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和敬塾創立40周年記念講演　　　平成７年６月18日 
■「21世紀を展望した大学教育の在り方と問題点」 
早稲田大学　総長　奥島孝康先生 
■「企業が求めるこれからの学生像」 
（財）和敬塾理事長、（株）前川製作所　代表取締役社長　前川正雄 

■講演者プロフィール 
●奥島孝康（おくしま　たかやす）氏 
早稲田大学第14代総長･法学部教授、法学博士　商法（フランス社会法･経済
法）専攻。 
　1939年愛媛県北宇和郡日吉村に生まれる。県立宇和島東高校を卒業し早稲田
大学第１法学部に入学。1969年大学院法学研究科博士課程終了。専任講師、助
教授を経て、1976年教授、法学博士となる。1976年から３年間のフランス留
学後、教務部長、法学部長を歴任。ラグビー蹴球部長や探検部会長なども務め
た。 
法学部長時代にはカリキュラム改革を実現し、「法律コース」「国際関係コー
ス」「公共政策コース」の３つのコース制を導入するとともに、他大学出身教
員の大量採用に踏み切った。 
　また、ゼミナールでは、学生もかなわぬほどのバイタリティーを持つことで
有名である。特に夏の合宿では、夜は徹夜でゼミの発表、討論。昼はソフトボ
ールにサイクリングと、多忙な日程をなんなくこなす。猛烈に厳しい授業は、
各界に優秀な人材を輩出し、司法試験合格者や、政治家も多い。 
　偏差値とは別に地方出身者が一定の比率になるような入学者選抜を行うこと
と、国際交流に関する積極的な施策を取ることが、「早稲田の第２世紀」の夢
であると語る。また、早稲田魂を蘇らせ、財政基盤を確立するとともに、本来
あるべき「虚学の府」をめざしたいと熱い思いを語る。学生には、「激動する
現代社会の担い手は、タフで心やさしき野人である。ワセダニアンは野人であ
れ」と説く。大隈重信が言われた「停滞は死滅である」という言葉を胸に、早
稲田大学創立100周年（1982年）と125周年（2007年）の重要な中間期を担
うことになるが、「何もしないリスク」よりも「何かをするリスク」を、あえ
て選ぶという。挑戦する南海野人の奥島総長に対する内外の期待は大きい。 
　主な著書は「現代会社法における支配と参加」（成文堂）、「プレップ会社
法」（弘文堂）、「会社法の基礎」（日本評論社）、「現代企業法の理論と動
態」（成文堂）「フランス企業法の理論と動態」（成文堂）などがある。翻訳
や論文も多数ある。 
　趣味は山歩き。座右の銘は「自恃自信、自反自責」。 
「早稲田大学は下町の太陽であれ」と語る56歳。その情熱が早稲田を支える。 

●前川正雄（まえかわ　まさお）氏 
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　1932年生まれ。東京都出身。1955年早稲田大学理工学部工業経営学科卒業
後、株式会社前川製作所入社。1959年取締役就任。1964年専務取締役就任。
1971年代表取締役社長就任。 
　入社後、米国ミシガン大学に留学し、当時のアメリカの生産現場を体験する
一方でメキシコに見聞する。この経験がその後の独立法人経営の布石になった
という。 
「生物の世界」（今西錦司著）に感銘を受け、剛構造の事業部制から独立法人
の前身である柔構造のグループ制、更に1980年の独立法人制へと環境に適応す
る組織を追求して現在に至る。 
　趣味は読書、音楽鑑賞、スキー。学生時代から愛好しているスキーはセミプ
ロ級の腕前。 

■「21世紀の学問･教育はどうあるべきか」 
21世紀を展望した大学教育の在り方と問題点　　早稲田大学　総長　奥島孝康
先生 
１．四国の果てから 
　このところ私は、故郷である四国についてさまざまなことを考えておりま
す。この３月にも宿毛を訪ねて小野梓先生という、早稲田大学の建学の精神的
な支柱といわれる方のお墓を訪ねて、関係者の方からいろいろなことをお聞き
してまいりました。 
皆さんは、「えらく古い話をするな」と思われるかもしれませんけれども、私
は、そういうところから逆に21世紀を展望するような手がかりを掴もうと考え
ているのです。 
　何故かと言いますと、現在は、まさに世紀末であります。そして近代日本の
幕開けとなる明治維新が出現したのは、これまた前世紀の世紀末に近い頃であ
ります。ところが、その世紀末の混沌の中から、新しい日本を展望していた人
達が何人も生まれたのです。現在の世紀末においても、新しい日本をどのよう
に展望するかについては、いろいろな考え方があるだろうと思います。これ
も、ひとつの見方にしか過ぎませんが、私はここでは早稲田大学の総長という
立場から、21世紀を展望してみようと思います。 
　私は、今日先程、伊予の松山から帰って参りました。四国の松山というと、
皆さんはすぐに正岡子規を思い出されることでしょう。あるいは、漱石の
『坊っちゃん』でしょうか。同時に、司馬遼太郎さんの『坂の上の雲』という
小説をお読みになった方がいらっしゃるのではないかと思います。この『坂の
上の雲』は、日本が生き残っていくためにはどうしても日露戦争は避けられな
い、ではどうやって強大なロシア軍を日本軍が破ることができるかという難題
に、青春のすべてを捧げた陸軍軍人、秋山好古と、海軍軍人、秋山真之の兄弟
の物語です。新しい日本を創り上げていくためには、前に立ちふさがっている
ロシア軍といやでも一戦を交え、これを勝ち抜かなければいけない。そのため
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にはどうするかということのみを考えて、いわば、「坂の上の青い空に一朶
（いちだ）の白い雲が輝いているとすれば、ひたすらそれのみをみつめて坂を
のぼっていくであろう。」という当時の若者のひたむきな姿勢が、『坂の上の
雲』という小説のテーマになったわけであります。そういうふうに、時代の転
換期にあっては、いつでも、何か歴史を動かすような大きな目標に向かってひ
たむきに取り組んでいる若者達がいるものです。今、君たちの中にもおそらく
そういう人がいるに違いないと私は確信しております。 
　そうした若者の一人に小野梓という、早稲田大学の大学としての精神的基礎
を築きあげられた方がいらっしゃいました。この方は、土佐でも、非常に田舎
である宿毛というところからお出になった方であります。日本でも辺地といわ
れるそういう田舎から、17才で戊辰戦役に従軍し、明治４年には19才でアメリ
カへ渡り、そしてさらにイギリスで学び、日本へ帰って政府に出仕するわけで
ありますが、なかなか志が得られませんでした。そのときに義兄であり、か
つ、大隈派の一人であった小野義眞という方のアドバイスを受けて、大隈さん
の惟幕に馳せ参ずるわけです。小野義眞さんは、実は小岩井農場や日本鉄道株
式会社を創設した一人であり、日本鉄道会の恩人といわれる方であります。こ
の方も、やはり宿毛から出られた、大変人望のある方です。岩崎財閥の大番頭
とも言われた人ですから、財政に通じていたのでしょう。とにかく、お金を出
して小野さんを勉強させます。この勉強が早稲田大学のバックボーンとなるの
です。 
　早稲田大学の誕生は、ご存じのように、明治14年の政変の結果といえます。
政変の少し前から、大隈重信が過激な国会開設の意見書を提出したために、長
州や薩摩の藩閥の領袖たちが大変不安を感じて、政府部内が揉めていた。そこ
へ「北海道開拓使官有物払い下げ事件」が起こった。開拓使長官であった黒田
清隆という薩摩の軍人が、官有物を政商に払い下げようとする。それは不正だ
と、大隈さん自身よりも大隈さんを取り巻く自由民権派の人たちが、それを糾
弾した。そのため、大隈さんに対して危機感を抱いた薩摩、長州の連中が、東
北巡幸からお帰りになった明治天皇を訪ねて、「自分達を取るか、大隈を取る
か。」と詰め寄った結果、一夜にして、大隈さんは筆頭参議の座から引きずり
降ろされ謀反人とされたのです。そこで小野さんも、大隈さんと一緒に会計検
査院を辞めて、早稲田大学を創ります。しかし、そういう経緯があったことは
別にして、小野先生は早稲田大学において学問の独立を説き、そして将来、近
代日本の建設に必要なあらゆる人材を一校で供給するという意気込みを持って
早稲田大学を創られたのであると大隈さんはのちに述懐されています。いずれ
にしても、小野先生は、大変な意気込みで早稲田大学を創られました。 
　この宿毛からでた小野梓先生が大変優れた方であるということは、『国憲汎
論』という明治期最高の著述が証明しています。この書が自由民権のバイブル
となるのです。明治初期には自由民権運動が起こって、板垣退助を中心とする
自由党が出来たことは皆さんもよくご存じですね。自由党はほとんど土佐藩の
人間関係だけで作られていました。その中の一人、例えば林有造の血筋は、
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ずっと政治家として現在に至るまで続いております。また、例えば、吉田茂首
相の戦後まもない時代に林譲治という政治家がいますが、その名前は、皆さん
の中にはご存じの方もあるいはいらっしゃるのではないかと思います。それか
ら、大江卓、さらに吉田茂さんの実兄である竹内明太郎、この方は理工学部を
寄付された早稲田の大恩人でありますが、その実父の竹内綱も自由党の有力な
一員であります。こういう人達がこっぞって宿毛から出てきたわけです。宿毛
は土佐藩に属しますけれども、土佐藩主の一族の者が、支藩として事実上独立
に近い形で統治していた辺地であります。そういう辺地からどうしてこうした
優れた人達が出てきたんだろうと、私は大変不思議に思っておりまして、宿毛
でいろいろな人に話を聞いてみましたら、こういうことがわかりました。 
それは、どうも宇和島藩の影響ではないか。私の故郷の日吉村も宇和島藩の支
藩である吉田藩に属します。ご存じのように、宇和島藩には幕末において伊達
宗城という名君主がいらっしゃいました。そのもとで大変学問が盛んになっ
て、明治時代の法曹会の中心的な人物はほとんどここから出ています。例を挙
げますと、民法を創った穂積陳重とか、大津事件の大審院長児島惟謙などは宇
和島藩出身の代表的人物であります。その宇和島藩の圧倒的な影響のもとで、
宿毛においても学問が盛んになったのではないかと考えられているわけです。
しかしその宇和島にしても、宿毛と同じように、いわば四国の辺境の地です。
なぜそういうところに新しい学問の芽が出てきたかというと、それはもっぱら
伊達宗城という名君主自身のおかげのようです。宇和島藩は仙台の伊達藩のい
わば支藩であり、仙台の伊達藩の初代藩主は伊達正宗であります。 
伊達正宗は、「馬上少年を過ぐ、世平らかにして白髪多し、残躯天の赦すとこ
ろ、楽しまずしてこれを如何せん（馬上少年過　世平白髪多　残躯天所赦　不
楽是如何）」と詠いました。この漢詩から名を取った『天赦園』という名園が
いまでも宇和島には残っています。やや詳しいことを言いますと、伊達正宗の
長子が伊達秀宗という人でした。秀宗とは、豊臣秀吉の秀という字を一字も
らったようです。豊臣秀吉の、いわば養子という形をとっていたわけです。そ
こで幕府を憚って伊達正宗は秀宗に家督を継がさなかった。そのため徳川家康
は正宗の心中を慮って、秀宗を宇和島十万石に封じたという、ややこしい経緯
があって、四国の果てに仙台と同じ伊達藩があり、そして四国の果てで仙台と
同じような風習がいまなお存続しているのです。 
　そこで先程の話に戻りますけれども、どうして世界を視野に置いた学問が辺
境の地で起こったのかということを考えてみますと、これはあるいは間違って
いるかもしれませんが、当時はむしろ中央にいるよりも地方にいるほうが世界
が見えたということではないかと思われるのです。あの幕末の大きな時代のう
ねり、あるいは激動というものは、江戸の真中に棲んでいるよりも、むしろ地
方にいる人のほうが、かえってよく見えたということがあったのではないか。
だからこそ幕末の兵は鹿児島や山口から起こり、地方から続々と優秀な連中が
倒幕戦に参加し、そして小野梓先生のような方も出てきたというわけでありま
す。 
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　小野梓先生が地方から出てきたもう一つのきっかけというのは、宿毛に、酒
井南嶺という儒者がいらっしゃいました。幕末においては、優れた方が各地に
いっぱいいらっしゃいますけれども、酒井先生はとても変わった人でいらっ
しゃいました。何故ならば、宿毛の田舎にいて、常に「日本人、酒井南嶺」と
名乗っておられたからです。日本という国家を意識する人のまるでいない時代
に、宿毛の田舎にいながら、眼はすでに世界を見ていたということであろうと
私は思っています。つまり、日本以外の国を意識しなかったら、日本人と名乗
る契機はないわけですから。その酒井先生の薫陶を受けた小野梓先生は、のち
に、「東洋」と号します。「Asia」という号を名乗るわけです。つまり小野梓
先生は、酒井先生を一歩超えて、自分はアジア人である、アジア人の一員であ
るというアイデンティティ（identity）を主張されたわけです。これまた、当時
の日本人としては大変な見識であろうと私は考えます。そのように、幕末とい
う世紀末において、常に世界というレベルで物事を見ていた人たちがいて、そ
の人たちのものの見方は、いまから見てもいささかも誤っていない。それどこ
ろか、その人たちの意見･主張が後に退けられたからこそ、その後の日本の屈折
した歩みが始まったと私は考えているわけであります。 

