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１．自分本位を確立するための基本原則
第一原則：人間である自分の自由と尊厳が尊重されること、それは、個人が尊厳ある人間
として、他者と平等に遇される権利を有するということ。これこそが、人間の最も根本
的な基本的人権である。これは、自尊心を持つことと言い換えることもできます。

第二原則：皆さんが、人間関係の大海に船出する際に、最も重要なことの一つは、自分が
この「基本的権利を有するということ」を自覚するということは、「他者もあなたに対
して同様の基本的人権を有しているということ」を認識すること。

第三原則：しかし、ここで直面する現実は、他者は、自分とは色々な点で、全く異なって
いること、つまり、「多様性」、「相違」に満ち満ちた存在です。どういう関係を構築
していくべきか？答えは、「他者が自分とは違う存在であること」、そして、その「違
い」、「多様性」を認めつつ、「人間としての対等のパートナー」であると認識し、そ
して、実践することです。

この三つの原則を身に着けるのは、言うは易く、行うは難しです。でも、若い皆さんには、
この挑戦に挑んでもらいたい。なぜなら、世界中の人々と伍していくには、上記の自分本
位確立の3原則を実践しないかぎり、彼らとの競争には勝てないからです。皆さんの将来
は可能性に満ち満ちています。明るく，前途洋々たる未来が待ち受けていることは間違い
ありません。本日、皆さんに一番お伝えしたい結論は以上につきます。

何故、このようなお話をするのか、これから説明させてもらいましょう。
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２．他者が自分と対等の人格を有していると
認めることができないとどうなるか？

●ここで言う皆さん一人一人にとっての「他者」とは、身近な
方から、両親、兄弟姉妹、祖父母、クラスメート、友人、先
生、将来の「配偶者」、将来の「子供」・・・・「赤の他
人」（見知らぬ外国人を含め）を全て含みます。

●自分本位を確立する上で、自尊心を持つということは、必要
条件ではあっても、十分条件ではない。他者の自尊心を尊重
すること、自分と同様に自由と平等に対する権利をもつ対等
の人格であることを尊重すること。

●今の日本社会で、このことが実践できていないからこそ、児
童虐待、いじめ、家庭内暴力がなくならない。

●本日の講師は、きれいごとばかり言っているのではないか？
今の皆さんの心の中は、そのような思いかも知れない。
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３．対人関係倫理から見た人間存在の本質とは？
ショーペンハウエルの人間観を紹介したい（キリスト教のみならず仏教にも通暁したドイツの哲学者；1788～
1860）

●人間の対人関係倫理の本質は、3要素に還元できると言います。

第一：自己愛（エゴイズム） 自己愛とは、自分自身に「良いこと、利益になること」を欲する態度であり、
「他者」の犠牲の上に追求されない限りそのこと自体、非難されることではない（人間の３欲（睡眠欲、食
欲、性欲））。

第二：他者愛（同情、人類愛、究極は自己犠牲を厭ない他者愛、キリスト教のアガペー（無償の愛）、仏教
の慈悲の愛）

第三 :悪意（憎しみ、猜疑心、妬み、他人の不幸を喜ぶ）

●人は、自分でどうすることもできない天災、事故、病気等に直面して、絶望し、自らの境遇を呪い、往々にし
て、他者の幸せを妬み、悪事に手を染める。にもかかわらず、人間は、災厄に直面しても、忍耐し、その経験
が、希望をもたらすことを知っている。更に、素晴らしいことは、人間は、災厄に苦しんでいる人（動物に対
しても）、その苦しみに寄り添って、少しでも苦しみを軽減し助けてあげようとする、Compassion(同情と共
感）で行動する存在。

●「自己愛」に「他者への悪意」が加わった時、対人倫理の問題が起こる。人間が生きるとは、３つの要素のせ
めぎ合いの中で自ら生きる道筋を見つけ切り開いていくこと。人生とは、自己愛と他者愛の両立、相克の道程。

（ケース・スタディ）

●入学試験不正は、何故非難されるべきものなのか？

「フェアネス」、「公正」という倫理の否定。親は、我が子のためよかれと思う。しかし、もし、本人は公正な
競争試験で合格したと思っていたのに、実は、そうではなかった、と知った子の気持ち、人生は？
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４．国家が実践すべき対国家倫理とは？
●世界政治（国際関係）を考えるとき、そこでの基本的行動主体は、主権国家
（sovereign nation state)

●主権国家間の行動（対国家倫理）を規定する要素は、次の3要素に還元可能。

第１要素：パワー（power）（軍事力）
第２要素：利益（interests）（経済的利害関係）
第３要素：価値(values)（自由、民主主義、法の支配、基本的人権）

