パネルトーク

いただけますか。

コーディネーター

第1回「未来につなぐライフスタイル」

酒井 ゆきえ
パネリスト

鷲田 清一・小池 一子・原島 博

小池

第 1 回「未来につなぐライフスタイル」

では、私からプロローグとして「日本の美と
いうものは四季を前提にしてあり、この日本
列島から生まれてきたものである」というお
話をさせていただいてから、東北大学大学院
教授の石田秀輝さん、美術作家のやなぎみわ
さんのご講演があり、そのあと 3 人でパネル
トークを行ないました。
石田さんは技術の世界を極められ、あらた
めて「自然から何を学ぶか」をテーマに、自然
のすごさを科学技術に応用することで、環境
に負荷をかけない新しいライフスタイルと
いうものを研究されるなど、目覚ましい活動
をされています。科学技術の立場から提案をなされ、たとえばアートが縦糸であるとした
ら、自然科学は横糸であるというようなお話を中心に組み立てられました。
やなぎさんは、自分の体を使って行なうパフォーミングアートという表現活動で、演劇
やダンスの領域にも入っていらして、ダイナミックな演劇活動を展開していらっしゃい
ます。やなぎさんのお話は、今までの日本の文化の中から女性の力を研究し、それを表現
に変えていくことでした。たとえば、若い女性が老婆のメイキャップをして表現の世界を
つくるというようなことです。芸術の力が、私たちのライフスタイルにどんな影響を与え

酒井

パネルトークを始めさせていただきたいと思います。まず、パネリストの皆さまを

ることができるか、どんな切り口を開くことができるかをお話しいただきました。

ご紹介させていただきます。第 1 回「未来につなぐライフスタイル」でご講演、コーディ

パネルトークでは、
「未来につなぐライフスタイル」について、突き詰めて話をしていき

ネーターを務めてくださいました小池一子さん。第 2 回「自然・人・文化のつながりの中

ましたところ、
「確かな未来は懐かしい過去にある」ということにたどり着きました。つま

で生きる」でご講演、コーディネーターを務めてくださいました原島博さん。ただいまの

り、過去に学びつつ、そこから確かな未来を切り開いていくという、そういう方向に向い

第 3 回「心豊かに生きる」で基調講演をいただきました鷲田清一さん。皆さま、どうぞよろ

ていったと思います。

しくお願いいたします。

酒井

また本日は、
「 美しい生き方を考える」シリーズの総括という意味もございますの
で、第 1 回、第 2 回にどのようなお話が展開されたのかについて、うかがってまいり

ありがとうございます。いまお話しいただいた内容は、今回の「心豊かに生きる」に

も、きっとつながってくるのではないかなと思いながら、拝聴いたしました。続きまして
原島さん、第 2 回の流れについてお話しいただけますでしょうか。

たいと思います。小池さん、第 1 回にはどのようなお話の展開があったのかをご紹介
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第2回「自然・人・文化のつながりの中で生きる」

今日の鷲田さんのお話にもあったように、まさに右肩上がりに成長してきたけれども、

原島

2005 年くらいから人口も減り始めています。でも、いまだに 1960 年型の自動車で突っ

第 2 回のコーディネートを担当いたしました原島でございます。昨年の 11 月 29 日、

この会場で開かせていただきましたテーマは、
「自然・人・文化のつながりの中で生きる」。
「つながり」がテーマでございました。建築家で東京大学名誉教授の内藤廣さんに基調講
演を、地域再生の仕事をされている牧大介さん、写真家で花王芸術・科学財団の評議員で
もある織作峰子さんにミニレクチャーをお願いし、そのあと全員でパネルトークを行な
いました。

走ろうとしているところがある。従来のやり方で大丈夫なのか？

震災の復興も、1960

年型の自動車の考え方で本当にやっていけるのだろうかというような問題提起があり
ました。新しい考え方が、我々に問われているということです。
それを受けて、そのあとのミニレクチャーでは、岡山県の西粟倉村で地域再生のお仕事
をされている牧大介さんから、その取り組みの紹介がありました。過疎の再生を、まさに

