麗澤大学での教育・研究活動を振り返って
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人生には節目があり、
誰もがその節目に立った時、

いからでした。研究に臨む先生の姿勢は、知らず知

改めて過去を振り返り、「自分はいったい何ができ

らずのうちに、私の意識と行動を変えていったと思

たのか」と考えるものです。ただ、通常は、頭の中

っています。経営学を専門としながらも、とにかく

で思いを巡らせるだけであって、文字にすることは

大きなテーマにチャレンジすること、その意義を身

ないかと思います。今回、幸いなことに「退職にあ

をもって教えてくださったのは永安先生でした。

たり、これまでの教育・研究活動を振り返ってまと

先生を通じて、難波田春夫先生にも学ぶことがで

めるように」との有り難い執筆依頼を頂戴しました

きました。難波田理論を学べば学ぶほど、経済学、

ので、ここに思いを認めさせて頂きます。

政治学、社会学、倫理学、哲学などに対する知的好

まず教育についてですが、これはやり甲斐あるチ

奇心が膨らんでいったことを、昨日のようにはっき

ャレンジの連続だったと思っています。学生達がど

りと覚えています。永安先生に勧められてチャレン

う思ったかは知りませんが、私自身、「学生の立場

ジしたのが、1975 年にチューリング賞を、そして

で」
を信条に教壇に立ってきたと自負しております。

1978 年にノーベル経済学賞を受賞したハーバード・

分かりにくい理論、仕組み、概念などがあれば、で

A・サイモン博士の理論を新たな視点で、まとめるこ

きるだけ分かりやすく説明するよう、準備もしてき

とでした。これには、15 年以上の歳月を費やすこと

ました。そうした工夫の積み重ねが「建学の理念」

になりましたが、結果として、その時間が後の私の

に沿うものと考え、実践してきたつもりです。

研究とキャリアを決定づけたと思っています。

ただ、今、振り返って考えてみれば、「学生の立

サイモンによる古典派・新古典派経済学に対する

場で」という気持ち（独りよがりの気持ちだったか

批判、利他主義モデルの提唱などは、ビジネスエシ

もしれませんが）を持ち続けることができたのは、

ックスに対する興味を大きく膨らませてくれました。

「建学の理念」以前に、たくさんの前向きな学生達

難解だったのは、彼の人工知能に関する理論とシミ

との出会いがあったからだと、
改めて感じています。

ュレーションでした。現在は、第３次 AI ブームと

特にゼミやビジネスエシックスなどのクラスは、私

呼ばれ、日本でも（ネットを通じてでも）、様々な

にとって本当に貴重な場となりました。幸いなこと

文献や論文が入手できますが、当時は手頃な和書も

に、2000 年を境として、私は、政府関係の仕事、国

なく、結局、900 ページに及ぶ Human Problem

際規格関係の仕事、企業関係の仕事に、深く関わっ

Solving という原書を、行きつ戻りつで格闘しなが

ていくことになりましたが、いずれの場合も、「学

ら読み進めるしかありませんでした。当然、博士に

外での様々な経験を学生達と共有したい、麗澤大学

は、私の理解が正しいのか、誤っているのか、しつ

に誇りを感じてもらいたい、大きく動く外の世界を

こく質問させてもらいました。これが私の博士論文

感じてもらいたい」との思いからでした。

となった訳ですが、その出版にあたっては、有難い

研究に関しても、素晴らしい方々との出会いがあ

ことに、サイモン博士より、直接、巻頭の辞を頂く

りました。全ての始まりは、永安幸正先生との出会
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という栄誉に預かりました。今でも、博士との出会

ンフィー教授らの協働研究に倣うものでもありまし

いを誇らしく思っています。

た。私自身は「充実した研究だった」と感じていま

ビジネスエシックスの分野で研究を深めるきっか

すが、研究の過程や執筆の局面で５人の先生方には

けを与えてくれたのは、
トーマス・ダンフィー教授、

無理を申し上げることもあったかと反省しています。

トーマス・ドナルドソン教授でした。特にダンフィ

ただ、各自がそれぞれの分野で独り立ちし、活躍さ

ー教授に指導を受けた 2 年半、本当に充実した日々

れることを願っての協力要請であったことは忘れな

を送ることができました。教授らの「統合社会契約

いで頂ければ幸いです。恩師の永安先生ほどではあ

論」は、後にビジネスエシックス研究の一里塚とな

りませんが、次の世代に「独立した研究者としての

りますが、その理論が構想され、精緻化される過程

姿勢」が繋がっていけば、この上ない喜びです。
最後になりましたが、40 年以上、麗澤のキャンパ

を、側で学ぶことができたのは、渡米生活での大き
な成果だったと思っています。

スで過ごせたこと、学部の運営やカリキュラム編成

麗澤大学での最後の本格的な研究は、寺本先生、

に関し、佐藤政則先生をはじめとする多くの先生方

田中先生、藤野先生、大塚先生、藤原先生の協力を

から助言や支援を頂いたこと、学生第一をモットー

得て上梓した『日本航空の破綻と再生』でした。こ

に行動しておられた職員の皆さんと苦楽を共にした

れは、8 年に及ぶプロジェクトとなりましたが、そ

こと、全てが私の宝となっています。心からの感謝

の構想から具体化に至るプロセスは、ある意味、ダ

を申し上げ、退職の言葉とさせて頂きます。
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