、すみません、結論としては、ないんですけれども。同じ、先ほ

どビジョンを考えるっていう、その建設的なプロセスっていうところもやっぱりみんなで

SDGs じゃないですけれども、そういう題目っていうのかな、みんなが考えたいと思う題目

が与えられるってことは、一つのヒントなのかなとは思いました。 

 

川名：ありがとうございました。 

 

藤山：じゃあ私がちょっといいですか。私、今、アスペンっていう、アスペン研究所ってい

う活動に参加をしていて、これ、古典を学ぶ、古典に学ぶっていう、古典の抜粋を読んで対

話をするっていう世界なんですけども。15 人くらい、今回の講座と同じくらいの人たちが

あって、盛り上がって、グループつくろうって言って、グループつくるんですね。そういう

クラスが何クラスもあるんですけど、長続きしてるとこは、二十何年間ずっと続いてます。
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統計的にいうと、3 カ月以内に同窓会を 1 回開く。その次に、1 年以内にもう一回、2 回目

を開く。それでそのときに幹事さんに、やっぱり自分が読んで面白かった本っていうのを 2

人か 3 人くらいの人に解説をしてもらって、自分の問題をみんなに相談をするっていうよ

うなスタイルを取ると、いうようなことをやってる会は、長続きしてますね。そのアスペン

のゼミでは。ここは取りあえず小原さん、例えば名簿の管理くらいはやりますよね、きっと

ね。 

 

小原：そうです。もちろん。 

 

藤山：ということなんで、全部お呼び出しもやって、出席を取って、題材を用意してってい

うのは、ちょっとできないと思うんですが、それはどなたか幹事を決めてやっていくってい

うことなんだろうと思いますけども。まず、今、ちょっと小原さんと考えてるのは、もし本

が出せたら本を出してもいいかなと、ちょっと思っていて。そのときに、その活動に途中経

過みたいなところで集まってもらって、呼び掛けて説明をするとか。なんか考えてみてもい

いですけど。でも、これを続けたいっていう意思を皆さんが出して、7～8 人以上になるっ

ていうことがやっぱり大事だと思いますけどね。はい。ありがとうございました。山本さん。 

 

山本：吉田さん、同じ席で、しばらくありがとうございました。 

 

吉田：どうもありがとうございます。楽しかったです。 

 

山本：AI の話は、ちょっとあんまり深くお聞きすることができなかったかなっていうとこ

もあったんですけど、最近なんかちょっと、量子コンピューターのところも、少しいろいろ

話聞いたりしてるんですけど、ちょっと聞いてて、AI の部分も結構似てるのかなっていう

ふうに感覚的に思ったんですけど、量子コンピューター、計算自体は非常に早いですよって

いうところはあるんですけど、結局、正確性とか使える分野では限られていて、一般的なス

ーパー・コンピューターと組み合わせて使ってるというような話だったと理解してるんで

すけどね。それに対して、今、吉田さん言われている完全な AIっていうのも、もしかした

ら、スーパー・コンピューターみたいな形で、何をもって完全とするのか分からないんです

けど、完全っていうところはできないで、やっぱり人工知能に対して、人間の知能っていう

ところをうまく組み合わせてやっていくっていうところは、やっぱり直近なのか、最終的な

のか分からないですけど、方向性なのかなっていうふうに感じています。 

 それで、さっき吉田さんからもコメントありましたけど、やっぱり AIはあくまでも手段

ですよっていうことで、多分、吉田さんもそういうお考えなのかなっていうふうに思うんで

すけど、量子コンピューターのところと絡めて、何かコメントお話しされて。 
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吉田：量子コンピューターも何種類かタイプがあるんですけれども、やっぱりものすごく計

算が早い部分と、そこまでに行き着く、例えばよくあるのが、組み合わせを、膨大な組み合

わせを高速に解くっていうふうな能力だけは、ものすごくすごいんだけど、そこの解の空間

を定義する制約条件、ある条件の中で、すごく速いですよっていう話があって、条件を与え

るのは人間だったりするんですね。人間が正しく、量子コンピューターが泳いで、泳げる範

囲をつくってあげないと、そこの中で早く計算できないんですよ。なので、やっぱり人間の

器の中で、量子コンピューターは動くものっていうふうな、理解はありますので、あとは相

性ってやっぱりあるんですよね。 

 今の計算機ができること、量子コンピューターが得意とすること、それぞれ得意不得意が

ある中で、やっぱりいいバランスを考えてべきっていうのが、科学者の考え方だと思うんで

すけど、やっぱり量子コンピューター出てくると、世の中変わるよね、怖いよね。それに対

してどうしようかって、考え始めちゃうことがすごい怖い。そういう意味では、AI とすご

く同じ感じがしますね。私から見る、量子コンピューティングはそういう世界です。 

 

山本：ありがとうございます。 

 

藤山：人工知能はっていうか、AI は使うものでっていうとこいっても、要は自分の人生の

一番大事なものを AI に聞き始めてる人たちっていうのは、既にもういるわけですよね。 

 

吉田：そうなんですよ。 

 

藤山：聞くほうの一つの依存性が。 

 

吉田：何を聞いてるんだろうって感じなんです。 

 

藤山：依存性があれば、俺はそっちのほうのが確率が高いっていうふうに言われているだけ

で、それに従ってしまうっていうところはあるわけですから、怖いですよね。 

 

吉田：怖いんですよね。 

 

藤山：吉田さんのおかげで、人工知能の話もいっぱいできたかと思います。 

 

吉田：いえ。ありがとうございます。 

 

藤山：佐藤さん、どうぞ。 
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佐藤：ちょっとぜひ、これ伺いたいんですけど、実は、この AI について、僕、文科省で、

中教審の中で、実は日立と京都大学の研究所で協力してるのと、さらに文科省で協力して、

実は高等教育の将来像答申っていうの作ったときに、いろんな要素を入れて計算してみて、

社会の幸せにとって教育がどれだけ大事に出るかみたいなのやってみようっていうのをや

った経験があります。本当に、ちょっとかじっただけなんですけど、今、お話を伺ってて、

すごく思うのは、まだ、今、限界あるんでしょうけど、随分とこれからも科学技術自体が進

歩して、計算量とかもさらにどんどん増えてく。 

 こんな蓄積ができてったときに、聞きたいのは、どこまで多様な価値観を包含する解、解、

イコールそのときの規範とかルールってことかもしれませんけど。これを出せるのかって

いうのは、インプット次第だっていうのを、日立とやったときの経験としてはすごい思った

んですけど。要は、例えばイスラム教徒の人が一定の条件を設定しても、中国覇権主義的な

人が条件を設定しても、じゃあリベラルな民主主義信奉者がそれを設定しても、結果的に一

つの AIの中でたどり着く答えっていうのは、一つになるのか、それとも、やっぱりそこに

は常に限界が伴うのかっていうのは、そういうのは、どうなんですかね？ 

 