２．私大の建学の精神とは 
　ですから、21世紀とういう世紀を前にした、明治の頃とはべつの意味の世紀
末を迎えている現在、私達が次の世紀にどのような希望を託していくことが出
きるのかという、相当確固たる見通しを持っていなければ、日本自体の進路を
誤ることになるだけではありません。人類の未来にも影響がでてきます。ま
た、ここで教育のあり方について大きな誤りを犯したら、これは将来の日本に
とって取り返しのつかないことになります。ですから教育者たるものは、とり
わけ大学のあり方としては、21世紀というものをどういうふうに考えていくの
か、そこについての誤りのないしっかりとした選択、あるいは先見性を持った
方向づけを確立していかなければいけない。それが世紀末に居あわせた大学人
のなによりの大切な務めであると思います。そういう考え方のもとで、私は
今、早稲田大学では『グローカル･ユニバーシティー（Globalで、かつ、Local
なUniversity）』というスローガンをたてまして、そのもとに、大学改革を進め
ていきたいと考えています。 
　今の小野先生のお話でもおわかりのように、国際化を考えるということはど
ういうことかというと、実は、それは日本人としてのアイデンティティという
ものをいかに確立するかということなのです。国際化というとき、一般的には
「日本人がみんなアメリカ人になればいい。」といわんばかりのものの見方を
提供しがちです。しかし、そうではありません。国際化の時代を迎えたという
ことは、逆に民族としての、あるいは国民としてのアイデンティティをいかに
確立するかということであり、そして21世紀を展望するときには、もはや国境
というものはほとんど意味を持たないわけですから、それぞれの民族あるいは
地域のアイデンティティというものこそが大切になってくるわけであります。 
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　幸なことに私は、早稲田大学の素晴らしい在外研究制度によりパリ大学交換
研究員として２年半余りパリで遊ばせていただきました。留学というものは、
まさに「学を留める」ことであると心得て、身も心ものんびりと過ごさせても
らいました。世界を見てやろうというつもりで、いいかえれば、少しばかり歴
史観を養ったり、思索に時を過ごしたいと考えましたけれども、なんのことは
ない、ただぼんやり時を空費していたわけであります。しかし、そういうぼん
やりしているパリの生活の中から、徐々に私の中に確信を形作っていったもの
がありました。それは何かといいますと、国際化とは地域とか民族とかのアイ
デンティティを確立することだという確信です。ヨーロッパは、ご存じのよう
に、国際化という意味では最も先進的な地域であります。かつて、国際法とい
うものはヨーロッパの法にすぎませんでした。だからこそ、東洋はヨーロッパ
人から見れば搾取の対象でしかなかったのです。東洋もアフリカも、そして南
米も北米もそうでした。そんな地域は、ヨーロッパ人から見れば世界の外です
から、自分たちの略奪の対象である、それを他国より先に奪えばいいと考えて
いた。国際法に有名な「先占の法理」という理論があります。「先占の法理」
とは、先にそこを占領した者が、自分のものにすることができるという法理で
す。そこには中国人、インド人、アフリカ人、インディアンなどが住んでいた
としても世界の外ですから、人間とは見ていないわけです。それが、要するに
ヨーロッパ中世の「世界」という観念でありました。しかし、ヨーロッパにお
いて、そういう「世界」という観念が出てくるのには必然性があります。それ
は、小さな国がみんな国境を接して共存しているからであります。日本人では
とても考えられません。私は留学中、フランスとスペインの国境をやたらに出
たり入ったりしたもので、密輸でもしているんじゃないかと思われたらしく、
怪しいとばかりかなり長時間官憲に調べられたこともありました。しかし、国
境を出たり入ったりするのはとても面白い経験でした。というのは、わずか小
さな小川一つで、あるいはわずかに針金一本で国が分かれている。そして、国
が分かれると、言葉が違う、家の形が違う、料理が違う、服装が違う、生活風
習が違う。 
　どうしてそういうことが起こるのかということが、当初私には疑問でした。
日本人なら、すぐにどちらかに同化されてしまう。力の強い方にそれこそ一挙
に同化されてしまいます。ところがヨーロッパではそうはならない。つまり逆
に言うと、国際化されているからこそ、ヨーロッパの人々は、自分達のアイデ
ンティティを頑ななまでにも、あるいは、命がけで守り、そして独自性を作り
上げていかなければいけないのだということに、早くから気づいていたので
す。いずれにしても、そういう長い歴史を、彼らヨーロッパ人は生き抜いてき
たわけであります。それが私は国際化の時代であると思っております。日本は
幸か不幸か、他国との国境を海で隔たれているために、そのようなシビアな思
いをしたことがありません。ですから、国際化というものは、ただアメリカナ
イズされることであるとか、そういうふうな感覚を持っておりますけれども、
とんでもないことです。国際化の時代にこそ、日本人としてのアイデンティ
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ティを確立しなければいけないのです。日本独自の良い面があるとすれば、そ
れを伸ばさなければいけないし、ないとすれば、それを作らなければいけませ
ん。国際化の時代とはそういう時代だと私は考えています。 
　そのことを先程の小野梓先生は、外国で肌で感じられて、それを日本にもっ
て帰られたんだと私は考えています。いま「学問の独立」が早稲田大学の建学
の理念だと誰かに言ってみても、そんな言葉から受けるインパクトはゼロに等
しい。しかし、なぜ、当時「学問の独立」という言葉がインパクトを持ち得た
かと考えてみると、どうも単なる字図だけのせいではない、もっと何かがあっ
たはずです。いままでは、「官」という立場からの学問に対して、「民」の立
場からの学問という意味で、早稲田大学が学の独立という主張をしたのではな
いかと考えられていました。しかし、私はその理解をもう一歩進めるべきでは
ないかと、以前から考えており、ようやく最近になって自分なりの独自の解釈
に到達しました。それは小野梓先生が留学した当時のアメリカの学問の環境、
それからイギリスの学問の環境というものを考えてみると、ある意味で答えが
出てくるのではないかと思えるようになったからです。 
　小野梓先生がアメリカに渡ったのは、1871年でありますが、その頃からアメ
リカでは大学改革が始まります。それまでアメリカでは、大学というものは日
本の戦前の大学と同じで、先生が何かを読み上げる、学生はそれをそのとおり
覚える、例えばラテン語を暗誦するというような徹底した口移しの授業で、先
生の言うとおりに暗記するだけ、それを書くだけというような学問でした。そ
ういう学問に創造性がないのは当然です。それではいけないということで、現
在まで続く競争講座化、具体的には科目の自由選択制という考え方が、当時の
アメリカに登場してきたわけであります。それがまずハーバード大学において
でありました。 

　小野梓先生は次にイギリスへ行きます。イギリスでは、それ以前はオックス
フォードとケンブリッジという大学しかなかった。オックスフォードもケンブ
リッジもイギリスの国教系の坊さんの学校であります。だから、パリ大学と同
じ、ある意味の神学大学であり、宗教が支配する大学であります。ところが、
その頃から、ダーウィンが世界一周をやり、『種の起源』（1859年）という本
を出しましたが、当初はこれがオックスフォード、ケンブリッジ両大学におい
ては排撃されました。当然です。なにしろ進化論という考え方、猿が人間に
なったなどという考え方は、宗教学者にとっては絶対に許すことの出来ない考
え方でした。ですから、ダーウィンの考え方は、オックスフォード、ケンブ
リッジでは受け入れられなかった。しかし、両大学でもそれを認めざるを得な
いような状況がやがて出てきました。それは科学の力であります。つまり、大
学の非宗教化が始まったのです。その頃に、イギリスでも新しい大学の動きが
出て、ロンドン大学という市民大学ができました。これは都市が創った最初の
大学です。それから、いろいろな都市が次々と大学を創るようになってきま
す。つまり大学間で学問の競争が起こってきたわけであります。 
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　そういった時代を留学中に体験した小野梓先生は、おそらくは、学問という
ものは「競争」であり、学問というものは既成の理論に対する「反逆」である
という信念をお持ちになったに違いない、私はそう推測しています。だから、
「学問の独立」という言葉自体はソフトだけれども、学問は競争であり反逆で
あるということが前提になっているんだという過激な思想が背後にある。それ
が早稲田大学において「学の独立」どいう形で取り入れられたからこそ、当時
の人たちはその意味を了解した。というのは、早稲田大学を創った初期の東京
大学出身の人たちはみんな英米派だったんです。英米派の学問の環境、あるい
はバックグラウンドというものが見えていたから、その意味が、彼らには大変
心打たれる言葉として響いたと考えられ、そのことが、早稲田大学の独自の校
風を生む大きなエネルギーになったというふうに考えるのです。 
　私がここでお話しているのは早稲田大学についてであり、あまりにもそのこ
とばかりを強調しているので、早稲田大学の学生でない方々は反発を感じられ
るかもしれません。しかし、これは私立大学の一例を語っているわけでありま
して、それぞれの私立大学は、それぞれの私立大学としての独自の「建学の精
神」を持っています。そういうものを当時の人たちがどう考えたのか、そして
そこから我々は未来に向かって何を汲み取るかということを絶えず考えなかっ
たら、私立大学の存在意義というものは無いに等しいと私は思っております。
皆様方にもそういうことを考えていただく手がかりとして、こういう話をして
いるわけです。 
　さて、私は今、ダーウィンの『種の起源』という話をしました。これは、き
わめて象徴的な、学問の大きな転換点であります。学問が新しく展開する一つ
の象徴的な事件というべきものである。そのこと自体が持っている学術的な意
味よりも、それが学問全体に及ぼした考え方の180度の転換ということの意味
のほうが、私ははるかに大きいと思っています。 