基調講演の前に、私からプロローグとして問題提起をさせていただき、
「ヒトとチンパ

自然、人、文化という形で実践されているというお話の中で、そこに参加されている一人

ンジーはどこが違うか？」という話から始めました。広い意味では、ヒトとサルですね。

ひとりの写真が紹介されたんですが、それぞれの方が本当に生き生きとしているのが、印

DNA がほんの 1％ぐらいしか違わないといわれていますが、私はその違いは「つながりを

象的でした。

持って生きてきた」ということだろうと思います。

織作峰子さんは、スイスの本当に美しい風景を紹介されました。私は、自然、人、文化と

人類、我々の祖先は、よせばいいのにサバンナという厳しい環境に飛び出してしまっ

いうことに見入ってしまいましたが、そこでも風景だけではなく、一緒に人が写ってい

た。そこで猛獣が襲ってきた時には、共同で、つまり人と人とのつながりで対抗すると

る。人がいて、まさにその人たちが自然に生かされているというのが、印象的でした。自

いうことを武器に、生き延びてきました。また、創意工夫をして文化をつなげていくと

然を守り、自然から学ぶところに、つながりができ、これからの文化があるのではないか

いう形、文化の伝承という形でも生き延びました。まさに、自然、人、文化のつながりの

というお話でした。

中で生きてきたということが、ヒトとサルの大きな違いだろうと思うんですが、近代に

最後に、会場からのご質問に答える形になりました。今回の鷲田さんのお話ともつなが

なって、人はそれを捨てようとしているので

ると思いますが、まさに転換点にあるいま、もう一度、懐かしいものを考え直す必要があ

はないかと、問題提起をさせていただいたわ

る。では、どのような形で前に進んでいくのか？

けです。

いうことと、自然に対しても、自然に感謝するという気持ちが重要ではないかということ

助け合いを、お金でアウトソーシングして

従来型ではなく別の形でやっていくと

を話しました。

し ま う。安 心 安 全 も、育 児 も、税 金 で 行 政 に

酒井

アウトソーシングして、自分たちでやるもの

非常に多いと感じました。原島さんがおっしゃったように、ヒトとチンパンジーの違い

ではないみたいなところもある。文化のつな

は、共同生活をするということで、この「つながり」を武器に、私たち人間は生きてきたの

がりも、昔はおじいさん、おばあさんから学

だと思います。鷲田さんは、いかが思われますか？

ありがとうございます。いまお話をうかがって、本日のテーマにつながるところが

ん だ け れ ど、い ま は そ う い う つ な が り が な
くなってしまったわけです。
「 それでいいの

共に食べ、
「つながり」の中で人は生きてきた

か？」というような質問を最初にさせていた

鷲田

だきました。

食物の奪い合いにならないよううまく棲み分けないといけませんよね。
「 我々は実を食

そのあとの内藤さんの基調講演で印象
的 だ っ た の は、
「1960」と い う 謎 の ス ラ イ ド
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サルとかゴリラとかチンパンジーが同じ地域に住んでいて、共存するためには、