吉田：前も、その講義のとき、まだできてない完全な AIを想定するのではなくて、現在で

きてる AI の中で考えなきゃいけないとすると、不完全な現在の AI の中で、人間が調整で

きるパラメーターの幅って、すごく多いんですよ。なので、やっぱりそこの考え方っていう

ところは、アルゴリズムの中にも反映されてしまうんですよね、今の AI ですと。なので、

やっぱり同じ答えを、違う考え方に基づいてモデルをつくってしまうと、それは違う答えを

出してくるんだと。今の AIだと、そういうふうに思います。特に、データとして食わせる

とき、AI が食べられる形式っていうのは、すごく限定的なんですよね。ゼロか 1 か。それ

くらいしかないんだけど。 

 そのゼロか 1 っていう情報に変えるためのプロセスの中に、やっぱりいろんな人間性が

入ってきちゃうというふうに考えていて、そういうところの中に、思想的な違いであるとか、

文化的な違いっていうのは含まれてしまう可能性が高いというふうに思っていて、そこは

怖いとは思います。なので、まだそういう段階には至ってないっていうのが、私の認識です

ね。 

 

佐藤：ありがとうございます。どこまで AIを、今までずっと皆さん、議論されてたことで

すけど、信じていいのかとか、活用すべきなのかっていうのは、やっぱりまだ限界があるっ

ていうことですね、そうすると。 

 

吉田：そうですね。はい。 
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藤山：ありがとうございました。ノア・ハラリが『ホモ・デウス』の中で、人間中心主義の

終焉っていうことっていうのは、恐らく AIに対して依存することから始まる。神、中世で

神を殺したんですよね。中世が終わって、ルネサンスで人間が、個人が個人、今でもヨーロ

ッパ・アメリカの人たちの一番重要なことっていうのは、自分の運命の始末っていうのは自

分が決めるんだというのが、ヒューマニティーの根源なわけですね。ルネサンス、ヒューマ

ニティーの根源で、それとイギリスのロックなんかの思想と合わさったものが、近代のデシ

ジョンの思想なんだけど、そのデシジョンを預けてしまうんだと。しかも自分から進んで預

けてしまうんだと。こういうことっていうのは、目に見えて、AI が出した答えのほうが、

人間が出した答えよりも高いじゃないかっていうの見せつけられるほどに、依存心が強く

なって、最初は、ホモ・デウスですから、デウスって神ですから、自分が神になって、コン

ピューターを使ってるつもりだったんだけども、実はあがめて、それに依存してるようにな

ってしまうっていう世の中を描いてるわけですね。 

 その辺のところをどうコントロールするかっていうのは、人工知能がメカニカルにって

いうか、能力的に進歩するかどうかは別にして、人間サイドっていうのの感情っていうもの

が、信頼するっていう感情みたいなものが、どうやって動いてるのかっていう、まさにヒュ

ーマニティーの問題になってきてるなっていうふうに思います。それじゃ、ありがとうござ

いました。私、しゃべっちゃいけないんだけど。次、いよいよ、お待たせしました、城戸崎

さん、お願いします。これで、あとは川名さんと梅原さんですね。城戸崎さん、お願いしま

す。 

 

城戸崎：じゃあ、皆さん、お疲れさまです。キヤノンの城戸崎です。今回、研修 15回やっ

て、ある意味、自分の考えてる考え方が、ある意味、何層か層が深くなったような感じがし

ていて、一つの結論を出すときに、いくつものフィルターを通って、いろんな考えを広く捉

えられるようになったのかなっていうふうに思ってるので、ちょっとすごく幅が広がった

感じがします。今回研修 15 回出たんですけど、いみじくも去年の 8 月くらいから今年の 3

月くらいまで、会社のヘビーな研修もかぶって、二つ研修が、月 1回なんですけど、1回か

2日なんですけど、なぜか同じ日にあるんで、昼間会社の研修に出て、夜リベラルアーツに

出るっていうのが 3回くらいあって、でも意外といけるなというので、何回かやってるうち

に、だんだん慣れてきたっていう感じはありました。 

 今回研修を受けて、日常インパクトのあったことっていうふうに捉える、やっぱりコロナ

で、やっぱり今、実際にいろんな人が移動が制限されたり、苦しんで、生活が困窮する中で、

いろんな意見はあると思うんですけど、グローバルの中で自分たちの生活の豊かさが成り

立っていたんだなっていうところを実感してます。今のコロナの後に、この難局を乗り越え

た後に、グローバルっていうのが新しく、もう一つ進化してくれないかなっていう期待は個

人的には思ってます。 

 あとはリモートの活用っていうのが広がってきて、自分がやってる事業がプリンティン
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グの事業なので、消耗品が減って、事業的には厳しくなってるっていう事実がある中で、い

かにこれを一過性の流れとは捉えずに、これをチャンスとして捉えるかっていうところが、

今回の研修でいろいろ学んだところから、そちらにいろいろ書いてありますけど、思ってま

した。やっぱりオフィスっていうものの利便性っていうか、オフィスでプリントしたときに、

セキュリティーあんまり気にせずにプリントしても大丈夫なんですけど、家に帰ってプリ

ントすると、それは会社のものをプリントするので、会社としてはセキュリティーは困ると。

そういったときにいかに場所を問わず、安心で安全なものがどういうふうにできるのかな、

役立つ道具って何なのかなっていうのを、いま一度考えながら、次の商品はいかに早くそれ

を、このコロナ禍のところがまだいつ終わるか分からないので、いかに早く出すかっていう

ところと、お客さまっていうところの利便性っていうのをいかに考えるかっていうので、考

えて、今、仕事してます。 

 あとキヤノンは 6月からほぼ全員出社になったんですけれども、自分の部門の、開発部門

だけはテレワークさせていただいて、実際にトライアルをして、経営層に話をして、一応生

産性が上がるっていうことで、キヤノン全体の開発の中で、テレワークが認められるように

なってきました。そこの危機感というか、そういうテレワークをちゃんとやっていない会社

が、それに対して対応する商品はできないだろうっていうところを考えていて、そういった

ところをいかにちゃんと実行しながら、お客さんに必要な物をちゃんと作るっていうのが、

われわれ技術者として必要なもんなんだろうなと思いながら、ちょっと今年、上期から下期

にかけて活動してました。 

 3規範で感じるところとしては、科学技術はいろいろ話を聞かせていただいて、光と影っ

ていうところがあって、それっていうのは、何のために活用するのかっていうところがすご

くポイントだなって思ってます。何のために活用するかっていうところを考えたときに、質

のよい、質の高いイノベーションって書いたんですけど、それが社会にも役立つし、われわ

れのビジネスにも役立つっていうところをいかに考えながらやっていかなきゃいけないか

なっていうとこで、それは何か待つんじゃなくて、個々が自分たちのできるアプローチで、

それに向けてやっていくことがすごく大事なのかなと思ってます。やっぱり国っていうの

は、それの最初の投資家として、そういった成長の芽を成長させるために、いかにフェアな

競争ができるような環境をつくるのかがポイントかなっていうふうにちょっと思ってまし

た。市場原理は、さっき佐倉さんに難しい質問したのが、そこに書いてますんで、あれなん

ですけど。 

 あと民主主義のところは、やっぱり学んだときに、民主主義は民意を捉えて自己改革がで

きる組織になることがポイントだなっていうふうに思いました。日本のは、人ごと感がまだ

あったりしてるところに対して、どういうふうにして日本の未来像を描きながら、そういっ

たフェアなというか、いろんな人が将来のグランドデザインができるような議論が、ちゃん

とつくり上げるような価値基準と透明性と一貫性があるような形が、どういうふうにすれ

ばできるのかなっていうのを考えなきゃいけないのかなって感じてました。 
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 研修を通した感想でいくと、今回の研修を通して、一方的な見方ではなくて、複眼的な見