●人類史の発展を、国家関係の発展という観点から振り返ると、理念型として以下の
通り３つの型に分類できる。

第１類型：「敵」か「味方」しか存在しない社会（第二次世界大戦終了までの帝国主
義、全体主義が支配する状態、敵は抹殺するか、従属状態に服さしめる関係）（万人
の万人に対する闘争の世界）

第２類型：相互に生存権を認め合う範囲内で、主権国家同士が、競争相手として存在
する状態 紛争を解決するために武力の行使が否定されない(現在の国連を中心とす
る国際社会の現実）。言い換えれば、ナショナリズムが横溢する国同士の関係。

第３類型：生存権のみならず価値を共有する対等な関係（国家間の紛争は非暴力、対
話により解決され、共同行動が可能な状態、ＥＵ、ＯＥＣＤその最たる例）
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５．20世紀に2度の世界大戦を引き起こした。その反
省から、生まれたものが国連であり、世界人権宣言。

国連の創設：第二次世界大戦後の国際社会に新たな規範を導入した。（国家対国家の関係、倫理の規範化）

国連とは、２度の世界大戦を経て、２度とこのような悲惨な戦争を引き起こさないためのルールを各国を規
律する国際約束として定めたもの（１９４５年１０月２４日発効。日本は、１９５６年国連加盟）。

その最重要な部分は、

第一条（目的）：国際の平和と安全の維持、平和に対する脅威の防止、除去、侵略行為鎮圧のため有効な集
団的措置をとること。（注：ここに明らかなのは、現在においても、国家間の戦争がおこりうることを想定
しているということ、第２類型の国際社会であることを前提）

第二条（原則）：加盟国主権平等、同時に、加盟国の国内管轄権内にある事項に干渉する権限を国連に与え
るものではない。

第２４条（安全保障理事会の任務、権限）：国際の平和と安全の維持（第一条の目的）に関する主要な責任
は安保理が負う。

第２７条（表決）：安保理の決定（手続き事項を除く）は、常任理事国（米、ロ、中、英、仏５か国）全て
の同意を必要とする。

世界人権宣言の採択（人対人の倫理、国家対国家の倫理を包括的に規範化）

●国連加盟各国の国民一人一人の基本的人権と人間存在の尊厳を認識することが、国内社会、国際社会を問
わずに、平和、正義、繁栄をもたらす前提条件という考え方のもと採択されたもの。私流に言えば、世界
人権宣言は自分本位を確立することの中味を明記したもの。

●自分本位の確立のために、世界中の全ての国が、自国民の基本的人権を確立し、保障することを求めたの
が、世界人権宣言の最大の意義（1948年国連総会採択、日本はサンフランシスコ講和条約の前文で同宣言
の実現に向けた努力を宣言）。
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６．世界人権宣言の最も重要な部分
その１：市民的自由権の確立

（１）全ての人間は、生まれながらにして自由であり、かつ、尊厳と
権利とについて平等である（世界人権宣言第１条）。このことを認
識することが、自由と正義と平和の基礎である（世界人権宣言前
文；日本国憲法前文は、「人間相互の関係を支配する崇高な理想を
深く自覚する」と表現していることに留意）。

（２）（差別の禁止は、平等の権利確保と表裏一体）全て人は、人種
（race）、皮膚の色（colour）、性（sex）、言語（language）、
宗教（religion）、政治上の意見（political or other opinion),
国民的もしくは社会的出身（national or social origin)、財産
(property)、門地その他の地位(birth or other status)又はこれ
に類する事由による差別を受けることなく、全ての権利と自由を享
受することができる（世界人権宣言第2条）。（日本国憲法第14条
も同一）

（３）全ての人は、生命、自由及び身体の安全に対する権利を有する。
（世界人権宣言第3条）。（日本国憲法第13条、「公共の福祉に反
しない限り」の制約あり）
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７．世界人権宣言の最も重要な部分
その２：政治的自由権の確立

