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1  「箱根会議の研究 (1)序論」『Journal Of Global Media Studies (JOGMS)』第 4号，1－ 20ページ。
2 「箱根会議（1988－ 97）の研究序説　基礎事実と作業仮説」（日本国際政治学会国際交流分科会定例研究会
　2009年 1月 31日　於早稲田大学）（http://homepage.mac.com/atsushi_shibasaki/090131resume.pdf）。

3 「箱根会議」関係者懇談会（2009年 8月 7日），参加者は秋尾晃正氏，坂戸勝氏，伊藤憲宏氏，毛受敏浩氏。
4 HIF30周年記念シンポジウム「草の根から地球共生・行動する時代へ」（2009年 11月 8日）（http://www.hif.

or.jp/2009/01/2009117hif30.html）。

はじめに

箱根会議の研究は，前稿 1で触れたとおり，
モザイク式，ないしパッチワーク式で継続中で
ある。前稿脱稿後，日本国際政治学会国際交流
分科会定例研究会にて研究報告を行い 2，さら
にいくつかの聞き取り調査を進め，資料状況を
調査した。昨夏には，伊藤憲宏氏の音頭で関係

者の懇親会が開催され，貴重な情報提供をいた
だく機会を得た 3。晩秋には「新たな箱根会議」
をという呼びかけのもと開催された，北海道国
際交流センター主催の函館でのシンポジウムの
パネル・ディスカッションにパネラーとして参
加することができた 4。伊藤氏をはじめとする
ご協力いただいた関係者の方々に，厚く御礼を
申し上げる次第である。

はじめに
第１節　開催過程前史
第２節　第１回会議の準備過程
第３節　第１回会議以後の動き（以下続）
資料 1，2
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昨秋，箱根会議の最大の貢献者の 1人である，
向鎌治郎氏が逝去された。ここに心よりご冥福
をお祈りしたい。筆者は 2007年に初めて向氏
を取材して以来，直接お目にかかり，あるいは
電話を通じて長時間にわたりお話をうかがった
ばかりでなく，調査の方向性についてもご教示
を賜った。向氏の逝去により，会議の実像を，
創設者の 1人，そして事務局運営の側から最も
よく知る方のお話を今後伺う機会を永遠に失っ
たことは誠に遺憾である。
その一方で，上記の函館でのシンポジウムを
含め，会議関係者の間で改めて「箱根会議とは
何だったのか」を改めて思い起こし考え直す機
運が起こりつつあるとも側聞している。取材に
至っていない重要な関係者の数は依然として数
多く前途は遼遠であるが，今後はさらに聞き取
り調査，資料提供依頼を積極的に進めていくこ
ととしたい。
本稿では，文書的な記録として現時点で最も
充実していると思われる，会議の創設時からの
中心人物の 1人である平野健一郎氏（当時東京
大学教養学部教授，現在東京大学名誉教授，早
稲田大学名誉教授）が所蔵している会議関係資
料（以下便宜のため「平野資料」と呼ぶ）のう
ち，第 1回会議の開催過程に関する部分を中心
に会議の創設過程と会議後の若干の動きを整理
する。所蔵されていた資料の閲覧を快く許可し
貸与して下さった平野氏に，心より感謝申し上
げたい。
本来であれば，あらゆる資料をすべて揃えた
上で「決定版」を書き上げていくことが研究者
としてのつとめであるが，前稿で触れたような
資料の散逸状況などを踏まえて，いわば考古学
の遺跡発掘，古代史における木簡発掘のごとく，
現時点で見つかった範囲の資料を整理した上で
次の「発掘」に備えていくという形態で研究を
進めざるを得ない。
したがって，会議の開催過程に関して今回の

平野資料で解明できている部分はまさに「氷山
の一角」に過ぎない。本稿での検証は「画竜点睛」
を欠くどころか，竜すらもあいまいにしか描き
出せていない面も多々あることと思われる。本
稿の目標は完全無欠の「正史」を提示すること
にあるのではなく，関係者の方々の記憶を喚起
するたたき台となることで，少しでも会議の全
体像をつかむことにある。
なお今年度は，本稿で検討する部分よりもさ
らに多くの資料の提供をうけ，関係者にもお話
を伺っている。それらの分析結果は次稿以降で
順次とりあげる。

第 1節　箱根会議の開催過程前史

（1） 「億人の会」から「実行委員会」立ち上げ

へ

平野資料の最古の日付は 1987年 11月 30日
であるが，会議の実質的な開催過程は 1986～
87年に遡ることができる。会議のアイデアが
生まれたのは，主に留学交流関係者の不定期の
集まりである「億人（オクト）の会」での話し
合いから，というのが関係者の共有する記憶で
ある。「億人の会」の発起人は小松照幸氏（当
時名古屋学院大学専任講師）で，主なメンバー
は小松氏，向氏，横山晴夫氏，池田吉和氏，鋤
柄光明氏，山田勝氏，堀江学氏，秋尾晃正氏で
あった。彼らは温泉旅行などを兼ねて集まり，
時には外部講師を招聘したり，地方の国際交流
関係者と交流を持つなどしていた 5。
会議のアイデアに関しては，後の箱根会議準

備過程の議事録において向氏の友人である井上
雍雄氏が，1986年 8月 2～ 8日に，コロラド州
で開催された International Leadership Development 

Instituteでのセミナーに参加し，日本でも同種
のセミナーを開催できないかと着想を得たこと
が会議開催へつながったという説明を行って

5 秋尾晃正氏談話（2009年 4月 10日）など関係者
の複数の証言より。
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いる 6。なお，ここでの‘leadership’という表記
が，箱根会議の「担い手」という主体の表現と
の間で，微妙な齟齬を生むことになるが，この，
‘leader’か「担い手」かという言葉づかいに関
する議論そのものが，当時の国際交流像を浮き
彫りにするものともなっていく。
これと並んで，筆者も含め向氏から直接伺っ
たり，関係者から聞き取りを行った範囲で，会
議関係者の中で共有されているのは，当時ブリ
タニカ国際交流センターの専務理事であり，何
かしらの公益事業を同センターで行うことを模
索していた向氏が，日米関係に関する国会議員
や財界人などが参加する「官」製の国際交流・
知的交流である下田会議（日米関係民間会議）7