方をすることがすごく大事だなっていうふうに考えて、そうすると、やっぱり柔軟性とか受

容性もあったり、後は常識を疑って、本当に新しく必要なものをつくるっていうところの改

革のパワーが、そこから生まれてくるんじゃないかなっていうふうに感じています。自分も

今、ちょっと技術推進っていうところを任されてるので、リサーチ機能っていうか、いかに

世の中と、いろんなところを調査しながら、どういうものが必要かっていうのはあらためて

強化しなきゃいけないなっていうところで、今、いろいろ動いています。 

 あとは 3規範で日本のなす役割っていうのが、結構難しかったですけど。日本は今、停滞

感が強いなっていうところに対して、なんでそうなのかなって思いながら、それっていうの

は変革の意識っていうか、変化が怖いのかどうなのかも含めて、ちょっと選択をする勇気と

かそういったとこをわれわれちゃんと考えていかなきゃいけないのかなと。これから日本

っていうのは、いろいろ人口が減りながら長寿になる中で、いかにそういったとこを、われ

われ企業だけじゃなくて、いろんなところが新しいものにチャレンジしていくか、イノベー

ションつくっていくかっていうのがポイントで、今回、皆さんといろいろやらせていただい

て、こういった議論していくことがすごく、自体がリベラルアーツだなっていうふうに感じ

てました。以上で、感想終わります。 

 

藤山：ありがとうございました。特に日本のところですね、停滞感が強いにもかかわらず、

今のままでいいという感じで、変革意識が弱いっていうところは、しんどいとこだし、これ、

何よりも国民の平均年齢が上がっちゃって、じじいみたいな、私みたいなっていうか、そう

いう人たちがはびこってると、若い人は面倒くせえだろうということは感じないわけでも

ないので、じゃあじじいが変革を好んでるかっていうと、なかなかそういうわけにもきっと

いかないと思うんですよね。ですから、現役世代の人たちがいわゆるデシジョン、じじいが

どうやって応援できるかっていうような世界を考えていかないと、本当に変革ができない

社会になってしまいますよね。城戸崎さんに対して、手を挙げていただけますか。はい。梅

原さん。 

 

梅原：城戸崎さん、ありがとうございます。すごく最初の頃、チーム Aでしたっけ？ 結構

ガツンガツンとやってたのを思い出してます。すごく自分の言葉にいつも落とし込むのが

すごいなと思って聞いてて、今回の資料もすごく独特な感じで、楽しく読んでます。やっぱ

り日本のなす役割のところがすごく、私も共感する部分と、あとぜひ聞きたいなって思うの

が二つあって、ちょっと細かいかもしれないんですけど、日本が長けているっていう中で、

全体をふかんしっていうふうに書かれているのが、私、実はちょっと逆なんじゃないかって

いう気持ちもあったので、それを長けてると思われた理由が知りたいのが一つと、あとその

後に、国・産・学・人っていうのに、人を特別に出された、そこの理由というか思いをぜひ

教えていただければと。 
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城戸崎：ちょっとあまり強い意思はないんですけれども、全体ふかんっていうものを考えた

ときに、日本って、ある意味、自然とかそういったところを大事にするっていう考えが、竹

村さんの、先生のときに話があって、自然とかそういうものを融合しながら、建設とかもの

をつくるっていう、ある意味、全部を崩すんではなくて、ある部分を生かしながらある部分

をつくるみたいなところの考え方っていうのは、昔から日本にあったのかなっていうふう

に思っていて、なんで、僕は、古来から全体ふかんっていうのは、西洋的に二つに分けるっ

ていう考えではなくて、一つに、自然と社会と人っていうのを一体に捉える意識が、そうい

うのが日本には根付いているのかなって、僕の中では考えていて、ちょっとそういう表現に

しました。 

 あとは、国・産・学・人って書いたのは、やっぱり人って書いたのは、人ごと感をなくす

ために、どういうふうにわれわれは、企業人でありながら 1人の国民として、どういう未来

をデザインしたいのかっていう意思はちゃんと持つべきかなっていうことで、あえてちょ

っと人っていう言葉を入れさせてもらいました。 

 

梅原：個人としての人っていうことですかね。 

 

城戸崎：はい。 

 

梅原：なるほど。そっか。全体ふかんのことも分かりました。私は、逆かなと思ったのは、

逆にそういう自然とかと調和したみたいなものが、実は狭い範囲のものを仲間と見てるん

じゃないかなっていう思いがあって。 

 

城戸崎：なるほど。 

 

梅原：割と外側のコミュニティーに関して、すごく冷たいなって気持ちもあったり、全体を

見るって、全体の対象がもしかしたら私とイメージ違ったのかなと思いました。 

 

城戸崎：でも、そういう面もありますよね。昔から、外国の人とかあまり見慣れない人に対

しては、結構壁をつくるところもあったりもするので、ある意味、自分たちの中の範囲で捉

えてて、多様性って意味ではちょっと低いのかもしれないですね、そう言われれば。 

 

梅原：それがもしかしたら停滞感につながるかな、なんていう思いもあって、読んでました。

ありがとうございます。 

 

城戸崎：ありがとうございます。 
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藤山：じゃあ、齋藤さん、星野さんの順番で、佐藤さんですね。そこまでにします。 

 

齋藤：城戸崎さん、ありがとうございました。いつも、後半書かれてますけど、複眼的でし

かも一つ一つ深く掘ったところからの問いで、いつも感服しておりました。これ、今の意見

とちょっと近づくんですけど、今、組織をリードされて、リーダーシップを発揮されて、い

ろいろ引っ張られていて、なおかついろいろ変革をしていく必要性、日本の中で、もしくは

1 企業としても、もしくは組織としても、そういうことをお考えになっているというのが、

読んでいても、いろいろ感じられてきます。 

 自分自身、ちょっと振り返ってみたときに、例えば、今、先ほど藤山先生と話されてる中

で、そうだなと思ったのは、例えば自分がまだ 30歳くらいだった頃って、かなりあまり難

しいこと考えずに、まずやっちゃってみようとかって結構あったかなと。一方で、でも、今、

この立場になって、こういういろいろ知識を深めながら考えていくと、確かに、その方向な

んかをちゃんと考える、深く考えた上で、先を見て、そういうことを 1歩踏み出していく必

要性も感じると。伺ってみたかったのは、いろいろ組織の中でもやられていると思うんです

けど、例えば若い人、若いエンジニアとかに向けて、いろいろ施策を打たれてたりとか、そ

ういうことってあるのかなと思って、ぜひ伺ってみたいと思いました。 

 

城戸崎：去年なんですけど、ちょっと今回の研修を受けて、ちょっとオープン・イノベーシ

ョンっていうものをやったんですね。それは、オープン・プランニングっていうのをやって、

何かっていうと、やっぱり中堅とか若い人の夢をどう実現するかっていうところをやりた

いなって思って、何となくうちもそれなりの大きさの会社なので、キヤノンっていう大きさ、

キヤノンの持っている資産を使って、どういうふうな夢を実現したいかっていうものを、結

構十何人くらいの若手の人を集めて、そういう人と具体的にどういうものをやりたいのか

っていうのを、半年間くらいチーム二つつくって、やって、それを副社長に報告しながら、

いろいろしたりとかいうような形をして、それはある部分閉じたところなんですけど、やっ

ぱり開発なので、何となくイノベーションを生みだすような、夢を実現するための組織みた

いなやつをすごくつくりたいなっていう思いがあって。ちょっとそういうのが、今、仕掛け

ていて、もっとちょっとそれを広げられないかなっていうところを、ちょっと今、考えてま

す。 

 