うから、お前たちは根っこを食え」とかね。うまく棲み分けることで、それぞれの個性が
出てくるんですよね。

で す。1960 年 と い う こ と な ん で す け ど ね。

人間をおサルさんと区別する時の「共同で」ということが一番よく表れているのが、

1960 年は日本の高度成長が始まった年で、

食事ですね。人間は、食べ物を見つけると、その場では食べずに持って帰ってから食べる。

15

その場で食べられる以上を持って帰る。持っ

らえましたか？

て帰ったものをみんなで分けて食べる。この 3

小池 「自分一人では生きていけない」
「つながりの関係の中でなければ、生きていくこと

つの特徴があります。これが、人間を他の類人

はできない」というのは、私は、戦争を体験した世代ですから、そういうところがあるかも

猿と区別しています。共食、共に食べるという

しれませんね。親に何かあったら、近所のおばさんに助けてもらえるとかね。うちに問題

ことは、たしかに人間だけの特徴です。

があった時に、お隣に駆け込んで訴えたりとか。日常的にそういうことがありましたか

ところが、昔からの研究仲間で、昨年から京

ら。そういう意味で、自

大の総長になられた山極寿一さんが、おもし

立ということは、私に

ろいことをおっしゃられました。
「 鷲田さん、

とっては戦後教育の言

ちょっとやばいですよ。人間、サルに退化しつ

葉だけの問題です。人

つありますよ」。久しぶりにファーストフード

が生きていくというこ

ショップの前を通りかかった時に、
「ギョッと

とは、家族の中でのつ

した」と。若い人がカウンターに行って、自分

ながりとか、まわりと

が食べられる分だけをもらって、横のテーブ

の関係の中にあるとい

ルでチョチョチョッと。これはサルの食べ方

うことを、自然に納得

だと。
「危ないよ、鷲田さん」って（笑）。

してきたようなところ

人間というのは、
「 一緒に」ということが大

がありますね。

事なんです。だからみんな、コンパが好きなんですね。しゃべりながら、一緒に食べると
いうことが大事です。会社はカンパニーっていうでしょう。コンパとまったく同じ言葉

豊かさとは、自分の一番大事なものを与えること

です。カンパニーって、英語では仲間とか同胞って訳します。コンパやカンパニーの「コ

酒井

ン」は、
「 一緒に」ということです。
「 パニー」というのは「パン」のことなんです。食事のこ

いうことにもつながってくると思われますか？

とです。だから、
「 カンパニー」のもとの意味は、共食なんですね。たぶん比喩でしょうけ

鷲田 「癒されたい」というのは、受け身の感覚じゃないですか。私は、もっとポジティブ

ど、食いぶちを一緒に稼ぐという。一人で仕事をするとリスクが大きいから、グループで

に、与えるほうが大事ではないかなと思います。
「インターディペンデンスは、手がいっぱ

やる。一人がミスしてもみんなで埋め合わせられるから、安心して冒険できるじゃない

いのこと」って言いましたけれど、英語にすると、
「キャン アイ ヘルプ ユー」という感覚

ですか。だから、
「会社」自体が、
「共食」という。
「一緒に」ということなんですね。原島さん

です。
「おせっかいはしませんけど、僕で役に立つのなら、何か言ってください。何かやり

がおっしゃったように、猛獣の中では一番弱い人間が、隠れる場所のないサバンナに出

ましょうか？」という感覚です。

ていって新しい生活をするには、集団でやらないとできないですからね。
原島

インターディペンデンスって、閉じた村的な団結ではなく、
「もし必要だったら言って

食べることに関連して、
「料理をする」というのは、人間の基本なのかなあ。いま、自

ね」という感覚の結びつきがいいんじゃないかなと思うんです。原島さんが、おもてなし

分で何かをつくるということが非常に少なくなってしまいましたが、料理だけが最後に

ということをおっしゃいましたけれども、
「キャン アイ ヘルプ ユー」は、与える側の感覚

残ったんですね。自分が食べるだけではなく、ほかの人の分もつくってみんなで一緒に食

なんですね。たとえばホテルという施設も、お客さんの時間に介入はしないけれども、
「何

べる。おもてなしでもありますよね。

かしてほしいことがあったら言ってね」という感覚じゃないですか。誰かに何かをするこ

酒井

とで、自分もハッピーになれる感覚が、すごく大事だなと思います。

鷲田さんの基調講演で「インターディペンデンス」のお話がありました。私たちは、

独立と自立に関して、曖昧なとらえ方をしていたと思いますが、小池さんはどのようにと
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鷲田さん、いかがでしょうか。それは、人が癒しを求めたり、人に対して癒したりと

臓器移植のドナーってありますね。古代サンスクリット語の「ダーナ」が西に行って、
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「贈り物」の「ドン」から「ドナー」という言葉になって、これが東に行って、中国から日本に
伝わって「旦那」という言葉になったんです。
ドナーと旦那の共通点は、自分の大事なものを人にあげることができる人のことです。