（1967-1987）の向こうを張って，「民」の，い
わば下からの国際交流関係者の会議として，「下
田」に対抗する「箱根」会議を構想したという
エピソードである。井上氏のアイデアと向氏の
アイデアは，ほぼ同時並行的に生まれ，出会っ
たと考えておくことが今のところ妥当であろ
う。
会議の企画を立案し準備を始めたものの，留
学や教育交流を主な仕事としてきた向氏は，会
議という枠組を作ることにかけては有数のプロ
フェッショナルではあったが，国際交流につい
て議論するという，会議のソフトウェアの部分
に関して特段の構想を持っているとは言えない
状態であった。そこで氏は，函館を中心とした
南北海道での民間国際交流活動を立ち上げ，そ
の後もさまざまな分野で活動をつづけていた秋
尾晃正氏に，会議の内容について相談した。
秋尾氏も会議の趣旨に賛同し，自らの経験を

 6 「『箱根会議』“国際交流担い手セミナー”予備会
議　会議録」（昭和 62年 12月 11日・12日，文
責角田尚子），1ページ。　

 7 下田会議に関しては，山本正編著『戦後日米関係
とフィランソロピー』ミネルヴァ書房，2008年，
日本国際交流センターウェブサイト（http://www.
jcie.or.jp/japan/index.html）参照。

踏まえてこの会議を実現することに意欲的に取
り組み始めた。その際秋尾氏が会議をよりよい
ものにするために相談したのが，国際交流基金
で勤務後，当時はフリー・エディターとなって
いた伊藤憲宏氏であった。伊藤氏は豊富な人脈
を活かし，1987年の夏から秋にかけて，平野
健一郎氏，阿部汎克氏，坂戸勝氏にそれぞれ会
議への協力を依頼した。それらのメンバーで何
度か会合を重ね，11月 30日付の会議開催に至っ
たものと思われる。
以上のように，教育交流・留学関係者（向，
小松氏をはじめとする「億人の会」のメンバー，
国際交流の実践者（秋尾氏，伊藤氏，坂戸氏），
国際交流のいわば「観察者」（平野氏，阿部氏）
が向氏，秋尾氏，伊藤氏を軸として箱根会議の
創設に関与していくことになったというのが，
大まかな流れである。

（2）会議前史，または個人史的考察の重要性

箱根会議がなぜ生まれたのか，という点に関
しては，少なくとも 70年代以降，そして特に
80年代以降の日本の国際交流がどのように生
起していったかという点に関する巨視的な視点
からの時代把握，歴史認識が必要である。
なぜ，上記のような人々が箱根会議に参加し
たのか，ということを解明することが，そうし
た巨視的な視点を得る上では考察の出発点と
なる。箱根会議のように，1人の人間が何らか
の仕事を達成したのではなく，1つの大きな目
的に沿ってさまざまな分野の人々が集まって議
論する会議が生まれ，育っていく場合，ある特
定の個人の動機や意図のみで，この会議の歴史
を説明することは困難であると同時に不当であ
ろう。その一方で，全ての関与者が同じ意図や
動機に従って 1つの会議を 1つの理解に基いて
生み出していったということもむろんあり得な
い。そこには「箱根会議」を開催したい，育て
たい，続けたいという思いや動きを支える強固
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な原動力が存在しているが，その原動力を生み
出す個人的な背景は基本的に「同床異夢」関係
にある。
そうした個人史的な背景の詳細については稿
を改めて論じるが，現時点で判明しているだけ
でも，次のような概要がわかっている。
まず，平野健一郎氏であるが，70年代半か

ら国際交流，国際文化交流に関する論考を発表
しはじめ 8，80年代初頭には国際交流基金地域交
流振興賞賞の選考委員，北海道で行われていた
フレッチャー・セミナーへの参加なども経験し，
国際交流の現場を知る機会を得ていた。80年
代中盤にハーバード大学に滞在後，さらに本格
的に国際交流，国際文化交流の研究を進める上
で，国際交流の実践者たちとの交流の場を得た
いという思いを強くしていた平野氏は，研究者
の立場から国際交流にさらに関与していく方向
性を模索していた 9。
次に阿部汎克氏は，毎日新聞記者時代に，ベ
トナム，ジュネーブなどの長い駐在経験の中で，
日本を世界の中でとらえなおす必要性を感じ，
70年代後半から，国際交流，文化交流のあり
方に関して，さまざまな視点から論説を発表し
ていた 10。80年代に入り，1982年の国際交流基
金主催の「南アジア映画祭」に関する社説 11を
執筆したことを契機に，国際交流関係者との交

 8 平野健一郎「文化的関係としての国際関係」武
者小路公秀，蝋山道雄編『国際学　理論と展望』
東京大学出版会，1976年，衞藤瀋吉，渡辺昭夫，
公文俊平，平野健一郎『国際関係論』東京大学出
版会，1982年，第 4章など。

 9 平野健一郎氏談話（2008年 11月 28日）。
 10 阿部汎克氏談話（2008年 11月 25日，2009年 9
月 8日）。阿部氏は 1979年より「反射鏡」という
コラムを担当し，同コラムを含めた膨大な数の記
事のなかで，国際交流・文化交流についても数多
く言及している。それらの貴重な記録については，
現在分析中である。

 11 阿部汎克「社説　アジアに向かう若者の目」『毎
日新聞』1982年 10月 26日。この社説は，日本
の全国紙において国際文化交流活動が大きくとり
あげられたおそらく最初の例となり，反響も大き
かった。

流が深まり（伊藤憲宏氏ともこの頃知り合って
いる），国際交流基金の記者懇談会のメンバー
となっていた。さらに，秋尾晃正氏の南北海道
での国際交流活動，加藤憲一氏の鹿児島でのか
らいも交流 12などにも関心をもち，実際に現地
に赴いて取材し親交を深め，ジャーナリストの
立場から国際交流を知悉し，考えるようになっ
ていった。
つづいて坂戸勝氏は，自らの所属する国際交
流基金が，日本国内の国際交流団体のネット
ワーキングにはほとんど力を割いていないこ
とに以前から着目していた 13。国際交流基金で
は，1978年から 83年にかけて国際交流懇談会
を 5回開催（秋尾氏も参加している）し 14，1985