齋藤：ありがとうございます。全く同感で、そういうイノベーションが起こるような組織、

もしくは環境をつくっていくっていうのが大事だなとすごい思います。ありがとうござい

ます。 

 

城戸崎：ありがとうございます。 
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藤山：じゃあ星野さんお願いします。 

 

星野：私、全く齋藤さんと同じ質問で、若い人も、藤山さんは年配の方がとおっしゃってま

したが、若い人も変革を恐れてる部分があるんじゃないかなと思って、そこについて何かや

られてることは？っていう質問だったんですけど、今、聞いて、伺ってよかったです。私と

しては、なるべく若い人がこれをやりたいっていったときには、それがちょっといろいろあ

るかな、失敗するかなって思ったりしても、できるだけそのまま受け入れて、じゃあやって

みたらっていうようなことを言うようには、するようにはしていますといったところです。

ありがとうございました。 

 

藤山：ありがとうございました。佐藤さん。 

 

佐藤：ありがとうございました。非常に興味深く拝見しました。ちょっとさっきおっしゃっ

てたことの中で思ったんですけど、要はコロナがすごくインパクトがあって、実際に紙のプ

リントアウトっていうものも実際減ってきて、この流れはなかなか変わらないんじゃない

かっていう予測と、ピンチをチャンスにっていうお話と、あとテレワーク実際やってるって

いう中で、この研修と直接関係ないのかもしれないけど、これすごく関心あるんですけど、

これからその辺りってどうなってくんですか。若者に夢をみたいな話もすごく大事だと思

うし、もちろん会社のモチベーション・アップっていうのはいいんですけど、実際にこの業

界っていうのが、コロナの中でこれからどういう方向性に変わっていくのかっていうのは、

ちょっとお話を聞ければと思って。 

 

城戸崎：プリント自体は、オフィスのプリント減っていくと思ってます。われわれの、マル

チファンクションプリンターっていうやつは、ドキュメントの入出力をするんですね、そう

するとプリントするだけが仕事ではなくて、大体オフィスのお客さんところに 1 台置かれ

ているような形になったときに、その業務に対して、いかに役立つ道具みたいな形になって

きて、プリントが常にしてもらうための存在っていうところから変わっていくんじゃない

かなって思っていて、それが単にハードであるプリンターっていうよりも、サイバーとフィ

ジカルを使って、いかにいろんなお客さんのやりたいことが、そこでドキュメントの入出力

を使いながらいかに便利になるかっていうところを提供するのが、われわれの使命かなと

思ってます。 

 コロナになると、今度、家でプリントする人が、実はインクジェットとかすごく増えてる

んですね、実際に。それって、会社のものをもしかして刷ってるとすると、みんな不安なん

だけど刷ってる場合もあって、そこがいかにマネージドされて、お客さんがとか、会社が安

心してできるとか、もっというと、使った消耗品は自腹になってる可能性もあるじゃないで

すか。それは、会社で使った分は、会社に自動的に請求するようになってくれれば、それは
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プリントがまた自宅では増える可能性もあるので、そういった場が広がったっていったと

きに、一つのオフィスっていうところが広がった大きなオフィス空間になったっていう捉

え方をしながら、どういうものを作るかっていうのを考えなきゃいけないのかなっていう

のが、ちょっと今、自分はすごく思ってます。 

 

佐藤：なるほど。ありがとうございます。 

 

藤山：ありがとうございました。それでは、川名さん、お待たせしました。お願いいたしま

す。 

 

川名：私のほうは、まず僕とっても狭いところで、アカデミアの中で生きてますので、皆さ

んとこうやって交流できたことが、まずとてもいい勉強になったし、楽しかったなというふ

うに思っています。運営の方含めて、まずは感謝申し上げます。 

 今回感想に書いたのは、何かお題を与えられて書けと言われれば、ああいうの書けるんで

すね。書いたんですけど。本音の部分はもうちょっと別のところにあって、10 年後に、こ

のリベラルアーツっていう言葉が生き残ってるのかどうかっていうことに関心を持ってい

ます。10年後っていうと、先ほど来出てる、SDGsの 2030 年というのを一応期限なってます

ので、そのタイミングですね。ですからせいぜいそれくらいまでは言葉として生きてるんで

しょうけれども、その後、このはやり言葉っていうか、僕はリベラルアーツ研究教育院って

いうところに所属してますので、日頃、この言葉が上滑りしてるのを飽きるほど見てますの

で、とても心配に思っているんです。 

 なので、その辺りですね、皆さん、企業にいる皆さんがどういうふうに考えているのかっ

ていうのをちょっと聞いてみたくて、きょう、参加した次第です。多分、イノベーションと

か、あるいは何か新しい価値を創造するとか、あるいは社会の変革の引き金を引くとか、そ

れくらいの何かこう、機能が見いだされない限りは、多分、このリベラルアーツって言葉も、

バックラッシュっていうか、逆風の中でまた別の言葉に置き換えられるか、あるいは批判の

対象になるか、そんなところだろうというふうに、私としては悲観的に思ってるんですが。 

 だからこそ、私は何かやりたいと思っていて、思いを同じくする、同世代の皆さんと何か

社会課題を解決するための科学技術力の結集というか、そういうプロジェクトみたいなも

のを立ち上げられないかなというふうに思っていて、例えば、私のほうでは、これは東工大

のプロジェクトですけれども、例えば社会的な、今のアメリカを見ても露呈した問題ですが、

社会的な分断を修復するための科学技術っていうことですね。社会的分断を引き起こした

のも技術だけれども、それを修復するのも科学技術なんだという観点で、いかにすれば、こ

の分断を修復できるかというプロジェクトを、今後立ち上げようというふうに思っており

ます。そのときには、ぜひソリューションとしての技術、あるいは科学の知見をお持ちの皆

さまがたにも参加を呼び掛けたいというふうに思っておりますので、またそのときにご連
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絡させていただきます。以上です。 

 

藤山：ありがとうございました。川名先生に、どなたかメッセージを出していただける方は

いらっしゃいますか。川名先生が書いていただいたやつのリベラルっていう言葉、これ、結

構厄介な言葉ですよね。ここに書いてある。 

 

川名：そうですね。 

 

藤山：アメリカなんかは逆にいうと、リベラルっていうと、左っぽいイメージで、これはど

ういうことかっていうと、ニューディールのときのケインズの経済政策で、貧困っていうか

そういう状況から自由になるっていうことで、リベラリズムっていう名前が付いたってい

うふうに言われていて、そうすると、その設計をして計画をするような動きっていうのは、

リベラルなんだっていって、左翼、リベラルっていうふうになってるんですけど。イギリス

で育まれたリベラルって言葉は全然違うし、ここでご指摘のように、ギリシャ時代のリベラ

ルっていうのも違う。もっともギリシャ時代は、ある意味では奴隷のいるリベラルなんて、

また意味がちょっと違うんですけども、リベラリズムっていう言葉の遣い方も、ちょっと難

儀もあって、ちょっとなかなか大変だっていうところもありますね。星野さん、お願いしま

す。 

 