（１）「自由」と「平等」こそが人間の尊厳の証（市民的自由権）であると宣言したのが世界人権宣言。そし

て、その尊厳が保持され、蹂躙されないようにするには、国家によるどのような権利保障が必要なのかにつ

いても世界人権宣言は回答を提供している。

（２）市民的自由権を最も保障する政治制度とは、国民主権を前提とする民主主義制度であり、その民主主義

制度を担保する中核的な権利が政治的自由権、それらを定めたものが、世界人権宣言第２１条及び第２２条

である。

●第２１条：すべて人は、直接に又は自由に選出された代表者を通じて、自国の政治に参与する権利を有する。

（参政権）市民の意思（the will of the people)は、統治の権力を基礎とならなければならない。この意思

は、定期のかつ真正な選挙によって表明されなければならない。この選挙は、平等の普通選挙によるものでな

ければならず、また、秘密投票又はこれと同等の自由が保障される投票手続によって行われなければならない。

●第２２条：すべて人は、社会保障を受ける権利を有し、かつ、国家的努力及び国際的協力により、また、各

国の組織及び資源に応じて、自己の尊厳と自己の人格の自由な発展とに欠くことのできない経済的、社会的及

び文化的権利を実現する権利を有する。（「人間の安全保障」への権利）

（注）下線部の意義を噛みしめて欲しい。生まれながらにして自由、平等であっても、各個人は、その後の成長過程で、十人十

色の異なる人生を歩む。それはまた、個人の責任に帰せられないところで、他者と比べて大きなハンディキャプを背負い、そ

の結果が、「自己の尊厳」と「人格の自由な発展」を阻害する格差の拡大につながる可能性を意味する。国、更には、国際社

会は、この第２２条を担保する責任を有する。「格差」を放置することは、第22条違反ではないか、という問いかけは正当な

問いかけである。
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ＩＩ．グローバル人材に必要とされる資質とは？
（実践編：21世紀の教育の中に答えあり）
１．２１世紀の教育が直面している課題について

（以下は、ＯＥＣＤのアンドレアス・シュライヒャー教育局長の分析
を引用）

（問題意識としては、「既存のスキル、知識の陳腐化の加速度的進
行」する中、学生一人一人が、社会人となる前に、自らの人生を通し
て、生きがい、自尊心を失うことなく生き抜いていくことができるよ
うにするための教育が求められているのではないか？）

●より多くの教育を受ければ自動的に、より優れたスキルが身につき、
より多くの社会的、経済的効果をあげられるということは、もはや
自明ではなくなっている。

●街には、就職できない大卒者があふれる一方で、企業は必要なスキ
ルをもつ人材がみみつからない、という矛盾に直面。

●もはや、学校で学んだことが、生涯にわたって有用であり続けると
いうことではない。
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２．学校教育の重点、優先順位の再考

（１）教育内容を再生産する教育から、コンピテンシーを高める教育へ
の転換（単なる知識や技能だけではなく、技能や態度を含め様々
な心理的、社会的リソースを活用して特定の文脈の中で、複雑な
要求（課題）に対応することができる力）。

（２）コンピテンシー（課題解決、対応能力と取りあえず定義）を高める
教育とは？

• 思考方法：独創性、批判的思考、問題解決能力、自らで判断する力の涵養。

• 連携、チーム・ワークといった働き方の習得。

（３）以上のことは、日本国内であろうが、国際社会、外国においてで
あろうが、同じこと。とりわけ、もし、皆さんが外国に雄飛して、異な
る文化、宗教、歴史を背景に育った他者との間でも、切磋琢磨の
競争を受け入れ、そして、共存する場に参加するために必須の条
件と言える。
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３．思考方法、独創性、批判的思考、問題解
決能力、そして判断能力

（１）今日、グーグルコンテンツにアクセスでき、ありきたりの認知
技能はデジタル化されるか､アウトソーシングされ、仕事が急激に
変化する時代にあっては、知識の蓄積にそれほどの意味はない。成
功するために、はるかに重要なことは、思考方法、独創性、批判的
思考、問題解決そして判断能力。

（２）加えて、世界と交流できるような社会文化的なツール（相手を
対等のパートナーと認識した上で、外国語を駆使して、コミュニ
ケーションできる能力の習得、語る内容も大切）（シュライヒャー
局長は、日本の学校教育に今日新たな科目分野の導入を提唱してい
るわけではありません。）

（３）高校生クイズに熱中することは決して意味のないことではない
かも知れません。ただ、大切なことは、いかなる「知識」であれ、
それを適切に、理解し、解釈し、分析し、改めて、伝達する能力と
意欲を自らのものとすることです。
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４．文系学生も数学を言語として理解す
る能力が求められる

（１）数学が世界について説明し、世界について説明し、組み立て、
理解することのできる言語であることを示す一例を数学に例にと
りましょう。

（２）国際社会が地球規模で二酸化炭素の排出削減問題に取り組む上で画期

的な貢献をしたのが、茅方程式というものです。

13



（３）茅方程式から政策指針を導き出す。

●この恒等式にはCO2の排出量とエネルギー及びCO2の排出量と
GDPという二つの比例係数が明示されています。

●一つ目は「CO2÷Energy」。一定のエネルギーを得るために放
出されるCO2の量を表す。（CO2排出原単位と呼ばれます。）石
炭を石油に、石油を天然ガスに、更には、再生可能エネルギー
に転換すればさらに小さくなるでしょう。