３．21世紀の学問はどうあるべきか 
　そのことを考えていきますと、もうずいぶん昔の話でありますけれども、今
西錦司先生の本を読む機会がありましたが、そのことに思い至りました。それ
は今西錦司先生が、京都大学の入学式で学生達に語った言葉です。それは大要
こうです。「君たち、21世紀は科学技術の世界だなんて、そんなふうに簡単に
考えるな。21世紀が科学技術の世界だなどというふうに簡単に言えるものか。
そんなもんじゃない。歴史というものが、そういうふうに必然性を持ってまっ
すぐ脇見もせずに、21世紀が科学技術の進化する時代へ向かうなどと言うこと
は誰にもわからん。しかし、わかっている確かなことがある。君たちは今、京
都大学に入学して京都にいる。この千年の古都には、その間に磨き上げられ、
伝えられてきている様々な日本人の心ともいうべきものがいっぱいある。謡
も、そうだ、能も、そうだ。いろいろな、そういうふうな芸事というようなも
のがいっぱいあるではないか。これは千年に渡って続いて、磨き抜かれてい
る。更に千年続くに違いない。君たちは、次の時代は科学技術の時代だなんて
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いうふうに言われて、それで踊っているだけじゃだめだ。人間として生きてい
くからには、伝えていかなければいけないものがある。そういうものを今、君
たち、少し学んでみるという、そういう心の余裕を持ってみてはどうか。」こ
ういうことを語りかけていたんですね。私は正直いって、その言葉にイカレま
した。 
　そこで、私はその後、今西さんの本をいろいろと読むことになるわけです。
ご存じのように、今西先生の学問の出発点となった「棲み分けの理論」という
すばらしい学説があります。「棲み分け」というのは、言葉は簡単ですけれ
ど、これはどこにでも応用が利いて、そこに言われていることの含蓄は実に深
淵です。これを中学生の時すでに、カゲロウの観察をしながら今西さんは考え
つかれたわけです。そしてこの棲み分けの理論をもとに、遂にダーウィンの進
化論を否定する考え方を主張されるところまで到達されます。棲み分けの理論
という理論自体はコロンブスの卵です。われわれは学校で優勝劣敗の法則、弱
肉強食の法則、つまり、ジャングルの法則を習います。強い者が勝つ、優れて
いる者が生き残る。けれども、本当にそうだろうか。今西さんは、その棲み分
けの理論を出すことによって強い者が常に生き残っていくわけではなく、弱い
者もちゃんと生き残っていけるように棲み分けられている世界というものを理
論として一般化されたわけであります。いわばダーウィンの言う必然説に対し
て、そういうふうな説があるかどうかはわかりませんが、偶然説とも言うべき
学説を主張されたわけであります。 
　私は、世の中には確かに必然的なものがいっぱいあると思っています。その
観点から、私はいつも「運は実力のうち」と学生達に語っています。よく「自
分は運が悪かった。」などと嘆いているものがいますが、多くの場合、そんな
ことはない。運は実力のうちだと私は思っています。もっと怖いのは「医者を
選ぶのも寿命のうち。」ということです。下手な医者にかかって殺されたら、
それは仕方がない。それはその人の寿命です。そういうことが、いっぱい世の
中にはあるわけです。だから、そういう意味では、世の中には偶然というもの
が作用することは非常に多いのです。しかしまた、マルクスの言うように歴史
を非常に大きな観点から見ていきますと、ある意味で必然説をどうしても否定
し得ないような、そういう進化が見られるのも事実でしょう。 
　私は、必然説がいいとか、偶然説がいいとかということを端的に言える立場
にありませんし、もとよりその能力もありません。むしろそんなことよりも、
世の中には単なる必然性ばかりで物事を考えるのではなくて、「いやあ、人間
なんていうものはだらしがないものだから、もっと違った考え方だってあり得
るんじゃないかな。」と、大らかに物事を見ていく。それぐらいの気持ちの余
裕がなかったら、相対性理論とか、超伝導などという考え変え方は通常の論理
では出てこないわけです。そういうことはいくらでもあります。ブラックホー
ルなどという現象は、なかなかそう簡単に説明できるものではありません。そ
ういう世界が、実は科学の世界で最もシビアな問題として我々の前に立ちはだ
かっているということを見れば見るほど、私達は今西さんのような大らかな考
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え方というものをもう一度見なおさなければいけないと思っています。 
　そういうふうに見ていきますと、21世紀は科学技術の時代であるというよう
な安易なものの見方をするわけにはいきません。そうではなくて、科学技術は
勿論進化するでしょうが、今言われているような科学技術であるかどうかはわ
かりません。いつか本財団の前川理事長とお話したときに、発想がものすごく
ユニークなので、私は大変感銘を受けたわけですけれども、我々ももっと頭に
フレキシビリティー（flexibility）を持たさなければいけない。大学はまさにそ
ういう時期に今さしかかっていると私は考えているのです。例えば今、世の中
では、もう共産主義の計画経済が潰れたから市場経済以外に経済の仕組みはな
いみたいなことが言われておりますけれども、しかし本当にそうでしょうか。
私はちっともそういう考え方を信用しておりません。本当に完全な市場原理が
働くような世の中になるとはとても考えられないからです。だからといって、
現在、市場経済という考え方以外に有効な考え方があるわけでもありません。
しかし、社会主義の理想というものは全くの間違いかというと、そういうこと
でもないでしょう。社会主義の中にも取るべきものはいっぱいあります。 
　そこでは、私は、21世紀というものを考えるとき、何か一つの予断、偏見で
世の中の方向を見るのではなくて、もっと豊かな世の中を作り出すような、多
角的な思考をしなければいけないのではないかと、このところあれこれ考えて
いるわけであります。そしてしかも、そういう条件ないし環境がわが国でも次
第に出来つつあります。『インターネット』というシステムが今、どんどん使
われるようになりました。いながらにして世界中の学者と討論することもでき
れば、情報も取ることもできます。今からはそういうテクニックを身につけな
かったら、もう学問は駄目になります。しかし最終的には何が大事かという
と、そういう情報ネットワークでことが片付くわけではなく、最終的にはそれ
を介してヒューマンネットワークをどう構築するかということである、国際化
と情報化の時代であればあるほど大切なのは人間と人間の関係であろうという
ふうに考えています。それと同時に人間と人間の関係に直接いく前の、もう一
つその中間にある関係というのをじっくり考えておかなければいけないのでは
ないか。それを大学で言えば、大学間のネットワークであります。今ヨーロッ
パにおいては、『エラスムス計画』という一大プロジェクトがＥＵによって進
められております。ヨーロッパの主要大学はこのエラスムス計画によって大規
模な学生交流を進めており、そこでは研究教育のネットワークが出来上がって
いるのです。どこの大学で学んでもよい、どこの大学とでも共同研究ができる
というようなシステムになってきて、しかもそれが早くも１ランク進んだ『ソ
クラテス計画』へ移行しようという時期になっております。にもかかわらず、
早稲田ではもちろん、日本ではまだ、そういう大学間のネットワーク作りすら
行われておりません。わずかに希望が見えるのは、関西の私立大学において
は、どこで学んでもよいという大学間ネットワークが京都を中心に組まれ始め
たようであります。私は、そういうことに期待しております。いまや一つの大
学で何もかも出来るなどという時代は、もう終わりつつあるのです。 
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　かつて、私は図書館長をやっておりました。一つの図書館ですべての資料を
集めるのは、現代ではこれはもう不可能というべきです。ですからいろいろな
大学で、分担収集ということが当時から課題になっておりました。それと同じ
ことでありまして、学問分野を見ますと、今からの世の中では、たとえ東大で
あろうとも、一つの大学がすべての分野を担うなどということは、到底不可能
な時代がやってきました。そこに、私は大学間の協力関係、つまり大学間の
ネットワークというものを緊密に組み、そしてネットワークの輪をアジアに、
太平洋に、ヨーロッパに、全世界に広げて行く。そしてお互いの意見を交流し
ながら新しい時代を展望していく。私には先見の明がありませんので、その先
に何が待っているのかということをお話することはできません。私は一介の法
学者のすぎません。そして、法律というものは基本的に事後処理的な側面を
持っています。しかも、法律というものは基本的には手続論にすぎません。そ
の手続論の側面からの21世紀の展望として、私は、今のようにいくつもネット
ワークを繋いでいき、更にそれを拡大する、そういう形で未来の世界を展望す
ることのできる新しい学問のネットワークを作り上げていかなければいけない
と、今、考えているわけであります。いずれにしても、諸君はそのような世界
でこれから生きていかなければいけません。それどころか、そういう世界を諸
君が担っていかなければいけないのです。これは大変なことです。今のうち
に、思い残しの無いようにしっかり遊んで、そして十分エネルギーを蓄え、健
康な体と柔軟な思考をもって、新しい時代に向けて大きくはばたいてほしい。
そういうことを期待し、また、お願いして、私の話を終わります。ありがとう
ございました。 

■「企業が求めるこれからの学生像」 
　　　（財）和敬塾　理事長、（株）前川製作所　代表取締役社長　　前川正
雄 

１．「量産業時代」の終わり 
　私は、企業がいったいどういった方向へ動いていくのかという、少しミクロ
な話をさせていただきます。ただ、企業が動いていく方向といいますのは、実
は社会が動いていく方向を企業が受け取るわけです。従いまして、今、先生が
お話になった21世紀に向けての大きな転換と非常に密接に関係をしておりま
す。 
　特に先生が後半でお話になった、「来世紀は科学技術はないのではないか」
ということは、実は私もそのように考えている一人です。おそらく21世紀まで
で科学技術の世紀は終わったと考えています。 
　結論を申し上げる前に、一体今の企業というのは、どういったような状態に
いるのか、しかもそれは何故か、そしてそれをどのように打破しようとしてい

http://www.chinoichiba.com/datas2/eturan.c...&img4=0&img5=0&img6=0&img7=0&img8=0&img9=0 (11/37)2006/01/10 23:05:48



"Select Menu"

るのか、それには一人一人がどのような展開、変化をしなければいけないのか
といったようなことを、かいつまんでお話してみたいと思います。 
　今の企業は皆さんご存じのように、非常に不況なわけです。私の感じでは、
恐らく日本の失業人口は1,000万人近くになると思います。もう現にどんどん
そういった方向へ進んでいます。おそらく今年中に、バブルの最終的な清算で
ある金融･証券･生命保険、こういった業種の相当なところが潰れても全然おか
しくない状態に入っていくと思います。それから大量生産企業、自動車、弱
電、鉄鋼等が何社も潰れていき、銀行管理になります。銀行自身も銀行管理に
なるという非常に暗い世の中が、今年の後半からいよいよ始まると考えていた
だきたいと思います。 
　これは非常に必然的になるべくしてなっているのです。それは実は「量」の
時代が終わったということなのです。これまでの時代を仮に「量産業時代」と
名付けるとしますと、「量産業時代」は20世紀の半ばで終わったのです。この
「量産業時代」を作った非常に大きな原動力になっているのが、実は日本の工
業なのです。 
　日本の工業はどういうことをやったかといいますと、非常に安く、品質の高
いものを大量に作る技術、生産技術です。実は私は早稲田大学理工学部工業経
営学科で生産技術というのを学びました。私の先生は村松麟太郎先生と言いま
して、トヨタの生産方式のブレーンになった方です。そこで、日本の生産技術
がヨーロッパ、アメリカの生産技術をどのように変えてきたかということをつ
ぶさに見てきました。これはもうヨーロッパやアメリカが追いつけないレベル
になっています。それは、日本人が協力して生産のシステムを改善し続けると
いう力。よくＱＣとか何とか言われていますね。そう言うことの結果なので
す。 
　私は昭和20年代にイギリスの新車に乗っていたことをよく覚えていますが、
イギリスのオースティンという新車は、月に１回は必ず壊れるのです。新車が
月に１回壊れるというのはもう当たり前だったのです。今はどうですか？皆さ
ん、自動車というものは壊れるものだというふうに思っておられますか？そう
思っている人はいないでしょう。ところがアメリカやヨーロッパでは月に１回
は壊れているのです。これが日本の生産技術とアメリカの生産技術の差なので
す。 
　ですからアメリカ人は、夜中に物騒になると、日本の車で外出します。治安
の悪いところに行って車が止まったらそこで殺されてしまうから、アメリカの
車には安心して乗っていられないわけです。むしろそういったような状態に
なってきています。 
　従って日本は壊れないものを大量に作りました。これではモノが一杯になっ
て余って必要がなくなるということになります。それが実は「量」の生産時代
の終わりということです。戦後、日本の産業が「量」の産業を追求していった
結果、その「量産業時代」が完成した途端に「量産業時代」というものは崩壊
してしまったということです。これはもう一夜にして崩壊したといってもいい
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くらい、見事な崩壊でありました。恐らく、このどんどん起こる「量産業」の
没落は、金融から証券から製造業そして流通とあらゆる面で、今年の後半から
始まるだろうと思います。そういうことをぜひ十分頭において、皆さんも就職
ということを考えていただきたいと思います。 
　これは、日本とアメリカとヨーロッパが追いつづけてきた「壊れないものを
大量に安く作る」という生産技術との結果でありまして、これはもう変えよう
がないわけです。ですからもう壊れたものしか換えない。いわゆる買い替え需
要のマーケットしかないわけです。いや東南アジアがあるじゃないかと言われ
ます。確かに東南アジアもロシアもあるのですが、残念ながらこれらの国は、
それを買うだけのお金がありません。もしそのお金を持っていたとしても、日
本の産業技術でしたら、恐らく１年以内のうちに物を作って満たしてしまいま
す。そういったことで、「量産業時代」というものはもう完全に終わったのだ
ということをまず頭に置いていただきたいのです。 
　今までの経済政策、経済の指標というものは、全部「量産業」として出てい
ます。ＧＮＰという指標も実は「量産業」の指標です。従ってＧＮＰ時代が終
わったといってもいいでしょう。この「量産業時代」のもう一つはっきりして
いることとしては、顕在している需要があった、来年はこれだけ延びるから、
鉄鋼は何トン必要である、エチレンプラントはあと２つを何年後に造らないと
間に合わないというようなことが全部読めたわけです。右肩上がりで経済がこ
うなったらこういうふうに増えるということが読めたのです。人間というもの
は非常に愚かなもので、それが未来永劫に続くと考えていました。特に、各国
政府は、全部そのように思っていました。ところがモノが一杯になったら、右
肩あがりというものは無くなります。このようにその右肩上がりが無くなった
状態がこの数年間なのです。ですからこれはもう元には戻りっこないのです。 
　しかももっと悪いことには、人口がどんどん減っていきます。日本の人口は
2080年には今の半分、６千万人になります。それから30年毎に半分づつにな
るのです。ちょうど徳川末期が３千万ですから、恐らくそのくらいになって
やっと落ち着くのかもしれません。これはアメリカでもヨーロッパでも同じよ
うな傾向にあるわけです。 
　20世紀というのは、戦争で２億人の人間同士が殺しあった時代だったので
す。これはちょっと異常な世紀なわけです。しかし21世紀にはもっと殺される
というふうに言われています。 
　そういった様子を考えてみますと、マーケットはますます減っていくことに
なります。皆さんも非常に悲観的に考えておられるかもしれません。ところが
実際はそうではないのです。 
　何故かと言いますと、そこまで潰れていくと、では国民総生産は、完全に半
分になるかということですが、実はこれは半分にはならないのです。 
　ＧＮＰという指標の時代は終わった。右肩上がりは終わった。これは確かな
のですが、今、各市場で持っているニーズとは全然違ったニーズが出てきたの
です。これはいっぺんに無くなったのと同じように、いっぺんにそういうもの
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が出てきたのです。ですからここのところを少しお話したいと思います。 
　今は「量産業」のモノが売れなくなった。それで価値をどんどん下げていま
す。これは価格破壊と言われているものです。その次には人事破壊、その次に
は給料破壊になって、どんどんリストラということでリ･エンジニアリングとい
うことになってきている。これは、「量産業」を追いかけているところには、
もう絶対に明日はないのです。どんどん価格は下がっていきます。人をどんど
ん首切りしなければいけません。しかも、需要は非常に減少する。こういう状
態が続くわけです。これは、ゼロサムゲームです。買い替え需要の総量は一定
ですから、どこかが価格を下げてシェアが多くなったら、どこかが潰れるわけ
です。従ってアメリカやヨーロッパは倒産がどんどん増えていきます。これ
は、失業者が増えている、ホームレスが増えているという現象になりました。
これも「量産業」の消滅と同時に、どうしようもなく起きてくる問題なので
す。 
　この現象が日本で起きない筈はないのです。ただ、そういったような非常に
悲観的な問題だけなのか。先ほど申し上げましたように、いっぺんになくなっ
たと同時にいっぺんに起きてきた産業があります。このところをちょっとお話
したいと思います。 