年には地域交流振興賞が設けられ，第 1回は秋
尾氏のはじめた南北海道国際交流センターの活
動が受賞している 15。1989年の国際交流相談室
の設置も含めて考えると，箱根会議に至る過程
で，そもそも海外との国際文化交流を目的とし
て設立された国際交流基金も，80年代に入っ
て国内における民間の国際交流活動の活性化と
拡大を認知し，それらと結びつけるような活動
の必要性を若干意識しはじめていたとも受けと
れる。
そうした民間の国際交流活動のもっとも重要
な先駆者の 1人であるのが秋尾晃正氏である。
秋尾氏が 1979年から始めた，南北海道での在

 12 阿部汎克「解説　『近代』を超えていく男」加藤
憲一『グローバリズムへの挑戦　カラモジア運動
の 20年（上）』毎日新聞社，2001年，303ページ。
阿部氏は加藤氏，秋尾氏の活動を現場で見聞し，
双方とも親しく交流していた。

 13 坂戸勝氏談話（2009年 4月 24日）。
 14 国際交流懇談会については，『国際交流基金 30年
の歩み』国際交流基金，2005年，304ページ。

 15 同上，305ページ。
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日留学生のホームステイ活動 16は，地方での民
間の国際交流，しかもエリートではなく学生と
地元の人々との間の交流として注目を集める
こととなった。一時は財政難に陥ったものの，
1982年の『朝日新聞』の「天声人語」17で紹介
されたことをきっかけに全国的に注目され，現
在はホームステイだけでなく，多様で幅広い活
動を展開する北海道国際交流センター（HIF）18の
源となっている。秋尾氏もまた，日本全国の国
際交流活動関係者が一堂に会して情報を交換し
共有する場を模索していた。ある意味で，箱根
会議の必要性を民間の国際交流活動の実践者と
してもっとも痛感し，会議の意義の重要性を見
いだしていたのは秋尾氏ではないかとも思われる。
最後に，箱根会議開催直前の時期まで坂戸氏
と同様に国際交流基金に勤務していた伊藤憲宏
氏は，これらの人々を結びつけ，会議のアイ
デアを構想し，まとめ上げるという点で最も重
要な役割を果たした人物である。基金の同僚で
あった坂戸氏とはいうまでもなく，平野，阿部
両氏とも基金時代の仕事を通し，秋尾氏とも「天
声人語」のころから知り合っていた 19。また伊
藤氏は，日本で最初に国際交流団体のダイレク
トリーとなった『わが国の国際文化交流団体一
覧』20の作成に携わり，ネットワーキングの必要

 16 この活動については，実証的な検証がほとんど行
われていないが，日本で最初の，そして現在まで
盛んに活動している本格的な民間国際交流である
南北海道国際交流センター（現 HIF）の国際交流
史上の研究の学問的意義は少なくない。現在秋
尾氏のご厚意を得て提供を受けた資料や，HIF事
務局長の池田誠氏のご厚意を得て瞥見した函館
の HIF事務局に保管されている資料などを出発点
に，研究を進める準備を行っている。

 17 「天声人語」『朝日新聞』1982年 3月 7日。
 18 財団法人北海道国際交流センター（http://www.hif.

or.jp/）。
 19 伊藤憲宏氏談話（2008年 12月 18日，2009年 5
月 1日など）。

 20 『わが国の国際文化交流団体一覧』はる書房，
1982，85，88年。なおダイレクトリー自体は，
1973，78年にも『わが国の主要国際交流団体一覧』
として，国際交流基金から刊行されていた。

性を自覚しており，さらに歴史的視点から日本
の国際交流を考察することを重視し，基金の同
僚と共に「年表：日本の国際交流活動」21を作成
しつつあった。
秋尾氏によれば，箱根会議は「額縁」を向氏
が作り，そこに「絵」を書いていく「絵師」が
伊藤氏であったということになる 22が，秋尾氏
の実践者としての問題意識をうけ，それを自ら
の豊富な経験や独自の着眼点に基いて受け止め
て行くことで，箱根会議の骨格を創る上で，伊
藤氏は大きな貢献を果たしたと考えられる。
以上，主要な人物の一部に関する，ごく簡潔
な素描である。本稿ではあくまで素描にとどめ，
今後は各人物の個人史，そしてさらに他の主要
な関係者の個人史をふまえていくことで，「箱
根会議前史」をまとめていくことが課題である。

第 2節　第 1回会議の準備過程

（1）第 1案（1987年 11月 30日）

関係者によると，1987年の夏から秋の段階
で，何度かホテルなどで会合を持ちつつ準備を
進めていったことが確認できるが，現時点で文
書として残っている箱根会議に関する最古の資
料は，1987年 11月 30日付けの「概要（案）」
「趣意（案）」「内容構成（案）」（以下「第 1案」）
である 23。
第 1案の企画趣意の書き出しは次の通りであ

る。

 21 「年表：日本の国際交流活動」（1988年 5月，作成：
伊藤憲宏，田中純，協力：荒井達夫）。

 22 秋尾氏前掲談話。
 23 「第 1回『箱根会議』“国際交流担い手セミナー”
概要（案）」（1987年 11月 30日現在），国際交流
担い手セミナー企画実行委員会「第 1回『箱根会
議』“国際交流担い手セミナー”企画趣意（案）」
（1987年 11月），「第 1回『箱根会議』“国際交流
担い手セミナー”内容構成（案）」（1987年 11月
30日現在）。以下では第 1案「概要（案）」，といっ
た形式で表記する。
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国・自治体・民間団体及び企業にとって，
国際化を考えることがますます重要になって
いることは申すまでもありません。人的交流・
物的交流共に国際化は，一時期のような掛声
だけではなく，私たちの皮膚感覚を通した現
実になっています。一方では国際交流といっ
てもその担い手は国際理解，国際交流，国際
協力と多岐の分野にわたっており，国際化の
捉え方もそれぞれの分野で大きく異なってい
ます。しかし，各分野の担い手が一堂に集
い，情報及び意見を交換する機会は充分提供
されてきたとは言えません。今回のセミナー
は，我が国の多様化した国際交流の共通理解
となる原点を探りつつ，その全体像を知り，
今後の在り方・方向性を考えるために，担い
手間の情報交換と相互研鑽の場となることを
願い，企画いたしました 24。