星野：企業で捉えてるリベラルアーツの重要性みたいなところでいただいた疑問、質問かな

というふうに捉えますと、企業、われわれ、私技術者ですけど、技術のことをやってる人間

としては、やっぱり狭い中で少し改善をしたりとか、いろんな技術開発等々やっているんで

すけども、その中で、今、やっぱり求められてるのは、イノベーションといったような、も

うちょっと広い、違うところとか、もうちょっと広いところとかいうところに行く必要があ

る。そこは求められてるんですね。求められてる中で、そうすると、今やってることをどん

どん一度抽象化をしていかなきゃいけないかなというふうに思って、抽象化して、要はジャ

ンプするためにかがむみたいなイメージですけど、抽象化することで違うところに行ける

のかなっていうふうに思っていまして、それの究極なところっていうイメージが、リベラル

アーツなのかなっていうような、私は捉え方をしています。 

 ただ、この感覚って、やっぱりリベラルアーツを学ぶ機会がないと、なかなか難しいとい

うか、やはりこういうプロセスを踏んで、次の違うところに行くって、非常にある意味、非

効率といえば非効率なので、そこを、その重要性をどう伝えられるかが、非常に重要なのか

なっていうふうに思います、思っていますといったところです。 

 

藤山：ありがとうございました。そうですよね。佐藤さん、お願いします。 
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佐藤：川名さん、ありがとうございます。まさに、リベラルアーツっていうのが 10年後に

なくなる、ないんじゃないかって、存在しないんじゃないかっていうのは、結構ショッキン

グなご発言だと思うんですけど。書いていただいてるんですけど、やっぱり例えば人文社会

の軽視とか、実学ばかり重視とか、結局学生自身も教える側自身もこれがどこまで役に立つ

のかみたいな話があるっていうのを書いていただいてるんですけど、でも、僕はさっき言っ

たまさに人生パラレルで、いろんな複線、アカデミックパス、キャリアパスが多様化してい

ってもいいっていう、一つの軸の中にそういうリベラルな、いろんなそういうリベラルアー

ツ的な教育っていうのが不可欠なんじゃないかなって、むしろ思っていて、これからの時代、

だからむしろリベラルアーツっていうのは、現代版リベラルアーツって言っていいのかも

しれないですけど、そういうものこそ、私は、大学の人たちがやっぱりつくっていくべきだ

と思うんですけど。 

 東工大って、単科の大学ではあるんですけど、やっぱり教養教育も持ってるわけで、その

辺ってどういうふうな議論をされてるのかって、なかなか答えづらいところがあるのかも

分かりませんけど、それは、先生から、川名さんから見てていかがなんでしょう？ 

 

川名：教科書的な言い方で学生に対しては、学生だけじゃないですね、大学全体で理工系の

研究者に対しても、リベラルアーツの重要性ということは、常々発信しています。ただ、私

自身っていうかですね。文系のことをリベラルアーツって言う方も中にはいるんですけれ

ども、文系にもいろいろあって、私個人でいうと、やっぱりリベラルアーツなんていうこと

は、そんな面倒くさいことは考えたくなくて、自分の研究分野、非常に狭いところをとにか

く掘ってって、そこで一番になりたいと思ってやってますので、それだけをやってたいわけ

ですね。それは、業績を出してる研究者であればあるほど、そういう考え方なので、ある教

育で遣う言葉と研究者として遣う言葉っていうのを分けざるを得ないっていうか。そうい

う中で、逆風が吹いたときに、本当に二つの言葉を遣い続けられるのかっていうか、どっち

かにやっぱり行っちゃうんじゃないかっていうような不安を持ってるってことです。 

 

佐藤：ありがとうございます。 

 

藤山：恐らくリベラルアーツっていうのは、ギリシャ時代の歴史の言葉としては残るんでし

ょうね。だけど、それが今日的に定義をはっきりしないで、ずっとうろうろしてると、言葉

としての意味があまりなくなってくる可能性はありますよね。だから、私もこの講座引き受

けるときに、3規範に対して考えることをリベラルアーツというっていうふうに定義をしち

ゃったわけですよね、勝手に。そこは、確かに言葉自身の悩みはあるかなと思います。他に

ございますか。でも、専門的な立場からいつも議論を深めていただいて、監査にも出席して

いただいて、大変ありがたかったと思います。ありがとうございました。 
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川名：とんでもないです。ありがとうございます。また、ご連絡させていただきます。 

 

藤山：事務局をうまく通して、何か次の会のご提示も、吉田さんなんかからいただいたので、

つくられていくっていうのは、他のことに使うのはそれぞれ勝手ですけども、取りあえず同

窓会みたいなものを組織したいっていうんであれば、それはいいことだと思います。最後に

梅原さんですが、よろしくお願いします。 

 

梅原：私、最後なんですね。どうも失礼しました。ちょっと最後にふさわしいかどうか分か

らないですけど。私は提出課題っていうことで出させていただいたんですけど、結構他の方

のも読んでたら、同じようなこと感じられてる方もいるんだなと思って、ちょっとほっこり

しながらも読んでいたんですけど。冒頭書いたように、ちょっと私自身の今までの関心とい

うところで、実はこういうものって、まとまった学びをする機会が意外となかったかもしれ

ないな。つまみ食いはしていたんですけど、やっぱりそういうものを学べてよかったなとい

うところでして、特に、半分冗談半分本気で、うちの中での会話も、実はリベラルアーツの

少し増えてですね。夫婦の中で、そういう話題をしたり、特に、私も自然科学一辺倒でずっ

と来てたものですから、そうじゃない方と話すときの本当にのりしろっていうんですかね、

そういうとこが増えたなっていうのが、一番の自分にとってのよかったところかなと思っ

てますし。 

 コミュニケーションっていう言葉が、実は私の中では割と縦糸に、今、なっている感じな

んですね。いろんな分野の方の話をつなぐですとか、自分自身がもちろん専門性を持ってや

らなきゃいけないところを、なるべくそれを他の隣接する方たちにどうやってお伝えをし

て、そこからどうやってものを得て、また新しくものをつくっていかなきゃいけないかって、

そういうところをずっと考えていた中で、この 15回の会を、自分なりの解釈をしながら落

とし込めたことで、話の幅は多分、広がったんだろうと思います。 

 いくつも刺さった言葉あって、それ、ちょっとここで、一つ一つ述べるのもあれかなとい

う気はしますが、一番やっぱり関係主義的人間観っていうところ、途中書きましたけど、自

分が自分であるためには、自分を立てるんじゃなくて、まず他を立てて、関係性の中に生き

てく。その竹村先生の概念っていうのは、理解したと到底言えないんですけれども。なんか

そういうものって、私が何となく思っていたことを、ある意味すごく、哲学的な面で解釈し

てくれたのかなと思います。すみません。聞こえてますですか。 

 

藤山：聞こえますよ。 

 

梅原：大丈夫ですか。ちょっと私のほうがビデオが止まってて、だったんで。多分、15 回

ものサマリーはとてもできないんですけども、私の中でリベラルアーツ、自分自身で表すと

すると、大局観っていう言葉がぴったり、今、きてます。大局観って、必ずしも一つの固定
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されたものではないけれども、何か物事を理解するための土台になるもので、それでいて、