２．潜在化したニーズをつかむためには 
　今日は前川製作所という立場でお話いたしますけれども、例えば今、私ども
で売っているシステムを今までずっと買っていただいたお客様で、同じ物を増
やすという市場はもうゼロになっています。そういった生産設備を我々は今ま
で売ってきたわけですが、これはもう増やす必要はないのです。むしろ減らし
たいのです。 
　ところが企業が持っている一番の悩みは、もちろん価格が下がってきている
ということ、売れなくなってきているということなのですが、もっと大きな悩
みは、自分がやっている仕事が社会から外れてきたという恐怖感なのです。
「どうも我々が一生懸命やっていることが世の中の動きからどんどん外れて
いっているな。」という感じなのです。ここが実は非常に大きなマーケットに
なるわけです。 
　その言葉にならないモヤモヤした世界、私どもが売った先のクライアント
が、今度は市場から受けているインパクト。これはもう非常に毎日ヒシヒシと
感じておられます。何か変えなくてはいけないのだけれども、どうもはっきり
しない、こいうニーズは全部のメーカーが持っている悩みなのです。実はここ
が市場なのです。 
　先ほど申し上げた「顕在化したニーズ」に対して、これを「潜在化したニー
ズ」と言います。ご自身にもわからないわけです。どうもここのところがおか
しい。ここのところを何かしたらよいのだけれど、何をどうしたらよいのかが
わからない。「これ何個持って来てくれ」というようなニーズではないわけで
す。 
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　そういった、潜在化している、目に見えない、さわれない、言葉にならな
い、こういったものが一夜にして出来上がってきた。ここを対象にすること
が、実は21世紀の企業の活動になってくるのです。 
　おそらく「量産業時代」の産業は、もう中南米とか東南アジアといった所に
どんどん移っていくでしょう。そこでは相変わらず価格競争の世界を繰り広げ
ていくに違いないと思います。もう既に東南アジアでも経済的な発展は止まり
始めています。東南アジアの経済的発展とは、資本と労働力と設備を地球のど
こかからどこかに移しただけです。日本のプラントを移しただけということな
のです。戦後の日本がやったような、質を変えた経済構造というものは作り得
ていないわけです。従って今年あたりからは、東南アジアの経済発展というも
のは、そろそろ停滞していくだろうと思います。 
　さて、先進国の潜在的なマーケットには、一体どのようにして対応していっ
たら良いのか。これはこれからの産業の動きであると同時に、皆さんがた、和
敬塾の学生諸君が、これからはどういった世界に出ていって仕事をしようとし
ているのかということと非常に関係があります。 
　ニーズというものは、全部二つとない要求なのです。例えば皆さんが車を買
いたいというときに、ブルーバードとカローラしかないけれど、ブルーバード
がないから、しょうがない、カローラを買おうということは、モノがない時代
にはそれで良かったわけです。ところが、モノが有り余ってしまうと、ぜひこ
ういうものがほしいというニーズがあるわけです。カローラのここが欲しく
て、ＢＭＷのここが欲しくて、ダットサンのこれが欲しいというふうに。これ
は世界中で一台しかない車なのです。 
　もともとニーズとは個別的なものです。モノがいっぱいでないときには、
しょうがない、カローラだ、しょうがない、ＢＭＷだ。これで良かったわけで
すけれど、モノがいっぱいになってしまうと、個別のニーズが出てきます。個
別のニーズというのは、全部その人、その人の心の中に潜在している要求なの
です。ここをどうやって掴むかということが、これからの産業の大きな問題に
なることだと思います。 
　そうするとこれは、先ほども申し上げたように、科学技術の問題ではなく、
人間の問題なのです。科学技術で技術屋が作ったものというのは、昔は商品
だったわけですが、今は原料なのです。その原料をそれぞれの社会のニーズに
合わせていくということの方が、その商品を技術的に開発するよりもマンパワ
ーが10倍もかかってしまう。こういう時代が21世紀なのであります。 
　ですから奥島先生がおっしゃったように、科学技術は終わったということで
す。私も今西錦司さんの本は、非常に参考にしています。企業を運営していく
上でも非常に参考になっている本で、『生物の世界』は、もう何回読み返して
いるかわからないくらい読んでいます。今西先生が科学技術は終わったという
ことをおっしゃっているのを私は知らなかったのですが、正に非常に大事な指
摘だというふうに思います。 
　そうすると、イメージを形にする、感じていることをモノにする、こういう
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ところが今後21世紀の先進国産業のメインの市場になっていきます。これは言
語系になっていない世界です。言語系の世界というのは、皆さんが一つの言語
系を持って交流しています。それは、非言語系の「イメージ」とか「感じ」と
いうものをたまたま約束事の言葉に表しているだけなのです。 
　言葉になる前に、非常に奥の深い各人の世界というものがあるわけです。ユ
ングはこれを「元型」といっています。座禅では、「空」と言ったり「無」と
言ったりしていますけれども、これは非常に広い世界です。そこから何かモノ
を感じて言葉になるわけです。 
　ですから私が今申し上げているのは、その言葉にならない世界を共有しあっ
て、その言葉にならない世界からモノを作っていくという時代になってくると
いうことです。これこそ先進国産業になってくるわけです。 
　そうすると、人は、言葉にならない世界をどれだけ理解できるか。奥島先生
が先ほど「あんた達はヘンな勉強をしないで遊ばなければ駄目だよ。」とおっ
しゃいました。私も同じことを申し上げたい。勉強などというものは、仕事を
始めればいくらでも後からついてきます。むしろ一番大事なものは、人の考え
ていること、感じていることをどれだけ深く、早く、正確に知ることが出来る
かということ、または自分が感じているもの、つまりその考える前の状態をど
うやって人に伝えられるのかということ、これが21世紀型産業の基盤になる基
礎技術になるのです。 
　このことと和敬塾は、実は非常に深く関係しているのです。このようなこと
を考えてみますと、教育というのは、非常に大きく変わってくると思います。
今、企業が要求している人間像もそういう非言語系の世界、感じている世界の
コミュニケーションが出来る人間です。ただしそこからイデオロギーとか宗教
を作ろううということではないのです。我々はあくまでも実際に受けているイ
ンパクトをモノにしていく「ハード」を作らなければいけないのです。 
　そういった教育が非常に典型的になされているのが家庭であろうと私は思い
ます。家庭は、それぞれの家庭に家風というものがあります。これは、とても
古風な言い方ですけれども、実際は、集団があれば、その集団が因って成立し
ている何かがあります。これが無いところというのは、その集団が崩壊してい
るはずです。 
　皆さんにも家庭がある以上、家庭には家風というものがあるのです。世の中
にはいろんな出来事が起きてきます。その出来事を家風に沿って家族が処理を
していく。その段階で実は人間というものが教育されていくわけです。これは
学校のハードの学問とは違って、これこそがソフトの学問だろうと思います。
ここのところが今後、非常に大事になってくると思うのです。 
　和敬塾は、集団生活を通して人間形成をしようとしています。寮長がああし
ろ、こうしろということではないのです。全然違った環境に育ったメンバー
が、寄ってたかって喧嘩しようと議論し合おうと、楽しもうと、とにかく人を
深く理解しようではないか。言葉以外で人を理解しようではないか。本当の人
を理解しようということを40年間やってきました。これからの40年間も、ここ
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のところが、ますます大事になってくるわけです。 
　ぜひ和敬塾の次の40年を、皆さんの中から新しいものを作っていっていただ
きたいと思うわけです。 

３．日本の将来と「場所」の発想 
　先ほど申しました、深く人を理解するということについて、もう少しお話し
たいと思います。 
　それはその人にしか無い情報、その人しか持っていない世界を知るというこ
とです。それは世界でただ一つの情報なのです。私は人によるモノ作りを「質
産業」と名付けたいのですが、数を増やすという「量産業」は人についた情報
を全部切ってきた時代なのです。「自他分離」の思想です。デカルト以後の自
他分離の思想を徹底的に推し進めたきた結果であります。 
　ところが今度は、自他分離では駄目だということになったのです。「自他非
分離」です。「自分と他人が一体になったところで何が出来るか。」という考
え方です。従って、おそらく近代科学は全然役に立たない時代に入ってくるだ
ろうと思います。この「量産業」の場合は、人にくっついた情報ではなくて、
人から離れた情報。いわゆるコンピューターで処理できる情報ということで
す。ですからこれは、機械がメインで人がサブということになるわけです。 
　ところが「質産業」というのは、人間がメインなのです。そして機械がせい
ぜい従なのです。先ほど申し上げたように、今までの製品は、そこでは素材で
す。その素材を各々の個別のマーケットに合わせていくことに、素材を作るこ
との10倍の時間がかかる、というとなのです。10倍の知的な作業が必要なので
す。その知的な作業とは、全部人と人とが非常に深く知り合ったことからしか
出てこない知恵や情報というものなのです。ここが「質産業」の非常に大事な
ところだろうというふうに思うわけです。 
　先ほど申し上げた家庭教育についてですが、家庭教育の局面、局面が出てき
たときに、自分の家風に沿って処理しながら家族の一人ひとりが成長していき
ます。それを通して人を、社会を理解し、文化を理解していく。こういった構
造になっています。家庭では新しい出来事が毎日何回も起きます。近所づきあ
いの関係、親戚の関係、学校との関係、仕事の関係、家事との関係、その他い
ろいろな局面が次から次へと起きているのが家庭の実態です。 
　この新しい外からのインパクトを受け、家風に沿って、家族にとって意味を
持った出来事になるように処理をしていく。これがメンバーの成長を促すので
す。 
　この局面を「場」、局面が次から次へと起きるところを「場所」とすると、
「場」と「場所」が人間を教育するものでもあるし、文化を深くするところで
もあるし新しいものを創造する源でもあるわけです。 
　先ほど、先生が、小野梓らは日本から世界を見ていたとおっしゃいました。
そういった広い、私から言いますとそういう「場」を持った人の意見を入れず
に、非常に狭い、閉じた「場」、自分勝手な「場」でやったものが、明治以降
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の日本の失敗であったと思います。 
　私も、「場」というものは、全部開かれているものだと考えます。オウム真
理教のように閉ざされているものでは駄目なのです。オウム真理教を見てい
て、私が非常に思うことは、ああいう閉ざされているモノの弊害があるわけで
す。 
　おそらく21世紀は、自分自信の深いところまでを人に伝え合っていく。人の
深いところを自分が理解していく、そして自分と人との新しい情報を合成して
モノを作っていくこと以外には、道は無いでしょう。これは産業界だけではな
く、おそらく学問も全部同じだと思います。こういうようなことが出来ない
と、21世紀は、スタートしないだろうと考えます。 
　もしその「量」の産業ということを日本でやろうとすると、それは相変わら
ず後進国産業と競合することになります。アメリカでも、後進国産業と競合す
るものは、人が減るか、所得が減るか。いわゆる後進国並みの所得になってい
くわけです。そのことが失業者が増えるという状況になってきてしまっている
わけです。 
　そういった新しい知識の創造を指向していかないと駄目なのです。そしてそ
のように社会が動いている中に産業があるわけです。これは、実は教育も政治
も全部同じだろうと思います。 
　そういった大きな変化は、デカルト以降の一番大きな変化で、文明の変換期
といってよいと思います。ただ、デカルト以降の近代科学は、全部不必要なの
かというとそれは違います。デカルト以降の近代科学とは、どこまでも普遍性
が高いと思っていたけれども、そうではなく、ある一定範囲の普遍性しかな
かったことに我々が今、気がついたわけです。おそらく何十年か前は、デカル
トの近代科学が未来永劫普遍性があると思っていました。ところがそうではな
い。これには限界がある。その限界までは非常に有効な科学であったわけで
す。 
　もうそれを超えたというのが今の時代だろうと思います。これは、恐らく先
生が先ほどおっしゃったダーウィンから今西錦司へといった一つの動きがあっ
て、それはあらゆるところで起きていくだろうと思います。 
　そういうふうに考えていきますと、当然社会主義は終わったわけですが、実
は資本主義も終わっています。国家というものもどんどん崩壊しているわけで
す。 
　恐らく国家というものは、今世紀中に従来考えている何分の一の力になって
しまうと思います。経済がグローバル化するにつれて、国家の力はどんどん落
ちていきます。日本で一番議論になっているのは、規則緩和です。規則緩和を
やると農林省と通産省と大蔵省がいらなくなる。こういう議論になってくるわ
けです。これはもう国家の崩壊なのです。 
　もともとモノが不足している時には、モノを競い合うために国家というもの
が必要だったのですが、モノがいっぱいになってしまうと、国家自身が不必要
になってくるわけです。 
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　青島さんという人が都知事になりました。彼が都知事になったときに私が非
常に面白いなぁと思ったのは、青島さんは、都庁の部屋に毎日行く必要はない
のです。家にいてノタノタしていれば良いのです。そして今まで決まったこと
は、全部「止める」というのです。「新しいことはもうやってくれるな。」と
いうことを都民が言っているわけです。もうやりすぎている、今までやってい
ることは全部やめて下さい、もう都市博も結構ですというのです。だからあの
人はそういう意味では、非常に良い時代に都知事になったわけです。止めたと
言っていればいいわけです。 
　恐らく、国家も含めて「止める」体制に入っていきます。近代産業はもう潰
れました。先進国では、近代産業ではなくて、中後進国産業しか残っていませ
ん。ですからもう変えなければダメです。近代科学にも限界が見えてきまし
た。 
　民主主義も、私はもう終わっていると思います。20％しか投票しない制度を
もって、民主主義などという制度はあり得ません。そうすると、あらゆる近代
が持っていたものを我々はもういっぺん洗い直して見つめなければいけない。
そういう時代に我々は生きているわけであります。 
　「場所」という考え方は、実は日本から出ている言葉です。従って「場所」
という言葉は、中国語にはないものです。中国語では日本語からの訳語となっ
ています。「場所」というものは非常に日本的な考え方であります。自分と他
人が一体になっている、先ほど自他非分離といいましたけれども、正に自他非
分離の世界なのです。ヨーロッパは、自分と他人は離れています。環境には、
自分が入っていないわけです。環境問題というのは、自分の問題ではないので
す。従って環境保護という話になってくるのです。 
　ところが「場所」という観点に立ちますと、その問題は自分自身の問題にな
ります。環境問題というのは、最終的にはそれは全部自分の問題だと思わない
限り解決しない問題なのです。 
　やはり「場所」という考え方が、21世紀には非常に大きな考え方の一つにな
るだろうと思っています。 
　ただ日本人は、それぞれの地域、それぞれの集落で生きてきました。日本の
自然とは、非常に厳しいものです。地震が起きたり台風が来たり、梅雨があっ
たり雪が降ったりします。その中で自然の変化に合わせて生きてきました。そ
れは、九州の人の生き方と奈良の人のいき方は違うということになります。環
境が違ったら生き方は違います。歴史が違ったら違うということなのです。
従って、自分達の生き方に、普遍性などというものはある筈がないと思ってい
るわけです。これが「場所」の考え方から出てくる普遍性に対する態度なので
す。 
　ところがヨーロッパは、自分達の思想には普遍性があると思っています。こ
れが非常に大きいのです。これはどこからそういう考えが出てきたかはわかり
ませんが、そういう考えを持っているのです。ですからキリスト教を伝えるの
が使命である、ミッションであるとなるわけです。それがわからないというこ
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とは不幸なことであるという話になってきます。 
　ところが、そういう普遍性というものも、ヨーロッパでは最近、これは少し
おかしいなと、これにはどうも限界がきている、それに対して一体どういうふ
うな新しい考え方が必要なのだろうかとなっています。 
　ですから今は「場所」という考え方は、ヨーロッパやアメリカでも非常に深
く研究されています。そして非常に深く読みこまれていく段階だと思います。 
　ただ日本は、自分の世界には普遍性が無いと思っていますから、そんなこと
は人に言うべきものではない、言っても仕方がないと感じているわけです。と
ころが、日本がここまで大きくなりますと、自分がどう思っているのか、なぜ
そういう考えになっているのか、それがどうして今の日本のアウトプットを
作ったのかということをはっきり言わなければいけないわけです。 
　これを言わないことが、ヨーロッパやアメリカにものすごい誤解を生んでし
まっているわけです。何かを隠して世界転覆の陰謀をやっているのではないか
と、どうもオウム真理教などを見ても怪しいではないかというふうになってき
ます。 
　ところがそうではないのです。我々に普遍性があるということを、我々日本
人が未だかつて思ったことがないのです。この事実をちゃんと伝えていくとい
うことなのです。これをちゃんと伝えようとすると、どうしても「場所」とか
「場」という考え方が整理されてこないと駄目なのではないか。 
　大変はしょった話になりまして皆さん方にどれだけ聞き取っていただけたか
はちょっと疑問なのですが、時間になりましたので、これで終わらせて戴きま
す。 