ここからは「国際化」が当時の時代認識の
キー・ワードになっていること，それが「皮膚
感覚を通した現実」であるという現状認識とと
もに，「国際交流」という概念自体の位置づけ
の多義性（そのことが如実に示すのが，「国際
交流」のサブカテゴリーの中に「国際交流」が
存在することである）が読み取れる。つまり「国
際交流」という言葉は，国際理解・国際交流・
国際協力を含めた広義の意味と，国際理解・国
際協力とは異なる狭義の意味の 2つで使われ，
使い分けられているのである。そして会議開催
の意図は，担い手が一堂に会した情報交換と相
互研鑽にあるということになる。
「企画趣意（案）」はその後，パネル・ディス
カッションと分科会を組み合わせた形式で行う

 24 第 1案「概要（案）」。

こと，参加者全員が講演者・ディスカッサント
となること，参加者は「第一線」で活躍する人々
であること，「公益目的」であるため謝礼なし
であることなどにふれた上で「我が国における
国際交流の質を高め，様々な分野で活躍する担
い手相互のそして情報交換のネットワークを活
性化するための重要な基礎となる」という会議
の目的を確認している。
次に実施要項 25であるが，2泊 3日で箱根で

の開催（場所は未定），主催 ･後援団体としては，
主催を朝日新聞に依頼し，企画・主管を「箱根
会議」“国際交流担い手セミナー”企画実行委
員会が担当，後援が外務省 26，協賛がブリタニカ
国際交流センター 27を予定していた。
参加者に関しては「国際交流団体の職員，大
学・高校の国際化の担当者と教師，地方自治体
の国際化関係の公務員，その他広く国際交流及
び教育交流業務に携わる者」となっている。冒
頭の「国際交流団体」における「国際交流」は
おそらく広義の意味合いかと思われるが，末尾
の「国際交流」は狭義の意味合いともとれる。
「国際化の担当者」「国際化関係」といった言葉
づかいが，当時の時代認識を反映している。な
お，この項目には平野氏の手書きメモとして「全
員レジメ提出」「30名前后」とあり，全員が発
表者であること，人数の目安についても，この
概要をもとに議論が行われたと思われる 12月
の段階でほぼ固まっていたことがわかる。
次に「内容構成（案）」をみてみよう。まず，
会議のテーマであるが，「国際交流と魅力ある
豊かさ　－国際交流はどのような魅力ある豊か
な人間形成・社会形成・文化創造をめざそうと
しているのか－」という実際の会議のテーマが

 25 同左。以下同様。
 26 平野氏の「（内定）」というメモ書きがあるため，

1987年 12月ごろの段階で，既に内定を得ていた
と推測される。

 27 平野氏の「（スポンサー，事ム局）」というメモ書
きあり。
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すでにここで提示されている 28。多くの関係者が
指摘している通り，このテーマの立案者は伊藤
憲宏氏であり，伊藤氏は，会議のテーマの選定
に関して，特に初期においては決定的な役割を
果たしていた。
会議は大きく 3部構成に分かれており，第一
案では次のような構成であった。

第一部　講演　「日本にとって国際交流とは

何だったのか」－日本の現代史の中での国際

交流とその今日的意味－

 1 国際交流の近代的形成－日本の孤立化と
対外交流強化　－ 1923年から 1945年－

 2 戦後日本の国際社会における知的課題と
知日派の系譜　－1945年から 1960年代－

 3 日本の経済大国化と国際交流団体の増加
　－ 1970年代－

 4 多様化する市民の国際意識と日本社会へ
の問題提起　－ 1970年代後半から 1980

年代へ－
 5 全体討議　－多極化する国際交流のゆく
え－

第二部　パネルディスカッション　「国際交

流が目指す魅力ある豊かさとはなにか」－多

極化する国際交流状況の課題とそれに対する

国際交流機関の本質的な対応をめぐって－

 1 教育交流と魅力ある豊かさ　－その人間

 28 平野氏の手書きメモとして「魅力ある豊かさ」を
丸で囲み「ストレスのない生活」とある。また「日
本のジンブン←→国際交流による他の地域のジン
ブン（生活の知恵）」（矢印は交流の意味かと思わ
れる。「ジンブン」は後に小松氏が指摘している，
ウチナーンチュの「ジンブン」をさすと推測され
る），「『国際交流』は使われなくなる」「共有でき
る豊かさ　しんどさ」「個々の方向性＋取捨選択
　差，多様性」といったメモが残っている。これ
らは後述の予備会議での会議録の議論を反映して
いるものであろう。

形成・社会形成・文化創造への役割－
 2 市民協力と魅力ある豊かさ　－その人間
形成・社会形成・文化創造への役割－

 3 文化交流と魅力ある豊かさ　－その人間
形成・社会形成・文化創造への役割－

 4 地方自治体の国際交流・活性化と魅力あ
る豊かさ　－その人間形成・社会形成・
文化創造への役割－

 5 全体討議　－国際社会の中での今後の魅
力ある豊かさとはなにか－

第三部　分科会　「国際交流の課題と今後の

対応」－国際交流の根源的思想とはなにか－

 1 在日外国人の増加・本格化する対日研究
の課題とその基本情報・資料の作成の可
能性について

 2 多極化する日本の国際交流活動と情報の
共有化の可能性について

 3 「教育の国際化」問題と交流団体の役割

第四部　総括会議

クロージング・アドレス 29

となっている。第 1部は歴史的な把握，第 2

部は課題に対する「本質的な対応」，第 3部は「根
源的思想」と，いずれも国際交流とは何か，と
いう「本質」を，歴史，現状，課題，今後の展
望という時系列的なかたちで理解し把握してい
こうというラディカルな意欲に貫かれたテーマ
設定である。
これに対して，話し合いの場での議論を反映
していると思われる平野氏の手書きメモを参照
していくと，この案の修正過程をある程度推測
することが可能である。まず，第 1部の「講演」