大きな何かがあったときには、やっぱり変える柔軟性がある。それでいて、しなやかに軸は

持ってる。多分、リベラルアーツは、私の中ではそういう位置付けなのかなと思っています

し、ただ揺らぎっていう表現もすごく深い概念があるなとあらためて思ってます。 

 根本さんが、確か書かれた中だった。揺らぎと変化みたいなところの違いって、私も自然

科学のテーマで、実はそこら辺のことをやっていた部分があったので、揺らいでるうちは、

いろいろ吟味ができるんだけど、いざ変わるときっていうのは、多分、もう戻れないってい

う部分があると思うんですね。それは恐らく人々が対話をして、こうだよねって、ちょっと

恐れながらもそっちに向かって進んでいく。そういうものをつくり上げていくところに、リ

ベラルアーツっていうものの言葉の本質が、私の中ではあるかなというふうに思いました。 

 最後にちょっと 1個言うと、実は副作用が、私の中では、この研修通じてあって、普通に

思っていた言葉をすごくしゃべりにくくなりました。気軽に言ってた言葉が、実はすごく深

い意味を持っていて、本当にこれってこうなの？って思うことがすごく増えたために、何か

自分の語りが 1歩止まってしまうっていう経験が増えました。それでも、やっぱり多分、自

分の考えてること、語ることはやめてはいけなくて、語った中で、多分その後で、じゃあ何

をつくるのかっていうところを、恐らく対話の中で見いだしていく。だから私の中で、コミ

ュニケーションが縦糸って話ししましたけれども。なぜ対話をするのか。対話をして、何を

つくりたいのかっての、あらためて考えさせる会だったかなというふうに思っています。ち

ょっとまとまりない話ですけど、私が 15回でどれだけ印象受けたかということをお話しし

ました。以上です。 

 

藤山：ありがとうございました。それでは梅原さんに対して、お話をしていただける方、い

らっしゃいませんか。今、結構大切なっていうか、深いことを二つくらいおっしゃったかな

と思ってるのは、まず最初、リレーションということを言ったんですよね。これは人間って

いうのは、言葉でも、人の間って書くわけで、1人の人間がポツンといただけじゃ、多分人

間じゃないんですね。人間っていうのは、マイセルフとかエゴとかユアセルフとか、何とか

セルフっていう言葉があるんですけど、最近のヨーロッパの哲学者で、リレーション・セル

フって言ってる人がいて、人間と人間との間の関係こそが実在なんだっていう考え方なん

ですね。それにも通じるような、ちょっとお話だったかなっていうふうに思います。 

 それから、言葉が安易に使えなかったっていうのも、これも新しい学びがあったときに、

よくある症状だと思います。どんどんスムーズにしゃべれるかと思ったら、学問的な深さが

どんどん出てくると、今まで使っていた言葉が、使えなくなってくる。最後に、自分で言葉

をつくり始めるんですけど。つくると、その言葉自体がしっくりこないんで、またイライラ

するっていうの。これは偉大な学者さんは、皆さん、やってることだと思うので、梅原さん

も偉大な学者さんに近づいてるのかもしれませんですね。はい。齋藤さん、お願いします。 

 



53 

齋藤：梅原さん、ありがとうございました。いつも言葉巧みに言語化される能力が非常に素

晴らしくて、思考をちゃんと言葉で表現されるという意味で、まさかそこで思いとどまれて

るところがあったとは、全く想像もしていませんでした。先ほどの川名先生のリベラルアー

ツが 10 年後残っているのだろうかというのに関係する気がするんですけど、今、まさに、

大局観をつかむという、そういう意味で、何となく漠然とリベラルアーツって何だろう？っ

て、今もまた考えてたんですけど。そういう意味では、非常にそこがしっくりくるなと思い

ました。 

 という意味で、リベラルアーツという言葉を例えば、何の研修受けてるの？って言われて、

リベラルアーツの研修と言うと、これ、非常に説明が難しくて、何それ？ということになる

ので。ですけど、大局観をつかむだとか、いろんな複眼的な視点を持つだとか、今ここにあ

る、ここまでの歴史だとか、いろんな意味をきちんとある程度深く理解した上で、今、ここ

にあるということを理解するみたいな意味では、非常に大事だと思っていて、これは本当に

実務の話だけをしていたら、やっぱり人間の方向は間違うんだと、ではないかなと、あらた

めて自分自身も思います。なので、どういう。リベラルアーツという名前を、市民権を得て

いくのがいいのか。佐藤さんがおっしゃってたように、ある大学なのか高校なのか、そうい

う時期にきちんとちゃんとみんなの中にそれを植え付けるというと言葉が悪いですけども、

ファンダメンタルとしてみんなが共有できるようになっているとか、そうすると、あえてリ

ベラルアーツって何それ？っていう会話がなくなっていくのかなというふうに思いました。 

 梅原さん、ちょっと質問したかったのは、先ほど言葉を選ぶようになっただとか、関係性

を見ているとか、おっしゃってるんですけど、それ、言葉の。僕がいろいろ思うのは、言葉

が世界をつくるというのを、いろいろある人から聞いたことがあって、自分の中で何を思っ

てても、それを発した言葉が、それがある意味では、それが事実、現実になってるという意

味で、言葉を選ばれてるっていうのは非常に面白かったんですけど、もう少しそこの持つ意

味を吟味してしまうとかおっしゃってましたけど、変化として、何がそうさせているのかな

っていうのを、すごく関心があったんですけど。もし、何かあれば、教えてほしいんですけ

どもと。 

 

梅原：そうです。ありがとうございます。何が？ 多分、自分自身が他の方をもっと理解し

たいとか、そういう思いが強くなってると思う。言いっ放しでよかったと思うんです、昔は。

昔はっていうのもあれですけど。それが、恐らく、やっぱり自分も、皆さんよりは、多分、

若輩だと思いますけども、やっぱり何事かをなすべき年頃、ポジションになってきた中で、

やっぱり人を動かすためには、きちんと相手のことを分かった上で、共通の何かに向かって

っていう、そのときに言葉の力ってすごく大きいなって感じるからこそなんだと思います。

昔から、私、実は、外国語も大好きで、共通言語みたいなものを学ぶと、より 1歩進めるっ

ていうんですかね。母語で話すと、やっぱり胸襟を開いてくれる方、いっぱい見てきたんで

す。 
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 なので、それは多分、国だけじゃなくて、分野もそうだし、セクターもそうだし、先ほど

の複線化の話かもしれないですけど、私自身、産にいたことがない人間なので、そういった

産の方と話すときに、じゃあこういう市場の話とか、民主主義はもしかしたらもっと広いか

もしれないです。そういうものを持つことで、より理解をして、より何か相手の土俵に歩み

寄れるっていうんですかね、それだからこそ、言葉をやっぱり大事に思うようになってきた

かな。そんな感じはします。 

 

齋藤：ありがとうございます。 

 

梅原：すみません。なんかエッセーみたいな感じですが。 

 

齋藤：分かりました。ありがとうございます。 

 