というか、心を寄せ合
うポイントがあるので

臓器は自分の命の礎でしょう。たとえば、腎臓を半分、人にあげるのがドナーです。旦那

しょうかね。小池さん、

は、商売人にとって一番大事な、節約して貯め込んだお金を、普段がんばってくれている

この点に関してはいか

丁稚さんや番頭さんに、
「みんなで好きなだけ食べてこい」と、あげる人です。つまり、自分

がですか？

の一番大事なものを人のために使える人が、旦那であり、ドナーなんですね。

小池

時間というの

こういう視点から見ていくと、人のお世話をするケアというものがありますが、これは

は、人との関係の中で

何をあげるのかといえば、私たちにとって一番大事な時間です。誰でも自分のための時間

は、ほとんど考えたく

を確保したいじゃないですか。自分が本当にやりたいこと、好きなことができる充実した

ない要素ですね。友達

時間です。しかしケアというのは、
「いまからずっとそばにいるから、あなたの思いどおり

が入院しているんです

にしてくれていいからね。私のことがいらないんだったら離れるけれども、もしもいたほ

けど、お見舞いに行く時間というのは、自分でも愛しい時間を持てたと思えるんです。仕

うがよかったらずっとそばにいるからね」って。自分の大切な時間を人にあげることな

事に追われていても行きたい気持ちになるのは、天から贈られたその人との関係の表れ

んです。

かなと思います。

介護も介助もそうですね。
「おばあちゃん、話したかったら話してもいいよ。話したくな
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時間には、親しくなる

酒井

お見舞いに行くということは、支え合う力を出しているということにもなります

かったら、話さなくてもいい。でも、ずっとそばにいるからね」というのがケアです。子育

よね。鷲田さん、いかがでしょうか？

てというケア、教育というケアもそうですね。

鷲田

酒井

それは、安心につながるということですね。

るのが、とにかく見舞客が多いこと。みんな、食べ物をいっぱい持って来るんですよ。
「よ

鷲田

時間という、ものすごく大事なものを与えることが、ケアということです。我々は、

くこれだけ食べられるなあ」と。でも、お見舞いって、そういうことで。その人の痛みを代

お見舞いということで思い出すのは、正岡子規の日記です。読んでいてびっくりす

人に自分の大切なものを与えることで、自分から解き放たれる。それこそが「豊かさ」では

わってあげることは絶対にできないじゃないですか。慰めの言葉をかけても仕方ないと

ないかなと思います。

わかっているからこそ、お見舞いに行って気を散らしてあげる。少なくとも、見舞客が来

酒井

ている時は、病気のことを考えないで済む時間ですよね。気を散らしてあげるというホス

自分の大切なもの与えるということは、非常に難しいことだとも思いますけれど。

その点に関して、原島さん、いかがですか？

ピタリティかなと。

原島

原島

ちょっと違った意味なのかもしれないけど。それに関連して、僕が思うのはね、人

今日のテーマは「心豊かに生きる」ですが、24 時間、心豊かに生きるのは無理なん

との関係は、どのくらい無駄な時間を過ごしたかで決まるんじゃないかなと思うことが

じゃないかなと思うんですよ。世の中いろいろありますから。だから僕は、1 割でいいか

あるんです。近代は、効率、効率で来てしまっているけれども。でもね、昼間の会議で効率

なと。自分の大切な時間をほかの人に与えることも、24 時間はできないけれど、1 割ぐ

的にやるよりも、夜に一杯飲みながら、2 時間も 3 時間も一緒にいたほうが、絶対いい関

らい確保することはできるわけです。24 時間のうちの 1 割でいいのかなと。1 割が大切

係ができるじゃない。そういうものだと思うんです。それが結果として、人と人とのつな

なのかなと思っています。無駄な時間を 1 割ぐらいは確保する。そのぐらいの気楽さがあ

がりを生むんじゃないかなという気がします。

るといいなと思ったんです。

鷲田

恋人がイチャイチャしているのも、非効率的ですけど（笑）。

酒井

原島

あれを効率的にやったら、絶対失敗しますよ（笑）。

るのかもしれませんね。それと、鷲田さんの基調講演で、
「豊かさというのは、深く傷つい

酒井

たしかにそうですね。でも、恋人同士なら、時間をずっと共有していたいですよね。

たことも含めて、はじめて豊かになる」というところが、私はとても印象的でしたけれど

やはり、
「心豊かに生きる」ためには、時間との関わりが大きなポイントになってく
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も。小池さんは、どのようにとらえましたか？