●もう一つは「Energy÷GDP」。GDP一単位を稼ぐために必要とさ
れるエネルギーを表します。（エネルギー消費原単位と呼ばれ
ます。） GDPを一定にしてエネルギーを少なくする、と言い換
えるとこれが省エネのことだと分かります。

●要するに「低炭素なエネルギーを導入しつつ」「省エネ技術を
開発すれば」CO2の排出を抑えながら経済成長することができ
る、ということを茅方程式は表しているのです。

（以上は、東京工科大学、江頭靖幸教授のﾌﾞﾛｸﾞ投稿に依拠）
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５．創造的思考法について
●創造的思考についての最新の論考を紹介したい。

“The Creativity Code: How AI is learning to write, paint and think”
by Marcus du Sautoy

●第一：探求的創造性（exploratory creativity)：可能な領域の外縁を探索す
る（例：バッハの音楽は、バロック音楽の領域を広げ、その後のモーツァルト
やベートーベンの音楽に道を開いた）。

●第二： 組み合わせによる創造性（combinational creativity）:異なったタイ
プの概念構成を組み合わせることによって新たなものを生み出す（例：曲線美
の建築へのキュービズム、抽象絵画の影響）

●第三：革命的創造性（transformational creativity):アルゴリズム（問題解
決の手順を定式化したもの、一例は、コンピュータープログラム）を作成する
のが最も困難な創造性（例：ピカソのキュービズム；シェーンベルクの無調音
楽；小説家ジェームス・ジョイスの小説作法「フィネガンズ・ウェイク」；ア
インシュタインの相対性理論）

ＡＩが最も最後まで苦闘するとすれば、第三の創造性（言い換えれば、水が液体
から蒸気という気体に変化するような変化を生み出す創造性）

皆さんは、どう思われますか？
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III. 終わりに：皆さんにお伝えしたかったことを整理します
１．一番お伝えしたかったこと

（１）自分本位とは、自分は、自ら決定する自由意思力(volition
power)をもった主体(Agent)であり、生まれながらにして尊厳を
もった存在であるということを自覚すること。

Cf．論語の５徳（仁・義･礼・智・信・）も対人関係倫理を論
じたもの。私は、論語を否定するものではありません。しかし、
人間が自由意思をもった主体であり、生まれながらにして尊厳を
もつ存在であり、平等であるとは教えない。

（２）同時に、他者も、同様の主体であることを認めること。それこ
そが、自由と平等理念に基づいた社会、国家、国際社会を建設す
る大前提であることを知ってもらいたい。

（３）他者との違いを違いとして受け入れ（多様性の承認と寛容の
心）、対等の相手として、相互理解を深めて共存共栄を図る。

これこそが、グローバル人材に必要とされる資質です。
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２．最後に、自分自身について
●コミニケーションのツールは専ら英語、ブリュッセルの地で、大使として、ＥＵ加盟国大使、欧州委

員会幹部、欧州議会議員、ジャーナリスト、学者、一般市民を相手に、外交交渉や情報収集、講演、

日本の政策、一般広報活動等忙しくしています。

●毎日FT紙、NYT紙、日経新聞を読み、CNN,BBCテレビを視聴し、週末は、エコノミスト誌とFT紙週末版

をじっくり読みます。世界を相手に働く以上英語を身に付ける事は必須です。

●ただそこで満足するのではなく、どういう国、都市に赴任しようとその国，国民の文化、歴史・宗教

について出来る限り深く勉強することです（読書と耳学問の両方が大切）。そうすることで初めてそ

の国の相手と対等に会話をし、仕事をすることができると思っています。

●明治時代に札幌農学校で教鞭をとられたクラーク博士の言葉は皆さんご案内の通りです。一説による

と、Boys and Girls be ambitious like this old man! と言われたようです。私は現在65歳、皆さん

より40歳以上年長です。好奇心は未だ枯れず、毎日勉強の連続です。

●最後にもう一つ皆さんに贈る言葉は、「一個の人間として最後の譲れぬ一線に立ち至った時、敢然と

その自らの一線を守り抜ける人間であれ。」

ご清聴ありがとう。 (了)

【注】本講演で、表明された意見は、筆者の個人的見解であり、文責は全て筆者個人に属するものであ

る。
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(参考) 外交に興味のある方へ

１．「国連と日本外交」

（於：日本記者クラブ, 2013年4月11日)

https://www.youtube.com/watch?v=w0a0jVeFW9E

2. “Challenges Confronting the UN: Democracy,

Nationalism and Secularism”

（於：国連本部, 2012年2月22日）

https://www.youtube.com/watch?v=sED4D32miA8
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