藤山：最後の対話は、非常にリベラルアーツ的だったし、ある意味では東洋思想もちょっと

入ってきて、くるような、なかなかいい話だったと思います。これで、ちょっと時間過ぎて

しまいましたが、全、皆さんにお話をしていただきました。磯部さん、それから竹吉さん、

荻野さん、菊田さん、きょう、ご欠席ですけども、出していただきました。磯部さんは、中

国の問題、堂目先生にお会いしに行った問題。それから、竹吉さんは、お金の話のところの

歴史ですね、そこに興味を持っていただいた点。荻野さんは、就職協定の話。菊田さんは、

現役の会社の人たちの話が聞けたのが、学の中での活動に非常に役に立った話をされてい

ます。いずれもコミュニケーションをして異分野の人と意見を交換したことによって、自分

の考えが深まったっていうことをおっしゃられてるんだと思います。大変ありがとうござ

いました。 

 ちょっと皆さん、眠いっていうか、あれでしょうけども、あと数分、ちょっとせっかく有

信先生に遅くまで、ちょっと寝てらっしゃるかもしれませんけども、いらしていただいてる

んで、有信先生、それから白水先生、それから小原さん、根本さん、2 分ずつくらいでも、

ちょっと最後にお話をいただいて、グランドフィナーレといたしたいと思います。有信先生、

よろしくお願いします。 

 

有信：ありがとうございます。もともとは企業のトップのかたがたが、リベラルアーツは非

常に重要だと、こうおっしゃるんだけど、本当にリベラルアーツって何だか分かってるのか

なっていうこともあって、これ、自分に対する問いかけでもあったわけですけども。それで

藤山さんにお願いして、このコースをつくっていただきました。ところが、思いの外、とん

でもなく重いコースになってしまって、これは非常に、私としては感謝をしてます。きょう

の議論も、相当深いところで議論をしていただいていて、ここまで来たっていうのは、非常

によかったなと思います。 
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 私たちも、今の参加者の年代の頃には、いろんな業種の人たちが集まって、われわれはさ

まざまな問題について議論をする場というのがありました。BUFもその場の一つだったわけ

ですけども。ですから、これから先も、言ってみると、さまざまな問題意識を持たれてる方

は、事務局に連絡をしていただいて、ある意味、こういう議論の場を組織するということも

可能かと思っています。 

 一つだけ、ちょっと余計なことを言いたい。今の議論を聞いてて、言いたいのがある。言

いたいことがあるので、申し訳ありません。ちょっと時間を取ってしまいますけども。特に

今、閉塞感だとか、それから藤山さんが言われた人の流動化の問題だとか、さまざまな問題

がある、一番の根源の一つは、私は戦後 75年の中で、日本がつくり上げてきた思想の中で、

民主主義、科学技術、市場原理という三つのディシプリンを考えると、科学技術はいわば国

際的に共通言語で進められることなので、これは共通に進んできただろうと思いますけど

も、民主主義と市場原理だけは、日本独自の形で進んできて、なおかつ、それが極めて高い

成功を収めてきてしまったことが、実は今の閉塞感とか足かせ手かせの原因になってるだ

ろうと思っています。 

 人材の流動化が進まないのも、人材に関しては、市場原理が実は全く働いてないわけです

よね。それは何でかっていうと、業界で共通に初任給はみんな一定に定めてしまうしってい

うようなことで、これが実はうまく回ってきたんだけれども、今の世の中にはもう合わなく

なってしまっているというような状況が、至るところあります。教育施策考えていても、さ

まざまなところで、そういう状況に行き当たります。例えば、設置認可制度、大学の設置認

可制度等々含めても、実は網の目のように、細かなところにいっぱいあるんですね。こうい

うものに対して、皆さんがたが、今、閉塞感を持ってるところの原因を、実はやっぱりきち

んとつぶしていかなきゃいけない。そのときに群盲、象ををなでるということで、尻尾をつ

かまえたり、足をつかまえたり、鼻をつかまえたりしてるわけですけども。実は象全体を見

ていて、変えていかなければいけない。 

 このときの、私がきょうの議論を聞いてて感じたのは、やっぱり一番重要なのは、抽象化

っていうことだろうと思うんですけども。ちょっと話が飛んでしまって申し訳ないんです

けども、やっぱり抽象化がどこまでできるかということが肝だろうと思っていて、これが今

回、リベラルアーツの中で、皆さんがたがいろいろ学んだことを踏まえると、その抽象化の

レベルが全然違ってきてるだろうと思ってますので、今後に期待をしています。藤山さんに

は、本当に感謝をしてますんで、どうもありがとうございました。 

 

藤山：ありがとうございました。はい。ありがとうございました。それじゃ、白水先生、お

願いします。 

 

白水：1年超、ありがとうございました。非常にぜいたくな立場で参加させていただきまし

た。一つは、本当に講師の先生がたの話が面白かった。それに対する、2番目は、皆さんの
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話がすごく面白くて、3 番目は、私、認知科学みたいなことやってるので、皆さんの中で、

今回どのように知が立ち現れてくるかとか、理解が深まっていくかっていうプロセスを味

わわせていただいた、面白かったです。きょうのお話でも、当たり前を疑うとか、これまで

本当にそうだって思ったことが変わってって、言葉を吟味しだしたみたいな話っていうの

で、リベラルアーツの威力をすごく感じました。 

 一つ思い出した話があって、小学校の低学年の子どもたちが、国際交流をする。そのとき

にワールドマップ・プロジェクトっていうのがあって、日本の子どもたちが日本の地図を紹

介して、オーストラリアの子どもたちと一緒にどういう地図か交換するんですね。そうする

と、何に気付くかっていうと、お互いの地図が違うっていうので、最初、ワーワー騒ぐんで

すけど、その後、しみじみとお互いのマップを見て話し合っていくと、どっちの国も、自分

の国を中心に地図を描くんだねってな方向に行ってくるんですね。そうなってきたときに、

実は、私たち違うように見えるんだけど、その違いを超えて、自分たちを中心に人間って考

えがちなのねっていうことを、小学校低学年でもう言葉にして、そこまで行くと、最初自分

が立った立場っていうのを抽象化して見直せる。そうすると、自分の見直しっていうのが、

どんどん無限に深くなるっていうことを、結構小学校低学年でも知る。 

 そういう意味では、今回、リベラルアーツに出てこられた先生がたっていうのは、皆さん、

無限に疑ってかかれるよねっていうことを手に入れられたの、すごく大きいし、そう考える

と、個人的にはリベラルアーツは、私は小学校の 1年生からやっていいんじゃないか。なん

だったら、道徳をリベラルアーツにとっかえたらいいんじゃないかみたいなことを考えな

がら、聞いておりました。 

 もう一つは、抽象化するのすごく大事なんですけれども、今の例みたいに、実は抽象化し

たときに、私の考え変わったなって思えるためには、最初の頑固な思い込みがすごく大事で、

日本は地図がこれで当たり前って思ってると、抽象化すると、その違いに気付けるって考え

ると、なんか抽象化した見方っていうのを今度は、自分のまた出発点にして、それを頑固に

思い込んで、少しバランスを崩して足を出してくみたいなことができていくと、抽象的な理

論みたいなものと日々の実践っていうのがつながっていくかなみたいなことを、自戒を込

めながら考えておりました。以上でございます。 

 

藤山：ありがとうございました。それでは、小原さんお願いします。 

 