■「質疑応答」 
●司会 
　今回の講演に備えて私達プロジェクトチームは、お手元の用紙にありますよ
うに、「入試制度について」「単位制度について」「大学院の問題」「設備の
問題」と４つの枠を決めて質問を行うことにしました。 
　これにそって、皆さんも質問があれば行っていただきたいと思います。 
●質問 
　早稲田大学商学部２年高木孝昌が、奥島総長に質問させていただきます。 
　グローバリゼーションの発展や国境の喪失に伴うアイデンティティに代わる
ローカリズムの重要性について、総長は地方の重要性が今後重視されるであろ
うと最初に述べられました。それは、官学に対して民の学問の重要性を強調し
たわけですが、そこでまず１点質問させていただきます。 
　民の学問を入試制度にどう生かすかというとき、ローカリズム、つまり地方
の重要性という意味で、地方の人材をどう入試制度に生かすか。あるいは、本
当に適性のある人材を生かすための入試制度という意味で、先生のおっしゃら
れたいわゆる「虚学」の中に才能を持った人や、そういう既成の枠を越えた、
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社会人などの幅広いワイドレンジ、ワイドエイジな人材を採るということを、
入試制度とどう絡めるかという点について、まず１点お聞きしたい。 
　現行のいわゆる細かい知識が必要とされる入試や現在行われている推薦入試
では不十分ではないかと考えた上で、この質問をさせていただきます。 
　そして第２点。科学技術と「虚学」についてお聞きしたい。これからは「虚
学」の時代だとおっしゃいましたけれど、それは多分、時代の欲求をいかにし
て掴むか、という一つの過程であると思います。実際問題、科学技術は必要で
はないかと言ったら、メガコンペティション、グローバリゼーション、あるい
はリストラクション、リ･コンストラクションなどと言われている生き残り競争
の中で、科学技術の進展は欠かせないことであると思います。問題は、科学技
術の発展と「虚学」の「本当に人々の求めているものは何か。」というものを
つなぐ間ではないか。「虚学」だけではなく科学技術と絡めた上で、その間を
理解しそれぞれが持つものが重要ではないかと思います。その上でインター
ネットを使った大学間ネットワーク、ヒューマンネットという構想などが、非
常に進んだものが今後の大学であると思います。しかし、いわゆる「虚学」の
面を埋めようとして、インターネットなり大学間ネットワークによって、さら
に幅広い学問という利点を強調しようとすると、弊害が生まれると思います。
それはマルチメディアなどを駆使することによって人間関係が阻害になったり
というように、技術が発展するにしたがって、本来大学で養われるべき、サー
クルの部室なりこういう寮なりで養われるかと思われる「虚学」の精神が損な
われてしまうのではないか。民の学問というのを、地方･才能･社会人という三
つの枠組みの中にどう生かすか。そして、科学技術と「虚学」との間を埋める
ために提唱されたヒューマンネットの中での弊害について、どうお考えかお聞
きしたいと思います。よろしくお願いします。 

■奥島 
　今の質問に私が答えられるくらいであれば、21世紀はもう解明され尽くした
も同然ですが、そうもいきませんので、少し私の考えるところを述べます。 
　まず入試の問題です。いまいろいろなところで入試改革がなされています
が、いずれも極めて小手先の入試改革であります。それは、日本の大学をめぐ
る社会的な環境が大きく影響しているのであろうと私は思っております。した
がって、早稲田大学における入試改革についても、私たちはかなり慎重になら
ざるを得ませんが、私が１つモデルとして描いている入試の在り方がありま
す。昔から日本では「知育」「徳育」「体育」ということが言われました。私
は、人間社会にとって、この３つはいずれも欠かすことができない要素であ
る、教育の目標であると思っています。わが国では何故か、最近、とにかく知
育の面のみが重視されていますけれど、私は、おそらく徳育も体育も、重要な
教育の目標であろうと思っています。 
　そういった教育の目標を考えた時に、大学においてどのような学生のリクル
ート手段があるか考えてみます。一つの例を「ハーヴァード･ロー・スクール
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（Harvard Law School）」にとりますと、「ハーヴァード･ロー・スクール」で
は、この３つを入試においていずれも取り上げ十分考慮しています。これは大
変なことだと思います。たとえば、知育というのは学力です。徳育とは、例え
ばボランティアなどを高く評価するということです。体育では、優れたスポー
ツ選手にスカラシップ（奨学金）を与えてでも採る努力をします。スポーツに
強いというのは、実は単に体力があるというだけのことではないのです。こん
な言い方は良くないですが、頭が良くない人はスポーツでは決して強くなれま
せん。ですからそういうものは結びついていると評価されていますので、知
育、徳育、体育いずれも入試の重要な評価基準になっています。同時に、アメ
リカのハーヴァード･ロー・スクールでは、男女比率も考えております。アメリ
カの各州からできるだけ広く採りたいと言うことで、地域ということも十分考
慮しています。それから人種も考えております。アジア人をどれくらい入れる
か、黒人をどれくらい入れるかというような比率までも考慮して採用するわけ
です。さらに、個人的なバックグラウンドを考えています。ボランティア活動
も個人的なバックグラウンドの一つでありますし、その他にも、音楽が非常に
すぐれているとか、作文コンクールで大変な成績を上げたとか、いろいろな個
人的なバックグラウンドがあります。中には有力な校友の子女といったバック
グラウンドまでも考えて学生を採っていますから、そういう意味では非常に多
様な学生達が大学に集まってきます。そういう多様な学生達の間の切磋琢磨
が、教育環境としても教育効果としても優れているという考え方であります。 
　早稲田大学では、商学部が作られたのは非常に新しい話です。まだ商学部が
作られて90年余りしか経っておりません。その商学部が作られたときに、早稲
田大学では学生が一挙に倍増しました。というよりも早稲田大学が今のような
巨大な大学になったのは、商学部ができたからです。なぜかと言いますと、当
時、早稲田の商学部は、なんと試験がない学部だったのです。ところが、その
結果は、確かに学力の劣る者もいたけれども、非常に優れた人材を輩出しまし
て、先生たちは自信を持ったのです。今までの入試は何だったんだろうと先生
たちが考えたという記録が残っております。 
　そういったことを考えますと、私は今後の入試のあり方について、いろいろ
考えなければいけないと思っております。なぜならば、早稲田大学は試験がも
のすごく易しかったために、田舎者がいっぱい集まってきた。その田舎者の
持っているバイタリティー、あるいは野生味といったものが、今日のある意味
での校風を作り上げてきたのです。そのような要素が、早稲田大学のいわばア
イデンティティを作り上げたわけであります。私はこのような要素を、できる
だけ大学に取り入れていかなければいけないと考えています。入試において
は、日本人が金科玉条のように考えている基準の公平ということではなくて、
手続の公正という観点が大事だと私は思っております。公正な選抜は必要であ
るけれども、公平な選抜となると、大学で学ぶ学生はどういう基準で採ったら
いいかという公平な基準などというものが一体ありうるでしょうか。私はそう
いうものはないと、非常に割り切って考えております。 
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　しかし、不正なことが行われてはいけません。ですから、手続的に公正でな
ければいけないけれども、それぞれの大学が、それぞれいろいろな多様な基準
を用いて学生を採っていくことを考えていかなければいけない。その際に、地
域というものを考慮すべき大きな要素の一つとして意識しているわけでありま
す。 
　例えば、商学部は、今年大きく推薦入学の基準を変えて、大きく地方傾斜を
深めております。これは各学部が続く予定です。また、いままでの早稲田で1
回だけやる入試だけでは、どうしても首都圏中心にしか人が集まらないのでは
ないかと考えています。10年前に早稲田の首都圏以外の学生の比率は、50％で
した。現在、わずか35％です。10年のうちに15％減りました。このままいき
ますとちょっと言い過ぎでありますが、早稲田大学は、首都圏のいわば一地方
大学に成り下がる傾向が極めて顕著になってきています。私たちとしては、こ
れをなんとか考えなければいけません。そこで、地方でも入試を行うような方
法をとると同時に、エクステンション事業を拡大し、また、専門学校を改組し
てワセダニアンの範囲を拡大したいと、私たちとしてはいま、新たな作戦を立
てているところであります。 
　皆さんはご存じかどうか知りませんが、早稲田大学を担った人たちの主力
は、専門部の出身者でありました。専門部は専門学校のことです。しかも早稲
田大学はもともと東京専門学校として出発しています。この専門部の出身者が
非常にユニークで、この人たちのかなりの部分が大学へ進み、そして早稲田大
学の中核となっていったわけです。こういうやり方を考えることによって、地
方性を回復させ、そして田舎者の持つ活力を大学の中にもう一度注入したいと
考えているわけであります。その方向で近く改革に踏み切ろうと思っていま
す。もっとも、そうはいっても実現するのには、まだ４、５年近くかかるので
はないかと思います。 
　もう一つの「虚学」の問題ですが、大学のアイデンティティをどういう形で
考えていくかというときに、慶応大学が「実学」ということを非常に強調して
いるのに対して、早稲田も「学問の活用」を「教旨」の一つとして掲げており
ます。しかし私はどうも歴史的事実というものは違っているのではないかと思
います。早稲田の学問は実は「虚学」ではなかったかと思っているわけであり
ます。今の教育体系をご覧になると分かりますが、高等学校は義務教育ではあ
りませんが準義務教育だと考えておきますと、小学校から高等学校までの12年
間の教育は、何かに役立てるための実用性のある勉強を中心としてきていると
考えられるでしょうか。例えば、最近では高等学校では家庭科を必修とするな
どという形でもって、非常に「実学」を重視するような側面もありますが、教
育の中心は、あくまで「読み書き算盤」です。算盤というのは、いまでは数学
ということでありますから、昔のような意味での実用性を考えているわけでは
ありません。つまり教育というものは、いってしまえば「無用の大用」「無用
の用」というような観点から、基本的なことをしっかり勉強させるというとこ
ろにウエイトを置いている。とりわけ、私は大学においてはそうではないかと
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思っています。 
　例えば、大学でいくらマーケティングの勉強をしたところで、スーパーのマ
ーケティングの第一線で働いている人たちと競争してもとてもかなわないはず
です。また、どんなに大学で実験をやろうと、実験設備の整った企業、もっと
資金の豊富な環境のもとで行われる研究にはかないっこないのです。ですか
ら、大学ではそういう実用性を求めるのではなく、「虚学」つまり「急がば廻
れ」という教育が行われているのです。昔から「学問に王道なし」と言われま
した。私は昔の人はなかなか良いことを言うなと思っております。学問という
ものは、実は「無用の大用」であって、回り道、道草にすぎません。しかし、
そういうことが、実は本当は世の中へ出て最後にいちばん役に立つ。そういう
ことが、大学の勉強であり、したがって、それを私は「虚学」と考えておりま
す。 
　ところが世の中は、科学技術の時代でありますから、それに対応するような
教育をしなければいけないと人々は叫びます。けれど、そういうふうにあせっ
て既成教育をやって成功している大学があるかといったら、少なくとも大学で
あるかぎり、私にはそういうところがあったとは思えません。 
　ひと頃、専門学校がそういう需要に応えた時代があったかと思います。例え
ば、コンピューターの基礎的な操作ですね。しかしいまは、まったく世の中の
需要に合わなくなっています。そういう意味では、世の中の要請を、大学がど
ういう形で受け止めるかというと、これはかなり難しい問題であります。社会
の在り方に合わせて、大学の教育も改められなければいけない側面というもの
は確かにあります。しかし、わが国の大学は、あまりにも社会の需要とかけ離
れた呑気な存在となっております。それを、はがゆい思いを禁じえないとおっ
しゃる社会の人たちもいますし、学生諸君も、こんなことやっていてどうなる
かと不安の念をいだいているかもしれません。 
　ついこの前、アスキー社長の西和彦君と話しましたが、西君は、在学中喧嘩
したということもあって、こんなことやっていてもどうしようもない、こんな
ことだったら自分でも出来ると、大学を飛び出したわけです。その西君が、
「奥島さん、やっぱり大学出ていた方がよかった。」と、いま言っているわけ
です。どうしてなんだろう。いま、彼のやっていることから考えますと、大学
にいても、彼が学ぶことはちっともない。しかし、何かにじっくり取り組むと
いう時間を持つためには、そこで必要になるものは一片の知識ではないので
す。いわゆる"Nicht Wissenschaft,Weisheit"ということが、私は大事だと思って
おります。どういうことかと言えば、片々たる個々の知識では、世の中に出て
本当の意味で勝負はできません。つまり全体との関連で物事を見ていくよう
な、知恵や英知を養い身につけなければならない。そういう時代がもしあると
するなれば、それは大学時代である。それが大学における「虚学」であると、
私はこう考えております。 
　全然的外れかもしれませんし、質問者の意に添わないかもしれませんが、さ
しあたりそういうことです。 
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●司会 
　次の質問に移りたいと思います。２番の「単位制度」について質問のがある
方、挙手願います。 
●質問 
　東京大学法学部３年の小松崎拓路と申すものです。単位制度というよりもカ
リキュラムについてですが、総長と理事長にそれぞれ一点づつ質問がありま
す。 
　まず総長に対してですが、現在の単位制度は、学問の理解度というものがど
うしても浅くなってしまうのではないかと、私は思っています。なぜかと言い
ますと、例えば単位数がすごく多くて、一つひとつの事を深く学べない。 
　もう一つは、マスプロ授業ということもありまして、一つひとつの学問が深
く学べないのではないかという疑問を抱いております。それについて総長はど
うお考えでしょうか。もし総長もそう思われるのでしたら、どう改革すればよ
ろしいでしょうか。お願いします。 