原島さんからお願いいたします。

小池

原島

鷲田さんのお話の中で一番印象が強いのは、
「華やぎ」と「安らぎ」という言葉です。

はい。私は、誕生日が来ると、古希になります。そうなると、自分自身のキーワード

それと、時間について、原島さんから「1 割」って聞いて、ちょっとホッとしました。自分

の中に、
「居直り」というのが出てくるんですよね（笑）。前へ前へとやらずに、
「マイナスも

が心豊かでないと、人との関係もウソになってしまうところがあると思うんです。自分に

いいんだ」というね。いい居直りです。それから、最近、何でも責任責任と言われるじゃな

「安らぎ」を持てている人が、
「華やぎ」に対しても理解を示すことができるのかなと思い

いですか。もうこの歳になると、何か失敗したら、
「死んでお詫びをいたします。少しだけ

ました。

お待ちください」と、言えるんですよ（笑）。なんかそういうね。責任を問われて心が乱れた

酒井

そうですね。鷲田さん、いかがですか？

時に、どこかでそういう居直りがあるのは、心豊かに生きるために重要なのかなと思いま

鷲田

1 割って、なかなか大事なことですね。1 日に 1 割の豊かな時間を過ごせた日に、

した。

幸福を感じるくらいがいい。あまり大きなものを望んではいかんということです。
「今日、

酒井

ありがとうございます。では、小池さん、お願いいたします。

お昼にいいお茶飲めた」とか、
「あの刺し身の一切れ、うまかった」という、幸福を小刻みに

小池

私は、仕事でアーティストに会うことが多いんです。どのアーティストも非常に多

するということが、心豊かに生きられるコツなんですって。これ、吉本隆明さんという、亡

様な資質を持ち、さまざまな性格の方がいらっしゃいます。この仕事をしていると、いろ

くなった詩人がおっしゃっています。

いろな方たちと一緒に生きているんだということを感じます。このことを忘れると、疲れ

それと、もう一つはね、いまの話とは正反対なんですが。昔の人は、
「国家百年の計」っ

たり、人との関係がうまくいかなかったりすると思うんですね。ですから、そういう意味

て、よく言っていました。私たちは、いまやっていることを明日の自分の視点から見るの

でも、みんなが自分のことばかりではなく、人から教えられる自分ということを大切にす

ではなく、孫か曾孫ぐらいが将来見た時、ありがたがってくれるかどうかなんです。
「よ

る社会であったらいいなと思います。

くぞあの時、やっておいてくれた」と、思ってくれるかという。100 年後の世代のことを

酒井

考えて、いま自分ができる最良のことをしておきたい。同世代の人ではなく、100 年先

いたします。

の人を相手にして、その人から見て恥ずかしくない仕事をいまちゃんとしておきたいと

鷲田

いう、そういう誇りを持つ。100 年という大きなタイムスケールで見ると同時に、さっ

意外と高いんですね。みんな、就活はうまくいってないし、楽じゃないのに…。私は、こう

き食べたご飯がおいしかったという小刻みな時間も大切にする。このような振幅が大き

した気前のよさを与える自由が社会に浸透してきていることは、希望だと思っています。

い人が、豊かさを味わえるのではないかなと思います。

本当にそうですね。ありがとうございます。最後になりましたが、鷲田さん、お願い
20 代から 30 代の人にアンケートをすると、社会貢献したい人のパーセンテージが

我々大人は、少し頑固になって、自分の後ろ姿を与えるというか、それぞれの自分のこ
だわりを不動のものと

「美しい生き方を考える」シリーズの総括として
酒井

20

たしかにそうですね。ところで、

して持っていることが
大 事 で す。若 い 人 が、

あまりにも心豊かな時を過ごしており

「こんなのもあるんだ」

ましたら、終わりの時間が近づいている

「こんなんでも生きて

ということを忘れておりました。また、

いける」と思えるよう

今日は、
「美しい生き方を考える」シリー

に、頑固な価値観を持

ズの総括だということも忘れておりま