小原：皆さん、大変お疲れさまでした。どうもありがとうございました。事務局からお願い

だけ、背景も含めて、したいと思いますけども。これをご覧になって、オブザーバーでご覧

になった各企業のトップの方とか、役員の方々からは、本を出すのは当然のことという前提

で話されて、これから藤山さんにまたご苦労をお掛けするんですけども、すみません。その

後に、これ、ビデオ配信したらどうかとか。あと、これはある人事部長から言われてる話で

すけども。それとか、第 2期生、第 3期生という話もあります。これはもともと BUFでは、
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どっか他の大学にこのプログラムを移行してやるとかいうこと、もともと最初の前提とし

てあるので、どこまで続けられるか分かりませんけども、ぜひまたご自分の組織から、後輩

か先輩を出すという、なったときに、キャッチーな釣り文句、これ、さっき齋藤さんが言わ

れた、大局観をつかむとか、ちょっとヒントになりましたけど、ぜひ 1人一つずつ、キャッ

チーな釣り文句を出していただければ、ありがたいなと思います。 

 理由は、この会をやるに当たって、一応プロのベンチマーキングっていうことで、グロー

ビスとか、ICU、一橋の MBA、もちろんアスペンさんの事務局を回って、こういうリベラル

アーツの研修っていうのは成り立つんだろうかと。皆さん、必要だとは感じるけども、スキ

ル研修ではないので、研修に入る人たちの緊張感が続かないだろうと。唯一続ける方法は、

合宿であると。ただ、このくそ忙しい人を合宿に巻き込むっていうのは、どうもなと思って

いたので、その辺の方法論も含めて、ぜひ釣り文句がいただけるとありがたいなというふう

に思います。 

 あとは編集、また今後について、また個別にお願いに上がることがあるかと思います。今

後ともよろしくお願いいたします。ありがとうございました。 

 

藤山：ありがとうございました。いや、ちょっと知らない情報もあって、びっくり。まさか

ねと思ってますけど。それじゃ、根本さん、お願いします。ずっと聞いてらして、どんなふ

うに感じられたか。 

 

根本：根本です。1年強にわたり、後ろで毎回見させていただいて、大変勉強になりました。

どうもありがとうございます。お話を伺いながら、私やっぱり東洋思想が面白かったなとい

うふうに思っていて、先ほどいろんな方が議論されていたと思うんですけれども、東洋思想

ってバラバラにした後、もう一回、戻すみたいなところって、壊した後、再生するっていう、

循環の考え方があるなっていうこと、すごい関心を持って伺っておりました。 

 私、今、仕事がスタートアップの育成をする仕事でして、スタートアップって、世の中の

揺らぎを取りつつ、市場を選んで、その過程でスタートアップをしている CEOですとか社員

自身も常に変化をし続けていかないと、勝っていけないって、要は揺らぎを見るんだけれど

も、同時に、揺らぎを自分たちで起こして、1回チームとして壊れないと強くならないみた

いな話が結構あって、その辺りの揺らぎを捉えつつ、揺らぎをつくる。しかも壊してもう一

周、回るみたいな、そういったところがすごく、自分の業務ともひもづいて感じていたなと

いうふうに思っております。それもあって、私の感想のところには、先ほど梅原さんに触れ

ていただいたとおり、揺らぎが起きて、変化が起きるところみたいなところを書かせていた

だいたというのがあります。 

 あともう一つ、これは、今回、ご参加されている皆さまの後ろ姿を拝見しながら思ってい

たこととしては、スタートアップに来る若者って、大体大企業は駄目だとかっていうことを

言ってくるんです。そういった人たち。でも、結局、スタートアップが生き残るために、揺
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らぎを捉えて、市場を捉えるためには、大企業と組んで、一緒に世の中変えてくってことを

しなきゃいけなくて、その辺りの、産学もそうなんですけれども、若手、ある程度中堅の方

っていう対立もそうですし、スタートアップ村と大企業村みたいなのを、変に割けてるとい

う状況がすごいもったいないなというふうに感じておりました。 

 ただ、今回ご参加された皆さまの後ろ姿を拝見しながら、多分、先ほど私が申し上げたよ

うな、揺らぎを捉えようとしつつ、多分それを通じて、ご自身、皆さま自身がご自身の中に

変化を起こされていく様子っていうことを目の当たりにして、そういった様子を、多分、若

い人たち、私ちょうど 30くらいの年で、多分、皆さまの部下に当たるような年齢だと思う

んですけれども、そういった層ですとか、あとさらに 20代のような若い人たちが見ていく

ことで、こういうふうな世の中を生き抜いていくような、そういった像がつくれるのかなみ

たいなことを思いながら、きょうのお話も伺っていた次第です。 

 私も事務局として、毎回の書き起こしと、きょうの議事も可能な範囲でメモしているんで

すけども、それを最終的に、皆さまの考えていらっしゃったことも含めて、世に出していく

ところというのが、私のこの後の仕事として課せられておりますので、そこでまた、引き続

き皆さまにご指導いただきながら、これを形にしていくべく頑張ってまいりたいと思いま

すので、今後とも、ぜひよろしくお願いいたします。あらためて、本当にこういった機会に

参加させていただき、ありがとうございました。 

 

藤山：ありがとうございました。講師の皆さんの話以外の、皆さんの個人の名前と発言が結

び付いて、外に出すということはしませんので、ただ、OK をもらえたら、こういう人たち

が出てたんですよとか、その人のうちの誰がしゃべったか分からないような形で、こういう

質問が出ましたとか、そういう格好にはなるかもしれないと思いますが。いずれにしてもゲ

ラは、できる限りお見せをしたいというふうに考えています。そもそも先生たちの話すごく

長いので、3分の 1とか 4分の 1ぐらいにしなきゃいけないと、先生たちがうんと言ってく

れるかどうかっていうのは、ちょっとあまり定かじゃないところで、あんまりうんって言っ

てくれない人が多ければ、やめになっちゃうのかなっていうところもあると思います。ただ、

その辺のところ事務局にお任せして、ご信頼をいただきたいと思います。 

 本当に、きょうは、長いことありがとうございました。30 分超過をいたしました。皆さ

まの人生に、この 1 年半の講座がどこかでひょっこり役に立つというようなことがあると

いいなというふうに思ってます。じゃあ皆さん、お元気で、お過ごしください。さよなら。 

 

一同：どうもありがとうございました。 

 

（了） 
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（余談） 

 

藤山：山本さん。石村さんによろしく。 

 

山本：はい。 

 

藤山：ご苦労さんでした。 

 

小原：どうも、お疲れさまでした。いい議論だったですよね。 

 

藤山：結構よかったよね。途中ね。 

 

小原：よかった。 

 

藤山：いいのが出たよね、なかなかね。 

 

小原：最後これだったから、すごいほっとしたというか、よかったなと。 

 

藤山：書いたものよりもよかった部分もあるよね。 

 

小原：むちゃくちゃよかったです。だから、いや、グロービスの人が、相当質の高い人を集

めないと、続かないし結果出ないよって言われたんですよ。最初の頃、スタートしたとき、

どうかなと思ってたけど、今のを聞いて、やっぱりよかったなと思いますね。 

 

藤山：確かに吉田さんなんかのやつは文章でも分かるけど、しゃべってるのを聞くと、より

自分、彼が変化したのが。 

 

小原：そうですね、よかったです。ありがとうございました。 

(了) 