■奥島 
　いまのご質問は、私どもがいつも考えていることです。例えば早稲田の法学
部ですと、ついこの間まで160単位。ですからよその大学の大体１年分余分の
単位を取らせていました。いま136単位という形で、少し減らしております。
けれども、それで何かが深く学べるようになったということではありません。
つまり、大学における学問は、高等学校までの学問の仕方とは随分違うわけで
す。高等学校までは、"Something about Everything"いろいろな事について少し
ずつかじっておくということです。本来、大学の勉強というのは、"Everything 
about Something"何かについてそれを深く極めるということが必要なわけで
す。しかし、最低でも125単位というわけですから、いろいろなことを学ぶと
いうことになりますと、一つひとつについてはとても"Everything about 
Something"とはいかない。 
　ただ、今の大学制度にはいろいろな考え方がありますが、これは事実上、現
在の大学院制度というものを前提にした制度であると考えていただかなければ
いけない。大学の段階においてある程度勉強して、その中で興味を持ったとこ
ろをさらに一層深くやるということになりますと、それをやる時間は大学時代
にはありません。したがって、現在の単位制度は大学院制度を前提にした制度
ではないかと、私は考えております。 
　ご存じかどうか知りませんが、戦前の大学は３学年制でした。そして、普通
に勉強すれば、２年間で全科目取れました。残りの１年間は、一切何もせずに
卒業論文一本を書くことに時間を傾注できました。もちろん、さぼっていたり
した人は、３年生でもある程度科目を取らなければいけません。けれども、普
通は２年間で全部取れた。そして１年間は論文にのみ集中できた。それは、大
学院制度がないから、それを前提にしていないからだろうと、私は考えており
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ます。現在科目数が多いのは、大学院制度を前提にしたから、要するに自分の
興味の範囲を、リベラルアーツ（liberal arts）的に、かなりある程度広い範囲
で勉強し、その中から深く井戸を掘り下げるように、錐を揉み込むように、学
問領域を見つけさせた方が、むしろ後々のためにはいいのではないかという判
断があるように思われ、そしてその判断は、私もいまのところそういうことで
いいのではないかと思っています。 
　あまりこれはキリッとした答えになっていないということは自覚しておりま
すが、以上です。 

●小松崎 
　ありがとうございました。いまのお答えをお聞きしまして、理事長に２点質
問したいと思います。 
　まず１点です。もし大学で、学問を深く修めることができるようになるとし
ます。それは、前の質問の際に、総長が言われた「虚学」という話になると思
いますが、そのように、学生が学問的理解度を高めたところで企業が本当にそ
ういった学生を求めているのかというのが、第１の質問です。 
　なぜ私がこのようなことを考えるかというと、実際に就職する際には、学生
は企業に入ってから出身学部と全く異なる仕事をします。ですから、企業は本
当に、学問的造詣が深い学生を求めているのかというのが一つです。 
　もう一つは、今、奥島総長は、大学院に学生が進むことを前提にしていると
おっしゃられましたが、現実問題として、大学院に行く学生は実は結構少ない
わけです。例えば、私が通っている東京大学法学部では、大学院に行く学生は
大学を卒業した後の３％です。 
　なぜそういう状況が起きるか。それは大学院に行くと、大学を卒業してすぐ
のときよりも、就職が難しくなるからではないかということが考えられます。 
　そこで、第２点の質問ですが、企業は大学院生と卒業生などの採用に関し
て、どうお考えでしょうか。この２点に関してお願いいたします。 

■前川 
　私は、先ほど、教育というのは「場所」から受けるものだというのが21世紀
だろう、「場所」から切り離された知識の教育とは、「量」を作る産業時代に
は良かったが、これから「質」の産業を狙う時には「場」から受けた教育以外
には教育というのはありえないのではないかということを申し上げました。 
　私は実はいま、始めてお伺いしましたが、奥島先生は、「虚学」とは「読み
書き算盤」以外だとおっしゃった。これは、まさに私が言っていることと、非
常に同じだと思います。 
　学校は、読み書き算盤などを教える必要は一切ないと私は思います。そんな
ものは会社に入れば、１年や２年ですぐ覚えてしまいます。こんなものは、全
然やる必要がない。何をやらなければいけないかというと、私は、「場」から
得るその人の深さ、これがいちばん大事だろうと思うんです。 
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　それでは「場」からどうやって教育を受けるのか。 
　これは全部が全部通用するとは思いませんが、私どもの会社では、各大学、
地方大学も含めて、40校か50校ぐらいの研究所と非常に深い、10年20年の関
係を持っています。 
　ここでは、教育を含めて、ドクターコース、大学院、学部生らと共同で開発
をやっている部分が非常に多いんです。それが高じて、私どもの会社の中に、
大学の研究室の分室を設けられるところが増えてきました。ここでは私どもの
20代や30代の連中も出入りして、一緒にやっています。何をやるかと言います
と、まだ形にならない所です。形になるところは、企業のほうがうまいです。
形にならない前、先生が遊び、「虚学」とおっしゃったところとは、私どもが
狙っているところと非常に同じです。非常に幅の広い、いままでの世の中にな
い、21世紀型のものを作ろうとすると、そういう「虚学」の部分、遊びの部分
が相当必要になってきます。 
　そのかわり、３年５年かかりますが、それでいいんです。企業はそのくらい
のものは、別にどうでもないんです。この間に、私どもの連中も「実学」から
「虚学」の面白さ、「虚学」の深さ、新しいもの、21世紀の企業への、技術へ
の面白味、これを学んでくるわけです。 
　学校の方は、「実学」をやっている連中から、いろいろな「実学」のインパ
クトを受けます。 それが非常に、プラスになっています。私は、これがひとつ
の「場」だろうと思うんです。 
　いま、その研究室の先生方を含めて、そこでベンチャービジネスを作りま
しょう、この仕事だけでも世界中に、２千億や３千億円のマーケットがありま
すよ、ぜひやろうじゃないですかということを議論しています。それは、面白
い、私どもも参加しようという形になってくると、これはもう５年単位ではな
く、10年、15年、20年単位の仕事になってきます。こういう場からしか、人
間というのは育たないと思います。単純に産学協同といって、金だけつけて１
年間なにか共同でやっても、全然学校にもおそらく会社にもプラスになりませ
ん。 
　もっと深い部分から、つまり共同作業ではなくて、どこからが学校でどこか
らが企業なのかがわからない関係が出来上がってくると思います。 
　私どもは今、そういうのをたくさん作ろうと思っています。そういうところ
に興味を持っている先生方に、全部来てもらおう、私どもは、どんどん人を出
す。こういったようなことが、おそらく進んでいくだろうと思います。 
　ですから、研究や学問を深めた後で企業をとるのではなくて、深める前の状
態から、いっしょに参画するということなのです。どこから企業でどこからが
学問か分からなくなるような世界が、新しい企業と、大学の場を作っていくだ
ろう。そこから人材が育っていくだろう。先ほど、ただそれをやったとして
も、そこで出来たものは素材だと申し上げました。そこから、社会にアプロー
チするものになるには、ものすごく時間がかかるわけです。 
　その開発は、当然技術系ではなく、文科系です。社会をどう見るか、どうい

http://www.chinoichiba.com/datas2/eturan.c...&img4=0&img5=0&img6=0&img7=0&img8=0&img9=0 (27/37)2006/01/10 23:05:49



"Select Menu"

う動きをしているか、どういうニーズがあって、どういうふうな機能をつけな
いとその地域では使えないのか。これはもう完全に文科系の仕事です。文科系
の仕事が９割、理科系が１割です。 
　そうやってみますと、大学院かドクターコースのメンバーがそれに参画しな
いと、そのようなベンチャービジネスは出来ません。我々も、ベストな人材を
出さないと、出来ていきません。そういった意味で、大学と企業の関係、就職
と単位の関係、大学院と企業の関係というのは、従来の方法とはごろっと変
わってくると思います。私が言っていることが全部そうなるとは思いません
が、おそらく一つの断面を作って行くのではないかと考えています。 