ち続けて、若者にその

して（笑）。最後に、シリーズ全体のテー

姿をさらすことが大事

マにつながるキーワードがありました

だなと思いました。

ら、一言ずつ、いただきたいと思います。

酒井

ありがとうござ
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います。本日のシンポジウムのテーマである「心豊かに生きる」、そして「美しい生き方を
考える」シリーズの総括を語るには、あまりにも短い時間でございまして、ここに結論が
出るわけではございません。しかし、今日のお話が、これから私たちが生きていくうえで、
何かのきっかけになったり、ヒントになったり、キーワードが見つかったり。そんなこと
があったのではないかと思います。
このシンポジウムが、皆さまの心に少しでも残り、そして、生かされることがあれば、幸
いでございます。お別れの時間となりました。パネリストの皆さまに、大きな拍手をお贈
りくださいませ。本日は、公開シンポジウム「美しい生き方を考える」シリーズの第 3 回、

コーディネーター
酒井 ゆきえ

（フリーアナウンサー）
1975 年フジテレビにアナウンサーとして入社。
「 ママと遊ぼう！ピンポ
ンパン」の 3 代目お姉さんを 4 年間務めた後フリーに。
政治から芸能まで幅広い分野で、テレビ・ラジオの司会、インタビュアー、
シンポジウムの司会、講演、執筆と多岐にわたり活動中。爽やかで説得力
のある声によるナレーションも多数。
また外国人に日本の文化を広めたいと社団法人日本国際青年文化協会の
理事を務め、ボランティアで毎週日本語教室の講師をしている。更に食の
探究から利き酒師の資格を持ちオリジナルの梅醤油も作っている。

「心豊かに生きる」にお越しいただきまして、誠にありがとうございました。

パネリスト
小池 一子

（撮影：高木由利子）

（クリエイティブ・ディレクター、武蔵野美術大学名誉教授）
東京都出身。早稲田大学文学部卒業。
「 無印良品」創業以来アドヴァイザ
リー・ボード。1983 年～ 2000 年日本初のオルタナティブ・スペース
「佐賀町エキジビット・スペース」創設・主宰。現代美術の新しい才能を
国内外に送り出した。2000 年、ヴェニス・ビエンナーレ第 7 回国際建築
展日本館「少女都市」企画・展示監修。2004 ～ 2005 年、武蔵野美術大学
美術資料図書館、及び鹿児島霧島アートの森「衣服の領域 On Conceptual
Clothing: 概 念 と し て の 衣 服 」展。2012 年 21 ＿ 21DESIGN SIGHT
EXHIBITION「田中一光とデザインの前後左右」展ディレクター。2011
年～佐賀町アーカイブ（3331Arts Chiyoda）にて現代美術作家のアーカイ

ブ展ほか企画実施多数。
編著書に『三宅一生の発想と展開』
（ 平凡社）、
『 空間のアウラ』
（ 白水社）、
『Fashion －多面体としてのファッ
ション』
（武蔵野美術大学出版局）、
『田中一光とデザインの前後左右』
（FOIL）など。公益財団法人花王芸術・
科学財団 美術部門選考委員。

原島 博

（撮影：中村年孝）

（東京大学名誉教授）
1945 年終戦の年に東京で生まれる。2009 年 3 月に東京大学を定年退職。
東京大学では、工学部および大学院情報学環に属して、人と人の間のコ
ミュニケーションを、リアルとバーチャルの両側面から技術的にサポー
トすることに関心を持ってきた。その一つとして、人の顔にも興味を持
ち、1995 年に「日本顔学会」を発起人代表として設立、
「顔学」の構築と体
系化に尽力してきた。科学と文化・芸術の融合にも関心をもち、文化庁メ
ディア芸術祭審査委員長・アート部門審査員、グッドデザイン賞（G マー
ク）審査員などもつとめた。
現在は東京大学名誉教授、あわせて女子美術大学（美術系）、明治大学（総
合数理）、立命館大学（人文系）の客員教授でもある。公益財団法人花王芸術・科学財団 評議員。
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