 29 第 1案「内容構成（案）」より，一部省略。
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には抹消線が引かれ，「レポート」と書き換え
られ，さらに新たに冒頭に「問題提起」の時間
を 20分設けている。また「4」のスピーカーと
しては当初降旗高司郎氏（当時大阪国際交流セ
ンター）が予定されていたが，西田勝氏（当時
法政大学教授）の名前もあがっている。そして
「5」全体討議のタイトルを「歴史から学ぶもの」
へと変更，「コメンテーター」となっていた平
野健一郎氏を「問題提起者」に変更している 30。
第二部に関しては，「2」の「市民協力」を「市
民の海外協力」に，「4」の「地方自治体」を「地
方」にそれぞれ直している 31。先ほどから指摘し
ている通り「広義」の国際交流を全て包括する
形で，主体ごとに，ただし「地方自治体」の修
正にみられるように官主導的な要素を取り除こ
うと試みつつ，構成を試みている。
第三部では，サブタイトルを「国際交流の根
源的思想とはなにか」から「国際交流の担い手
とはなにか」に変更している。第三部は，ほか
の部と比較してまだアイデアが煮詰まっておら
ず，スピーカーの候補もほとんど決まっていな
い状況であったが，「根源的思想」を問うこと
から「担い手」を問うことへと趣旨が大きく変
更されている 32。

 30 ここでの手書きメモとしては「無前提使用の『言
バ』の見直し」「現代→歴史」「リーダー像　団体
より個々人の重要性」「・同じことの繰り返し・
忘れていること・現状－ CE（cultural exchangeの
略か：筆者注）の代償・苦悩・参加の拡大（大衆）」
がある。これ以前もこれ以後も常に国際交流を論
じる際に問題となる点の多くがここでの議論でも
見受けられる。

 31 ここでの手書きメモで注目に値するのは「『国際
化』を日本人がどう受け取っているか。明るい？
反発－代償を消していく」「短期ベースの外国人
受け入れのみ（vs.移住）　日本社会のワク組みを
変えなければ」とある。こうしたメモからは，平
野氏の，あるいは会議創設関与者の当時の日本社
会に対する考え方や，会議に対する意気込みを窺
い知ることが可能であろう。

 32 手書きメモでは「ネットワーキング，データベー
ス，資質」と個条書きされており，分科会の内容
からしても，実質的には情報共有，ネットワーク
構築の方にそもそも重点が置かれていたともみる
ことができる。

以上のように，第 1案においては「魅力ある
豊かさ」を軸としたテーマ設定，歴史編，主体
ごとの現状編，担い手のネットワーキングと今
後の課題編という基本的な 3部構成が提示され
た。

（2） 予備会議（1987年 12月 11，12日）と議事録，

第 2案

翌 12月には，御茶ノ水の東京ガーデンパレ
スにて，一泊二日の予定で「予備会議」が開催
された。案内状によると参加者予定者は 11名
で，「外国人ジャーナリスト」（未定）の参加も
予定されていたとみられる 33。現時点では稀なこ
とに，この会議に関しては議事録 34が残されて
おり，そこから当時の関係者の議論を垣間見る
ことができる。平野氏のメモからみても，おそ
らく，第 1案を下敷きにして議論が行われたと
考えて良いであろう。
同「会議録」によれば，参加者は平野氏，秋
尾氏，坂戸氏，小松氏，伊藤氏，中谷文美氏（京
葉教育文化センター），向氏，角田尚子氏（ブ
リタニカ国際交流センター）であった。まず向
氏が，前述の会議開催のきっかけとしての井上
氏参加のセミナーの件を紹介し，会議の案の取
りまとめの中心が伊藤氏であったこと，今後の
などを説明した。会議参加者に関して向氏は「大
学の留学関係，国際交流団体，自治体とそれぞ
れ 3分の 1ずつがよい」35というアイデアを示し
ている。
この会議録では，第一に，人選に関して「リー
ダー」と「担い手」という言葉のつかいわけに
即した議論が注目される。箱根会議では「担い

 33 「『箱根会議』“国際交流担い手セミナー”予備会
議概要」（1987年 12月 1日），および「『箱根会議』
“国際交流担い手セミナー”予備会議のご案内（2
枚）」（1987年 12月 1日）。

 34 「『箱根会議』“国際交流担い手セミナー”予備会
議　会議録」（文責角田尚子）

 35 同「会議録」2ページ。
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手」という名称が参加主体に与えられることに
なっているが，もともとは‘leadership’という
英語の訳としてこの言葉が仮に俎上に載せられ
たという。確かに会議に参加することを想定さ
れている「第一線」の人々は「セルフメイド」
な先駆者たちであり，リーダーという表現がふ
さわしい部分もあった。
その一方で，秋尾氏の発言にあるように「次
の世代の担い手をどう育成するか」36という視点
や，中谷氏の「国際交流するのは普通の人たち
です。いまはより多くの人にかかわってもらう
ことが大切だから，他の人をどう巻き込んでい
くか，担い手をどう広げればいいかの方を話し
合いたい」37という見解，あるいは小松氏の「い
まは関係者が増加していますからね。リーダー
というよりは，かかわる人っていう感じだね。
みんながかかわり始めている国際交流をどう
担っていくかを話し合うのがいいんだろうね」38

という発言にみられるように，この時点ですで
に，一部のパイオニア，名実共にセルフメイド
なリーダーたちだけの会議という意味合いと，
そこからさらに「担い手」を広く巻き込んでい
く会議という意味合いとの双方が，準備過程に
おいてすでに登場している。これは，箱根会議
の 10年間の歴史的変遷を予見しているかのよ
うなやりとりである。
第二に，会議のテーマである「魅力ある豊か
さ」に関する議論である。これについては草案
作成者である伊藤氏が，次のように説明を行っ
ている。

なぜ教育交流なのか，なぜ国際交流なのか
を自分という視点から考える。人間形成のう
えでも豊かになるんじゃないか。社会も交流
によって豊かになるかもしれない。また，自