●司会 
　３番目に移ります。「大学院問題」について質問がある方は、挙手願いま
す。 
●質問 
　はじめまして、東京大学３年、教養学部の富崎聖敏です。先ほどの質問で大
学院の話が少し出たので、もう少し別の事を聞きたいと思います。まず奥島先
生に。 
　大学院では、いま、オーバードクターという問題があります。大学は大学院
生を、一応その道の専門化として認定しますが、現段階では、需要がないのか
どうか分かりませんが、やはり就職先がないということが起こっています。に
もかかわらず、大学関係者の間では、大学院重点化ということが行われていま
して、大学院の定員を増やすなどの措置を行っています。院生にとっては行き
先がなくなる可能性がまだ多い段階なのにもかかわらず、院生を増やすという
のはどういうことなのかということが、まず１点です。 
　第２点として、大学では、リベラルアーツ、教養を深めることが大切だと
おっしゃいました。そしてそれは大学院というものが、前提となっていると
おっしゃいました。ただ現実では、例えば理工学部などでは、リベラルアーツ
というのは、ほとんど行われていません。リバラルアーツの中の、理科系の教
育、単位枠を使って、現実には専門の教育をしているわけです。そういうこと
に関して、もし良くないとお考えでしたら、どうするべきなのかということを
伺いたいと思います。この２点をよろしくお願いします。 

■奥島 
　リベラルアーツの問題は、なかなか難しい問題です。まず最初に、オーバー
ドクターの問題からお話しますが、いま人数が増えて、なぜもっと増やすのか
ということを言われました。私も今年、大学院の入学式のときに、２つのこと
を言いました。早稲田大学で今年入学したのは、1,500人くらいですが、これ
は私たちが考えている人数の３分の１くらいであって少なすぎる。もっともっ
と多く来てもらわないと困るということが１点。同時に、もう１点は、いま、
大学院の制度のもとでドクター課程を出ても、博士号がなかなか取れないよう
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な状況にあります。そういうことが、東南アジアとか、いろいろな世界各国か
らの学生の、早稲田のみならず日本の大学への留学の阻害要因となっていると
いう面があります。ドクターの称号を与えないような大学院とは、自らの任務
放棄である。大学院としての自己否定である。もともと大学院は学位授与機関
ですから･･･というようなことを大分強く言ったわけです。 
　私も実は、大学院の大拡張論者の一人ですので、いまの質問はなかなか耳の
痛い話であります。文部省の方でも、オーバードクターが、いまの日本にとっ
ての一番の希望なのです。ただ、希望だと言いながら、職も与えずに、そして
みんなを希望のない生活に追いやっているという、そういう文教政策は一体い
かなるものであるかということを我々は絶えず言っているわけです。したがっ
て、研究員制度などを大幅に拡大していくというような、国の方向性も徐々に
出てきております。 
　いま、日本では、どんどん企業が空洞化していると言われています。そうな
りますと、日本が生き延びる道というのは、結局日本人の持っている頭をどう
いうふうに使っていくか、これ以外ないわけです。そういう意味でも、大学院
がこれからますます拡張していかなければ、日本の希望はなくなってきます。
しかし、現実はオーバードクターがごろごろいて大変困った問題が起こってい
るというのも、その通りです。 
　例えば早稲田の場合でいいますと、かつては、全学でせいぜい80人くらいの
助手でしたが、いまは約300人の助手制度にしました。そういう形で、できる
だけ研究者にとっての研究の基本的な条件というものを用意するように、一私
学であっても努力をしております。また文部省でも、今後の計画によると、そ
ういった研究員制度の拡張を図って、問題の解決をいよいよ本格的に考え始め
てきたと言えるのではないかと思っています。 
　したがって、いまオーバードクターがいる時にさらにこれを強化せよという
のはおかしいといわれるのは、そのとおりのご指摘であります。しかし、そこ
にしか日本の希望はないというのが現実であります。したがって、そこにしか
希望がない以上は、これに対応するような政策を、いろいろなジグザグはあっ
たにしても、考え出していかざるを得ないというところにきておりますので、
私は決して悲観すべき状況にあるとは考えておりません。ただ、わが国の文教
政策の全体としての貧困さを、ときどき憤りを持って指摘しているだけです。
今度私も、文部省のいくつかの審議会の委員となりましたので、そういう場で
もっと生産的な議論をして、こういう問題の解決に努めたいと思っています。 
　もう一つのリベラルアーツの問題ですけれど、これは本来、大学院制度を前
提にした制度です。ただ、日本の場合には大学院制度を前提にしたリベラルア
ーツ制度であるにもかかわらず、大学院が充分機能していないし、進学者も充
分でない。そこで、リベラルアーツというものが学部教育の中において非常に
歪んだ形に展開してきている。これは特殊日本的な形、日本独特の現象であ
リ、これを何とかしなければ日本の教育の将来はないと思っています。それは
どういうことか。例えばアメリカのハーヴァードやイェールの大学院に行きま
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して、その大学院の学生などに質問してみますと、彼らはリベラルアーツの重
要性を必ず強調します。何故かと言いますと彼らのバックグラウンドが、音楽
をやっていました、哲学をやっていました、ギリシャ古典をやっていました。
それがいま、法律をやっていますとか、医者になっていますというふうになっ
ているからです。 
　ですからいま、前川社長が言われましたように、人間としての膨らみがな
かったら、専門の技術の膨らみも未来も出てこないということについて、アメ
リカなどでは、非常にしっかりしたフィロソフィーができているのではないか
と私は感じています。 
　ところが、日本においてはリベラルアーツにあたるものが「教養科目」と呼
ばれました。教養科目とはいったい何なんだろうか。これは随分議論しました
が、私たちは「教養科目」を、単なる「『教養』としての科目」として教えた
からいけなかったと思っています。教養科目といってもそこの科目の一つひと
つは専門科目です。例えば、法学部における経済学は教養科目ですが、経済学
部においては専門科目であり、政治学もそうです。英文学は文学部においては
専門科目であります。それぞれ学問としてはそれ自体の固有の領域を持ってい
ます。もともと日本でイメージされるような学問の上下はなかったにもかかわ
らず、わが国では、教養科目だから先生もレベルが落ちてもいい、講義もレベ
ルが落ちてもいいというような、戦後の大学制度の改変の際に誤った観念が
入ったのではないかと思われます。 
　そこで私たちは法学部のカリキュラム検討を随分やりまして、大幅な自由化
を図りました。場合によりますと、単位の過半数をリベラルアーツに関する科
目を修得することで、法学部を卒業できるという道筋を設けました。それは何
故かといいますと、我々はリベラルアーツを重要視しているからであります。
しかし、いままでと全く違うのは、リベラルアーツを教養科目というような扱
いはしません。リベラルアーツに関わるものを専門科目として、法律学なら法
学部で法律学と並ぶものとして位置付けることによって、熱の入った講義を期
待し熱の入った勉強を期待し、そして幅のある、膨らみのある学生を世に出し
ていきたいと考えて、私たち法学部ではカリキュラム改革をやったわけです。
しかし、理工学部においては、それは非常に難しいということは、私もよくわ
かります。早稲田の理工学部でも、いまリベラルアーツの扱いについては随分
苦慮をしているようです。 
　東京大学のような国立大学の場合には、これまで教養課程と専門課程が分か
れていたのが、今度いっしょになりましたから、そういう意味ではこのリベラ
ルアーツの扱いについてさらに苦慮されているのは私も当然だと思います。し
かし私たちは、リベラルアーツを現在の大学の学部の制度の中において出来う
る限り、生かせる限り生かしていこうという基本的な姿勢は持っています。 
　私学と国立との場合、国立は教養課程が別個の組織でしたが、今度はある意
味で一緒になるので、そこでの組み替えのときにリベラルアーツの部分がグン
と押し込められるという形になります。それだけ専門科目の比重がうんと大き
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くなりなす。それが、私学の場合は、最初から縦割りできていますから、各学
部の中に入れられていたので比較的対処のしやすい面もあります。逆にいうと
それが専門的な力の養成を阻害していたという面もありまして、なかなか難し
いのです。 
　しかし、この問題は最終的には「いかに良い先生を揃えるか」ということし
か解決の道はないと思われます。カリキュラムを変えたからといって、いまま
での講義内容が一挙によくなるわけではないのですから、やはり、私たちはリ
ベラルアーツを強調しながらも若干の不安感を持っているという状況がまだま
だ続くという気がします。何かあまりお答えになりませんが、そういうことで
あります。 

●富崎 
　奥島先生どうも有難うございました。いまのお話を聞いた上で、前川先生に
質問します。奥島先生は、例えばオーバードクターなどで日本は希望がないと
おっしゃっています。一応いまの話の中では奥島先生はそれは例えば文教政策
の中で解決しようとしていて、なかなか日本の貧困な政策では難しいんじゃな
いかとおっしゃっているわけです。その時に、例えば企業が、大学院生を採
る、就職で採用するなどの方法を採って助けようという準備はあるんでしょう
か。よろしくお願いします。 

■前川 
　アメリカでは20年前、ドクターは年間３万人だったそうです。今はドクター
が30万人になっています。これはおそらくいまのアメリカの産業の問題と非常
に関係があると思います。この30万人のドクターが生きていないわけです。何
故生きていないのか。企業と学問の場が共用されたところでドクターができて
くればこのドクターはものすごい力を発揮するわけです。 
　私どもの中で、最近ドクターの社員が出てきています。一緒に共同でやって
いるうちにできてくる。これは社内ですごい力を持っています。私はオーバー
ドクターの問題というのは従来の「量型」の産業のドクターの作り方で、その
ドクターが「量産業」に行くということになれば、その行き先はゼロだろう。
むしろ吐き出される方でいくだろうと。このところで産業の大きな構造転換の
場というものを考えていただきたい。 
　そうすると、その新しいドクターが、本当に力を出すところはどこなのか。
それは、私が先ほど言った潜在化したマーケットです。それはどういうふうに
とっていくのか。「場」というものを企業と大学とで作っていき、会社という
市場からの実際のインパクトを受けながらそれを克服していくということを
やっていったドクターならば、これはものすごく力が強いはずです。さっき近
代は終わったと申し上げたけれども、おそらく近代教育というのも終わってい
ると私は思います。ここのところは、全然新しい視点で新しいアプローチをし
なくてはいかないのではないかという気がします。 
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●富崎 
　どうも有難うございました。最後に確認をしておきたいんですけれども、多
分、未来は結構明るそうですが、とりあえずしばらくは、厳しい時代は続くと
いうことでしょうか。 
■前川 
　もし「量産業」に視点をおいているならば、ますます悲観的になって、厳し
くなって、先行きはないと考えてもらった方がいいと思います。ですから「量
産業」を指向されているならば、これは中進国へ行ったほうがいい。先進国型
の産業は明らかに違ってきた。「質」の産業だというところをぜひ考えていた
だきたい。 
　そのためには、どういう学問をしたらいいんだと、どういう方向に動いて
いったらいいのかということをぜひ考えていただきたいと思います。 

●司会 
　大学院の問題はここまでにしたいと思います。次に、設備の問題となってい
ますが、これは先ほど、図書館について奥島総長が言及されたので、もしこの
設備等の問題について質問がある方はこの後、懇談会が小講堂で行われますの
で、いままで質問できなかった方もそこにぜひ参加してお話を伺ってくださ
い。 
　それでは、最後に今回の講演の両氏の話を踏まえて、総括的に何か質問があ
る方は挙手願います。 

●質問 
　早稲田大学政治経済学部４年の良元晴紀といいます。まず今回の講演会につ
いてですが、私もプロジェクトチームの一員として参加しました。この講演会
では、もちろん有識者の先生お二人からいろいろ貴重な話を聞くということが
第１点、そしてもう一つは我々がいま、この問題について考えていることにつ
いて意見を述べさせていただき、それについて批評をいただいて、さらには先
生方個人の見解をできれば聞きたい、対話をしたいという観点で運営してきま
した。ということで、少々お時間をいただきまして、私が考えたことを述べさ
せていただきます。 
　まず最初に、小野梓先生のお名前を聞きましたとき、私、たいへん浅はかな
もので、早稲田大学に在籍しながらも「ああ、あの奨学金のおっちゃん」とい
うくらいしか出てきませんでした。そこから早稲田大学校歌に挿入されており
ます「学の独立」という句の話に行きましたときに、そこに日本の大学もしく
は大学制度に内在している矛盾が象徴されているのではないかと、考えまし
た。 
　それは何故か。まず日本において大学とはどういうものであったか。それは
総長先生のお話にもありましたとおり、社会に対して人材を供給することが第
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一の目的ではなかったか。日本が江戸末期に開国して、近代工業社会という改
革を選択した結果、まず必要となったのは、最先端ではないけれども高度なテ
クノロジーを持った人材を多数社会に輩出し、その人材は欧米から得た技術を
運用し、大量に物資を生産する技術を発展させていけばよかったという社会的
な状況があったのではないでしょうか。その結果、歴史を見ましてもわかりま
すとおり、明治以降の改革においてはアジアの国が初めてヨーロッパ列強を負
かすという大金星をあげました。 
　また戦後におきましては、高度経済大成長によりましてＧＮＰ世界第２位、
外貨準備高においてはぶっちぎりの第１位という経済大国を築き上げたのは、
そのような、大学、社会といいますか企業の持ちつ持たれつの関係があったか
らではないでしょうか。 
　それが可能になった背景には、そうした運用されるべき技術を欧米から導入
する余地があった。欧米にはそれを日本に供給するだけの技術的余裕があった
ということではないでしょうか。 
　ここで、最初に申し上げました矛盾とは、小野梓先生がヨーロッパに留学さ
れた頃に見られた欧米型の大学というものが、そもそも私たちがイメージとし
て抱いている大学とは同じではなかったのではないでしょうか。 
　私たちは世界史の授業で、ヨーロッパでできた大学について、次のように学
びました。「自然科学について、当時学校に置かれていた教科としては、まず
教えられることがなかった。」 
　それは自然科学というものは、「神学の端女（はしため）」であった時間が
非常に長かったからだと思われますが、「その結果自然科学を学びたいものは
それについて高度な知識を持っている有識者のもとに集まるようになり、それ
が結果として大学に発展した」と私は記憶しています。 
　ではそのように、大学の制度が日本と欧米で違う結果、どのようになった
か。日本については、やはり経済的に大成長した。欧米については、かつては
ヨーロッパ列強が世界を支配するような時代がありましたが、今となってはヨ
ーロッパは一国のブロック経済にすら戻っている状態で、経済的に明らかに衰
退しています。 
　基礎科学の分野においては、日本をはるかに凌いでいる実績を挙げておりま
すし、それが結局日本に技術として供給されたこともありました。しかしなが
ら今現在、それが構造的に行き詰まっているのではないでしょうか。それは理
事長先生が講演中におっしゃいました、まさに「量生産の時代」が終わった結
果によって次の社会構造を組みたてるための過渡期にさしかかったからではな
いでしょうか。 
　要は、今までの日本の「イケイケドンドン」型の大学と社会の関係ではこの
先やってけないから、今のような行き詰まり状況があるのではないでしょう
か。 
　では先ず何をすべきかと考えた場合、大学においては科学技術関係、理系分
野に限っていうならば、科学技術関係の研究を非常に優先する。企業として
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は、大学がそういう実験、研究を行うに際して資金を提供する。もしくは大学
がやる必要はなく、オーバードクターの人材をたくさん集めて企業の研究所で
開発をやるという方向が、一つの選択肢としてあるのではないかと思います。 
　そこからさらに先の話になりますが、20世紀は、人類にとって非常に科学文
明が発達した時代であったと同時に、科学文明によって人類そのものがより多
く傷つけられた時代であったのではないかと思います。 
　特に象徴的なのが原水爆兵器といわれるもので、もちろん兵器としての威力
というのがすごく怖いものでありますが、本当に怖いのは、そうしたものを開
発･製造した人たちがそれを兵器として意識し、研究開発したのではなかったと
いう点ではないでしょうか。それは、科学の発展のみを追求した結果、それが
如何に両刃の剣であるかということにしばらく気づかなかった。それでいま、
結構ひどい目に逢わされているという状況が20世紀ではなかったでしょうか。 
　では、21世紀はどうなのか。両先生が言われましたとおり科学技術は必要な
いというのは、ちょっと揚げ足取りをするならば、そんなことはないというこ
とになりますが、その部分において真実であるのは、行き過ぎた科学の発展に
よって損なわれた人類と文明と自然環境の調和を再び取り戻すということが、
21世紀において科学の発展よりまず先に行われるべきことではないでしょう
か。 
　では、それは誰が主体となってやっていくのかと考えてみます。いろいろ歴
史を眺めていますと、ある一人の英雄が歴史を変えたのではなく、その英雄が
指し示した方向により多数の民衆がそれに従ったから、歴史が変えられたので
はなく、歴史のほうが変わっていったと見るべきではないでしょうか。そこか
ら考えますと結局、歴史を動かした原動力となったものは、その時点において
もっとも勢力をもった者たちが動かしてきたのではないでしょうか。 
　現代、最も勢力を人類社会で持ったものたちは何か。これは国家ではなく明
らかに企業ではないでしょうか。 
　日本型のニーズ型社会では、政治体制のリード、官民一体型経済というもの
が、経済の大発展をもたらしましたが、それもそろそろ行き詰まっている頃で
はないでしょうか。むしろ企業はもっと自分なりの、自分の力に見合った主導
力を発揮し、それを人類社会に貢献すべきではないでしょうか。それは義務や
責任というよりまず、それだけの力を持ったものの宿命といえるのではないで
しょうか。 
　すごくとりまとまりのない話になりましたが、奥島総長先生には、そうした
大学の将来像、これまでの歴史的認識、現状認識を踏まえた上でのこれからの
大学の進むべき方向を、個人的な見解で結構ですから聞かせて頂きたいと思い
ます。また、前川理事長先生には、そうした企業がこれからどのように主導力
を発揮していくのか、それともこのまま政治に盲従していくのかという点につ
いてお聞かせください。 

■奥島 
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　どう答えていいのか、私はさっぱりわかりません。いろいろ言われた点それ
ぞれは、それはそうだろう、それはそうだろうという内容です。若干、私が異
を立て論争しなければいけない部分があちこちにあるかとは思いますが、それ
をやるような時間でもなさそうです。そこで、ご質問の趣旨を自分勝手に考え
てものを言わせていただきます。 
　21世紀に大学がどうあるべきか。私は先ほどの話の中で、いまどういうふう
にそれを探っていかなければいけないのか、どういうふうに考えて21世紀を考
える手がかりを得るのかという話をしました。つまり私の現在考えていること
がそういうことでありまして、21世紀において大学はかくあるべしというよう
なことを私はまだまだ確信をもって言える段階にはないのです。ただこういう
ことだけは言えるのではないか。つまり人類が続く限り、「虚学」という立場
で、つまり利害関係抜きで、人々が何かを一緒に考えていこうというような場
を設定する必要がもしもあるとするならば、私はあるという方に賭けています
が、それは大学であろうと思われます。 
　ですから、21世紀において大学がこういう形でこういう研究をしなければい
けないなどというようなことは、いまの質問者の言葉を借りて言えば、非常に
抽象的な回答になってしまいます。それは、地球環境のためであり、人類の幸
福のためであり、そしてさらに未来の人類のためである。そのために我々がい
ま何をしなければいけないかということであろうという、抽象的な答えしかい
まのところは私は持ち合わせておりません。 
　そのことを考えますと、大学においては、いろいろな議論のときにいつでも
百年の計ということが語られます。百年先を考えた、しっかりした大きな計画
を立てようという人たちがたくさんいます。私はいつもグランドデザインが必
要であるということを言っておりますから、百年の計を立てることを考えてい
るように人に思われがちですが、私はそういうことは全く考えておりません。
そのことが実は、私の21世紀に対する展望を明確な形でお話できない一つの原
因です。いままで、百年の計を立てようといっている人たちは、ほとんどの場
合、いま考えられているいろいろな事に反対するための立論の根拠として百年
の計を持ち出しているからです。自分に代案がないために、現在提案されてい
るいろいろな計画について、もっと時間をかけて百年の大計を考えるべきであ
ると反論する。そのこと自体はいかにももっともらしく聞こえます。しかし百
年の大計というものを明治の人は立て得たでしょうか。おそらく一人もいな
かったはずです。現在百年の計を立てることができるでしょうか。それはおそ
らく明治の人たちが百年の計を立てるよりもはるかに難しいはずです。ですか
ら、私には百年後を一般的に議論してみても全く意味がないと思われるので
す。 
　私は一介の法律家です。法律家とは要するに、手続問題を考える立場にいま
す。どう考えていけば誤りの少ない結論に至るかということが法律家の思考パ
ターンです。私は、大学の責任者として、早稲田大学として百年後に誤りのな
い結論を出すためには、今どうしなければいけないかという立場で物事を考え
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ています。しかし、だからといって、百年の大計を立てようと考えたことはあ
りません。大抵、いろいろなことを慎重に考えていこうという人たちや、大き
な見通しをつけたがっている人たちは、実のところ、いまどうしていいかわか
らないのです。いまどうしていいかわからない人たちが百年後の事を聞いてど
うする。私はいつもそう思っています。 
　われわれにとっては、いまどこへ１歩踏み出すかが大事です。今の１歩がな
かったら明日の２歩目はないわけですから。私はそのようにものごとを考えて
いるために、先ほどから大学の問題についての大きな見とおしというものを、
そう簡単にいまここでまとまった形で語るだけの固まった考え方を持っており
ません。私が考えている大学像はこういうものだということは、あれこれまわ
りをしゃべるうちにおのずと中身が浮かび上がってくるような話し方でした
ら、もう１時間くらい時間をいただければ、私でも大学というものの将来像を
語ることができるでしょうが、いまの短い時間で「こういうものだ」という芯
になるところを端的に言葉で表現することはいまのところはできません。そう
いうお答えで申し訳ありません。 

■前川 
　企業のケースはおそらく大学よりもっとシンプルです。企業は潰れるか存続
するか、二つしかないわけです。下手なことをすれば、すぐ潰れてしまう。お
そらく大学と企業と国家と比べてみると企業が一番弱い、潰れやすいものだと
思います。 
　ですから、企業がいまどういう対応をしているかということは非常にシンプ
ルです。「量」の時代から「質」の時代へどうやって自分が変身するかという
ことに汲々となっているわけです。「量」の時代をそのまま生きようとしてい
るところは、リストラとか、リエンジニアリングとか、首切り、給料カット、
これがどんどん進むわけです。おそらくこういう企業には将来はないです。 
　「量」の時代というのは、企業で大量生産をやっているところでは「とにか
く１番力を持っているのは開発、２番目は製造、あってもなくてもいいのが営
業」と、みなそう言います。どの企業もそうです。いいものさえ作れば金を
持って並んで買いにくる。これが実際は20世紀後半の日本の大量生産メーカー
の本音です。自分の勝手で物を作って自分の勝手で売っていれば、買わないや
つが悪いという考えです。 
　ところが、それは物がある一定量社会に満たされるまでの話です。これが満
たされると、企業は、何か売れなくなってきたな、おそらく景気はどんどん上
向きになるはずだから、１、２年の在庫調整を経たら、また上がってくるだろ
うと考えます。今回の不況も皆そう言っていました。ところが２年経っても３
年経っても在庫調整が終わっても「量」は戻ってこないわけです。戻ってこな
いはずです。世界中にもう「量」は溢れているわけですから。 
　いろいろなオプションをつけたり、いろいろな不必要なものをつけて煽って
みたが、それはすぐに駄目になった。これは全然違ったものらしい。どうもい
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ままで我々が見ていた、企業からみたマーケットという見方ではもう駄目だ。
いったい社会はどう変化しているんだ。それに対して企業はどうするんだとい
う逆の見方をせざるを得なくなってきた。これが実は「質」の産業です。 
　先ほど、ニーズというのはいっぱいあると申し上げたけれども、ニーズは全
部一つひとつ別々です。大量生産の企業などというのはここでもって入り込む
余地はないわけです。そうすると企業が力を持っているなどというのはとんで
もない間違いです。社会の動きが全部、企業をリードしているんです。ですか
ら先ほどあなたが言っていた、企業が力を持っているなどというのは、今後お
そらくもうあり得ない。ＧＭにしろフォードにしろ日立製作所にしろ三菱重工
にしろ、今のトップはいつ潰れてもおかしくないと思っています。これが実態
です。ですからそれを一生懸命変えようとする。どうしたら企業の中身が変わ
るか。私はこの難関を越えるのには半分以上の企業が潰れてもおかしくないと
思います。ただし、この変換をやらないと、「量産業」は全部なくなります。 
　そして残った企業は社会をいかに知るか。そこではじめて先ほどの先生のリ
ベラルアーツの話が現実味を帯びてきます。テクニックではないんです。いか
に人を知るか。社会を知るか。ここに初めて、企業は「場所」というものを
しっかり見ないといけなくなってきているという現実があるわけです。企業が
勝手に「量」だけ増やしていけた時代は世界中で終わりました。その途端に近
代という時代も終わりました。新しい知性が必要になってきている。我々はそ
れに対して、企業はどうしなくちゃいけないか、大学はどうしなくちゃいけな
いか、行政はどうしなくちゃいけないのか、ということを、もういっぺん全然
フリーの立場で考えてみないといけない。 
　徳川幕府は、世の中が変わったことを知らなかったんです。徳川幕府も終わ
りの頃は、一生懸命やったわけです。『奢る平家は久しからず』というけれ
ど、平家だってあれは奢っていたのではないんです。平家は自分のやり方しか
できなかった。そのやり方を一生懸命やればやるほど、平家の没落を早めた。
日本の軍隊がそうです。戦後の日本の石炭産業がそうです。 
自分の殻をいかに破るか。今度我々が考えなくてはいけないのは、近代という
殻をいかに破るかです。こういうことがいちばん大きな問題になっていると思
います。ですから傲慢な企業などはとっくに一社もない筈です。もしあるとし
たら、その企業に将来はありません。 

■司会 
　長い時間、どうもありがとうございました。この後、両先生を囲んで懇談会
が小講堂で行われますので、今まで質問できなかった方もそこにぜひ参加して
お話を伺ってください。 
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