 36 同上，2ページ。
 37 同上，3ページ。
 38 同上。

分たちの豊かさがイコール相手方の豊かさに
はつながらないかもしれない。そんなことを
考えたり，知ったりすることが大切だと思う。
交流はいいことだけじゃない。すごいシンド
サを伴うわけ。しかし，それをくぐり抜けた
とき，力強く生き残れる。そうなることも豊
かさじゃないか。多様な解釈で豊かさを考え
ていきたい。できれば，自分にとっての豊か
さであると同時に共有する豊かさでありたい
けどね 39。

交流を通した豊かさ，という点に関しては「ど
こかセルフィッシュな響きがあり，誰にとって
のなのかを問う必要はある」40とはいえ，そう指
摘した平野氏を含めて参加者の多くが賛同する
ところであったようである。向氏の言葉に従え
ば「交流を，差をなくす為にやるのだとした魅
力のないものになる。違いがあるからこそ，交
流をして豊かになる。国の垣根はなくしたほう
がいい［が］，文化の垣根は高くして個性ある
ものにした」41ということになる。
なお，会議のあり方に関しては，平野氏が，

全体のトーンですが，すべての参加者が対
等に参加しているような方がいいですね。提
案としては，趣意書の文体の招待調を共同の
意志でやる呼び掛け調にすること，お互いに
「先生」はやめて，「平野さん」でいきましょ
うよ 42。

という提案をしている。「さん」づけをはじ
めとする，箱根会議を特徴付ける場のあり方の
一つが提起されている。
第三に，会議のプログラムをめぐる議論であ

 39 同上，5ページ。
 40 同上，4－ 5ページ。
 41 同上，5ページ。
 42 同上，6ページ。
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る。第一部の歴史的視点に関しては「日本の社
会にとって国際社会とかかわるというのはどう
いうことだったのかを，戦前からの流れでみて
いこう，既に指摘されているポイントを無視し
て同じことをしているのではないか，そういう
問題提起をしっかりここでしておこうというこ
と」43であり，その背景にある問題関心としては
「国際交流の発想の論理に，戦前・戦中ともひ
とつの陥穽がある。国際社会の中での孤立化と
いう危機感があって，国際交流をという声が出
た訳だけれど，結局自分を客観的に見る視点を
欠いていた」44ということである。この歴史的視
座は，伊藤氏，そして平野氏が特に強く重視し
ていた点である。
いっぽう，第二部の担い手ごとの視点につい
ては，坂戸氏が「交流の代償」という視点から，
会議のテーマにも関連して以下のような指摘を
行っている点が注目に値する。

私としては，このテーマでは話しづらい。
交流を「魅力ある豊かさ」と等価値に考える
と行き詰まってしまう。交流は「平和」と同
じで，人間であれば賛成せざるを得ない概念。
「平和」をめぐっては，それを維持するため
に支払われるべき代償をめぐってはどう払う
かで，いろいろな議論が出る。軍備かあるい
は裸かというリスクを負うかです。中曽根首
相の「健全なる民族主義」という発言が海外
の研究者の耳目をあつめたのは，それが戦後
の内政の延長として出たものと解釈されたか
らです。日本文化論とか日本人アイデンティ
ティとかは，国際化へのアンチテーゼとして
出て来るのです。文化論を希望する精神構造
であるというのも特徴でしょう。交流の代償
ということをいろいろに考えていくとするな
ら，広がりがでてきますね。例えば，国際化

 43 同上。
 44 同上，4ページ。

を進めるということで多くの外国人が流入す
るようになる。それをどう受け止めていくの
か。短期ならば良いが，長期となって，日本
社会のなかで彼らが自分たちのグループを形
成していくならばどうなのか。それは日本の
社会の枠組みを変える話しになる。社会の中
での国際接触にどう対応していくかです 45。

この指摘を受けて，「いままでの国際交流論
は自分のためという面が強い」点を見直すべき
だという小松氏，「魅力ある豊かさ」に対する
国際交流のネガティブな面を共に捉えていく視
点の必要性として「豊かさを得るための代償に
ついて」もテーマに入れるべきであるという伊
藤氏がコメントを行っている 46。日本の国際交流
が持っているコインの両面的な特質もまた，こ
の段階の議論で視野に入ってきていたというこ
とになる。
このほか，教育交流，NGOなどの海外協力，
文化交流といった各分野の関係についても吟
味がなされている。既述の通り箱根会議の「国
際交流」はあくまで広義のものを基礎に置いて
いることが意見交換の中で明らかになっている
が，諸活動の包摂関係はその後も問題となって
いくことになる。ここでの結論としては，平野
氏の整理を借りれば「国際交流は文化交流より
も広い概念で，国際交流の広い担い手はみんな
であり，国際交流の狭い意味での担い手はリー
ダーだということ」47になる。
第三部については，データ・ベース作り，大
学での講座作り，情報交換とネットワーキング，
後継者養成などの必要性が確認され，第一案で
の「根源的思想」についてはここではふれられ
ていない。
以上の議論を経て，12月 17日の「概要（案）」

 45 同上，7ページ。
 46 同上。
 47 同上，9ページ。
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「内容構成（案）」が作成されたものと推測され
る（以下これを「第 2案」とする）48。
第 2案の「概要（案）」では，第 1案の「企
画趣意（案）」よりも簡潔な「目的」が次のよ
うに謳われている。

「箱根会議」国際交流担い手セミナーは，
国際交流を積極的・主体的に推進する者が一
同に集まり，教育交流・文化交流・海外協力
と多様化した国際交流の [の ]あり方や，方
向性を原点から考え，その担い手がどうある
べきかを研鑽しあい，情報交換をし，ネット
ワーク作りをすると共に，将来の国際交流の
指針を共に考えることを目的に開催するもの
である。この会議（セミナー）は毎年継続し
て行われる予定であり，特に今回第一回目の
会議はあえて的をしぼらず，広く“交流”全
般を捉えて展望し，多極化しまた大衆化した
現状について学びあい，今後への対応を検討
しあうものとする 49。

第 1案の「企画趣意」と比較すると「第一線
の」「レベルの高い」参加者といったリーダー
的な表現は後退（「第一線」は招待予定の参加
者への形容詞として使われている）し，「担い
手」がその分前面に出てきている。また，これ
までは出てきていなかった，会議を継続して開
催するという構想がはじめて登場している。さ
らに「多極化」「大衆化」といった視点もまた，
これまでには盛り込まれていなかった考え方で
ある。
セミナーのテーマには変更はないが，3部構

成の名称は次のように変更された。

 48 「第 1回『箱根会議』“国際交流担い手セミナー概
要（案）」（1987年 12月 17日現在），および「第
1回『箱根会議』“国際交流担い手セミナー”内
容構成（案）」（1987年 12月 17日現在）。以下で
は第 2案「概要（案）」などと表記。

 49 第 2案「概要（案）」。

第一部　「歴史から学ぶ」－日本の現代史の
中での国際交流とその今日的意味－

第二部　「国際交流の多極化・大衆化の現状
を知る」－交流の代償と魅力ある豊
かさ－

第三部　「よりよいリーダーシップのために」
－ネットワーキングと後継者の育
成 50

第一部は主題を「日本にとって国際交流とは
何だったのか」から変更，第二部は大幅に変更
され「多極化・大衆化」，そして「交流の代償」
という 12月の会議録での議論を反映したもの
となっている。第三部もまた大幅に変更された。
詳細なプログラムの部分では，第一部の冒頭
として，平野氏による事実上の基調講演的な「問
題提起」が組み込まれたほか，第三部のプログ
ラムがより詳細に詰められるなど，全体的な具
体性がより深まっていった。

（3）第 3案，第 4案，会議レジュメ，本会議へ

この後の時期の準備活動に関する詳細な記録
は現時点では存在しない。第 2案以後に残され
ているのは，年が明けて 1988年 2月 19日現在
の時点での「概要（案）」（以下では第 3案と表
記）である 51。第 3案では，会場が専修大学箱根
セミナーハウスに決定したこと，主催が「箱根
会議」“国際交流担い手セミナー”実行委員会
となり，予定されていた朝日新聞の名前が落ち
たこと，第二部の名称が「国際交流の多極化・
大衆化の現状を知る－交流の代償と魅力ある豊
かさ－」から第二部　「国際交流の多極化・大
衆化の意味を知る－魅力ある豊かさと交流の代
償－」へと変化した他は，大幅な変更はない。
一つ注目するべきなのは，平野氏の手書きメ

 50 第 2案「概要（案）」。
 51 「『箱根会議』“国際交流担い手セミナー”概要（案）」
（1988年 2月 19日現在）。



̶　　̶38

Journal of Global Media Studies   Vol. 6

モとして「出版－学陽書房」とあり，編集者と
の打ち合わせの日時（4月 8日）が書かれてい
ることである 52。この時点で会議の成果を書籍と
して出版することが企図されていたことは，こ
れまでに知られていなかった。

3月 8日付での第 4案では「概要（案）」お
よび詳細なプログラムの原案がまとめられ，会
議の骨格が固まっていった 53。同時に，参加者全
員がレジュメを提出するという前提から，3月
から 4月にかけて各参加者のレジュメ草案が提
出されていった 54。それぞれのレジュメの内容に
関する詳細な検討は，次稿以降にゆずりたい。
第 1回会議は 1988年 5月 13日から 15日ま
で行われた。参加予定者は巻末のパンフレッ
トの通りであるが（別添資料 1），実際の参加
予定者にはこのほか毎日新聞から 2名，朝日新
聞から 2名，読売新聞，東京新聞，共同通信，
NHK，フォーリン・プレスセンターから各 1名，
フリーカメラマン 1名が参加者として記載され
ている（5月 16日付であることから，実際の参
加者を反映しているものであると推測される）55。

 52 「『箱根会議』“国際交流担い手セミナー”概要（案）」
（1988年 2月 19日現在）。

 53 「『箱根会議』“国際交流担い手セミナー”概要（案）」
（1988年 3月 8日現在）。

 54 （会議レジュメ）阿部汎克，秋尾晃正「第三部 B
グループ　後継者養成プログラム作り」，（会議レ
ジュメ）「アクションプログラムについてのグルー
プ討議」，（会議レジュメ）伊藤憲宏「第一部リポー
ト（Ⅰ）国際交流の近代的形成『対支文化事業か
ら国際文化振興会の時代』」，（会議レジュメ）田
南立也「第一部リポート（Ⅱ）国際社会への復帰
と知的エリートの役割」，（会議レジュメ）山岡義
典「第一部リポート（Ⅲ）日本の経済大国化と国
際交流団体増加の背景－ 1970年代－」，（会議レ
ジュメ）伊藤道雄「第二部パネル・ディスカッショ
ン（Ⅱ）市民の海外協力と魅力ある豊かさ」，（会
議レジュメ）平野健一郎，堀江学「第三部 Aグ
ループ　国際交流団体のネットワーキングとデー
タベース」，（会議レジュメ）向鎌治郎「第二部パ
ネル・ディスカッション（Ⅰ）教育交流と魅力あ
る豊かさ」，（会議レジュメ）（降旗高司郎？）「地
方自治体の国際交流・地域の活性化と魅力ある豊
かさ」（手書き，大阪国際交流センター用箋）

 55 「第 1回『箱根会議』参加者一覧」（昭和 63年 5
月 16日）。

『毎日新聞』は，会議開催当日に「国際交流
のネットワーク作り　きょうから第 1回箱根会
議」として会議について報道している（執筆者
は論説委員松本伸夫，彼も会議参加者リストに
加わっている）56。
同記事では，“国際国家ニッポン”を標榜し
た“国際化”の時代の中で「国際交流活動といっ
ても，文化，教育交流，市民の海外協力，地方
の姉妹都市交流など様々で，分野，地域を超え
た横断的な全国的連絡組織はまだできていない
現状」において，「イベント化が先行している
国際交流の現状や交流の多極化，大衆化の意義
などを討論，今後の課題・展望を見いだそうと
する初会議は非公開ながら国際交流の質の向上
を目的とした関係者の幅広いネットワーク作り
の第一歩としての意義は大きい」と会議を位置
づけ，「国際（文化）交流は，商品の交換のよ
うな血の通わない打算的な経済交流とは異質の
ものであり，費用効果とは無縁な，人間と人間
の刺激的な出会いである。この第一回箱根会議
は，とかくもうけ主義に陥りがちな産業化した
国際交流業界に様々な反省材料を与えてくれる
だろう」と結んでいる。
ここでの松本氏の意義付けは，ネットワーキ
ングに関してはさておき，特に結びの部分はこ
こまでで判明している関係者の思いとは必ずし
も一致していないように思われるが，この会議
が比較的関心を持っている第三者にどのように
受け止められていたかを知る一助となる。
なお，実際の会議ではプログラムにさらに変
更が加えられ，第三部は最終的に「国際交流担
い手の今後の課題－担い手の専門性の向上と職
業としての確立をどう進めるのか」という題名
になっている。
会議の議事録が残っていないため，第 1回会
議での詳細な議論は不明である。ただ，会議関

 56 『毎日新聞』1988年 5月 13日，以下同様。
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係者に事前に配布されたであろうと思われる，
小冊子ないしはパンフレットのような原稿が
残っており，そこから会議での発表の内容の一
端を（前述のレジュメ類と併せて），知ること
ができる。
座長となった平野健一郎氏は「開会の挨拶」
という原稿の中で，会議開催の意義は（1）担
い手の側が自らの活動をどう行っていくかを意
見交換し模索していく必要性，（2）国際交流の
隆盛は日本に限らず全世界的かつ歴史的なもの
であり，その変化の意味を考えていく必要性に
あり，会議開催の目的は（1）国際交流におけ
る問題点や困難をどのように剔抉し解決するか
を探究すること（2）国際交流の新たな意義の
発見にあると指摘している（別紙資料 2を参照
のこと）。

第 3節　第 1回会議以後の動き（以下続）

会議終了直後の 5月 25日に，平野氏は NHK

の国際放送で「今日における日本の国際交流活
動　どのような活動が求められているか」とい
う放送を行っている 57。その中で平野氏は，現在
の国際交流活動が「隆盛の中の混迷」状態にあ
り，活動の意味や目的が明確になっていないに
もかかわらず活動だけが盛んになっていると指
摘し，箱根会議を紹介している。この放送原稿
の中で平野氏は「セミナーの討論でもっとも印
象的だったことは，先にもいいましたように，
日本の国際交流の中軸をみずから作ってきたこ
の人々が，実は，今，国際交流活動に深い疑問
を抱いている」ことであったとふりかえってい
る。つまり，戦後の日本の文化交流が，日本の
文化を世界の人に理解してもらおうという一方
的かつ日本中心の国際交流の進め方に対する疑
問である。

 57 平野健一郎「今日における日本の国際交流活動　
どのような活動が求められているか」（1988年 5
月 25日），以下同様。

こうした外向きの国際交流のあり方を再考す
る必要性に加えて平野氏は，国際交流活動が過
疎化を含む，衰退する地方の状態を変えていく
きっかけになるという国内的な効果について指
摘する。つまり「このような経済優先の貧しい
状態を変える力は文化にあるのではないか，そ
して，そのような新しい文化の力をもたらすの
が国際交流なのではないか。そういう考え方が
国際交流の担い手の中にも強くなって，日本各
地で地方の国際交流活動が盛んになってきた」
点への着眼である。留学生の受け入れ政策の貧
弱さについても，こうした観点からすると問題
であると自己の経験からも指摘している。
つまるところ，「日本の政府や国民が教育を
もっと大事にする，もっともっと豊かなものに
する，というふうに，日本の社会や文化が変っ
て行かないかぎり，望ましい国際交流は実現し
ない」のであり，第 1回箱根会議の参加者の結
論は，「望ましい国際交流活動を進めて行けば，
日本の学校にも農村にも本当に魅力のある豊か
さが得られるのです。そして，望ましい国際交
流とは，日本の国とか日本人とかにかぎらず，
すべての人々一人一人に魅力ある豊かさを与え
るものでなければならないのではないか」とい
うことであったという。
同じく 5月 25日には，第 2回箱根会議実行
委員会の会合開催通知 58が発送され，6月には
準備会合が開催され，さまざまな構想が提示さ
れ，準備活動が進展していくことになる 59。さき
にふれた出版計画についても，秋口には『魅力

 58 「『箱根会議』実行委員会開催のお知らせ」（1988
年 5月 25日）および「第２回会議　企画について」
（1988年 5月 25日）

 59 伊藤憲宏「第二回『箱根会議』についてのコメ
ント」（1988年 9月 20日），「箱根会議 PART2
－国際交流担い手セミナー－『内なる国際化と魅
力ある人作り』」，阿部汎克「第２回箱根会議　『魅
力ある人づくり』試案」など。「魅力」というキー
タームが引き続き採用されていたことは注目に値
する。
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ある豊かさを求める日本の国際交流』という仮
題で，基本的に会議の内容に即した書籍を刊行
する準備が進められ 60，12月には原稿執筆依頼
が事務局より送付されている 61が，この書籍が
刊行されることはなかった。（以下続）

 60 （出版企画書？）「（仮題）『魅力ある豊かさを求
める日本の国際交流』」，（企画書（手書きで　by
伊藤憲宏 88.10.13夜　新宿　w/向，阿部，伊藤，
堀江））「『魅力ある豊かさを求める日本の国際交
流』の出版について」。

 61 「原稿執筆依頼」（1988年 12月）。

資料 1　第 1回「箱根会議」国際交流担い手セミナーリーフレット（1/4）
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資料 1　第 1回「箱根会議」国際交流担い手セミナーリーフレット（2/4）
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資料 1　第 1回「箱根会議」国際交流担い手セミナーリーフレット（3/4）
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資料 1　第 1回「箱根会議」国際交流担い手セミナーリーフレット（4/4）
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資料 2　第 1回「箱根会議」における，平野健一郎氏（座長）の「開会の挨拶」および第 1部「問題提起」（1/2）
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資料 2　第 1回「箱根会議」における，平野健一郎氏（座長）の「開会の挨拶」および第 1部「問題提起」（2/2）




