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呉 下 の 阿 蒙 に 非 ざ る を
石

●

韓非子 に 「知 は目の如 し、百歩の外を見て、睫を見 る
能わず」の言がある。編集委員会の役割 を この言 に敢 え
て
量躯 麓 託 斃 螺 饉 な にJ:わ
議 L蹂

集経験豊 かな黒柳米司会員が新編集副主任 とな り、機関
誌のいっそ うの充実のために腕をメゝるう予定 である。

うか。(す べて十分自省を込めての言である、念のため)。
審査を嫌わないで欲 しい。先学の士 らによる純粋・ 無
償の行為 として成 り立 っている制度である。若手会員か
らの論文については、必要があれば、書き直 しを繰返 し

機関誌編集 の現状 については、 しか し、必 ず しも十分
な理解を得ては いないようであるので、 ここに一言記 さ
せて頂 く。た とえば、特集形式の固定化 により、特集 テ

要求 しつつ、できるだけ掲載に持 っていくのが基本姿勢
である。
聞けば、 町 際機構コ誌や『世界政治』誌など世界の

ーマに合わな い限 り、執筆で きな い とか 、若 い人の執筆
の機会が少 い といった不満の声を耳にす る。
誤解であ る。既 に 4年 前 よ り独立論文 (自 由研究論文 )
を常時受付 けており、所定の審査を通 った もの はすべ て

著名誌の場合、論文提出か ら掲載に至るまでに数年かか
ることも珍 しくな く、そのFHlの 書き直 しにより、掲載さ
れた論文 とオ リジナルな原稿とは大幅に変って しまうの

掲載 して いる。
む しろ問題は、たびたびの原稿公募広告にも拘 らず、

が普通であるとのこと。'国 際政治コ誌 も徐々にそのよ
さらに徹底化させるべ
うな方向をとりつつあるのであ り、
よリー層の編集体制の拡充が望まれてもいるのである。
く、

積極的な応募が少 い ことにある。編集委員 2名 、特任審
査員 2名 の計 4名 による審査は極めて公平であ り、若 い
会員 にとっては 、その力 を示 す絶好 のチ ャ ンス なので あ
る。 しか し実際 には、会員か らの反応 は予想外 に鈍 く、
人脈を頼 った り、依頼 され るのを待 つ とい った、とて も
執筆意欲に溢れたとは言い難 い姿勢 の会員が着手 にす ら
多 いので ある。会員か らの積 極的な参加 に支え られなけ
れば、自由投稿の制度化、特集原稿の公募化、あるいは
書評欄を着手会員の筆な らしの場 として開放 するとい っ
た これまで の試 みは、 すべ て無 駄に終 って しま う。
編集委員が当惑するのは、これだ けではな い。機関誌

時
日
場
会
共鳳 テーマ

機関誌に載 る論文は、生涯かけて 1、 2本 で良 いと私
自身は思う。後々まで読み継がれるものを書きた い。
編集委員が求めているの もそのような論文である。辺
幅の修飾 にこだわるつもりは委員にはない。ただあるの
は、協力すれば「睫」も見えようし、さらに「数歩」を
稼ぎうるとの想いである。
互いに呉下の阿蒙に非ぎるを証す場 として、この機関
誌を位置づけたいのである。

春 季 研 究 大 会 の お し らせ

26 日 (土 )、 27日 (日
神
戸
大
学
I.科 学 技 術 と 国 際 関 係
五 .国 際 社 会 の 秩 序 と 変 動
5月

一

雄 (国 立音楽大学)

の充実を求める声を背に熟慮 して建てた企画でも、批判
精神の欠如、執筆上 の諸規範や校正上 のルールの無視あ
るいは無知 (書評、論文を問わず)等 によって危 うくな
ることも少 くないのである。また書評などは、本来真剣
勝負の面白さで成 り立 って然るべき筈である。 しか し、
真剣な読む作業を経た誠実な問題提起は意外に少 い。議
論を避ける姿勢や書評を業績 に数 えない傾向の故であろ

って満 4年 、年 3冊 刊行 の定期化 と編集体制の合理化の
2点 は、どうや ら果す ことができた。新年度 か らは、編

1984年

￨￨ 一
り
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)

学会活動 報告
(1983年

8月 〜

11月 )

機関誌『国際政治』第74号 (昭 和58年 度第
2号 )「 国際政治の理論 と実証」の発行、
配布
10月 21日
運営委員会開催
10月 2針乾3日 秋季研究大会開催 (於 宮崎市・ ホテル
サンフェニ ックス 。当番校 :宮 崎大学)大
会出席者約 170名
10月 22日
理事会開催
10月 22日 機関誌 『国際政活』第75号 (昭 和田年度第
3号 )「 日本外交の非正式 チャンネル」の
発行、.配 布
10月 22日
書評小委員会の開催
10月 23日
運営委員会の開催
9月 19日

10月 23日
11月

1日

編集委員会の開催
維持会員を対象 とする懇談会 (講 演会)を
開催 (講 師 太田勝洪氏、毛里和子氏、於
竹橋会館)

あったのが小麦問題である。当時米、加、豪、アルゼ
ンチン等の小麦生産輸出国は押 し並べて膨大な小麦在
庫 に窮 していた。特 に深刻であったのが米国で、米国
は過剰小麦を捌 くために各国 との間 に余剰農産物協定
を取 り結び、援助 という名の下 に廉売攻勢をかけてい
た。豪州は米国に対抗すべ く日本 との通商協定の締結
の機会を把えて小麦の売込を図る。即ち、最恵国待遇
供与の見代 りに豪州小麦 の買付を追るのである。果 し
て、それは折か らの第二次 日米余剰農産物の受入問題
と真向からかち合 った。鳩山内閣の下で一旦は受入に
決 った第二次余剰農産物はそ のために行き詰 り、後継
石橋政権はそれを自紙撤回 した。(要 旨文責 ̀赤 根谷 )

日本外交史分科会
大

篤四郎 (早 稲田大学)●

畑

日本外交史分科会では本 レター第23号 に掲載 した研究
活動 につづ き、下記 のような研究活動 を行 な って い る

.

(い ず れ も1983年 中 )。

4月 23日 熊 田淳美 (国 立国会国書館 )「 国立国会図書
館 にお ける外交史資料お よび GHQ資 料 について」

研 究分 科会 の近 況

9月 24日

尾形洋一 (早 大 )「 鴻玉祥のクーデターとの
関連よ りみた孫文の北上」
なお宮崎で開催 された本学会秋季研究大会を利用 して、

政策決定・国際政治経済合 同研究会

には有志 によ り妖肥 の小村寿太郎生家跡を訪ね
墓参 に参詣 した。日南市商工観光課長 の案内 によ り、ほ
かに妖肥城や振徳堂などの史蹟 、商人通 りな どの町並み、
歴史博物館等 々 を見学させて いただき、深 い感銘を うけ
10月 24日

渡

辺

昭

夫

(東 京大学)

政策決定分科会と国際政治経済分科会 とは、随時、適
当なテーマの場合は、合同で研究会を開 くことにした。
た。
その第 1回 は、昭和58年 5月 21日 、上智大学において 、
春季国際政治学会が催された際に、時間をとって、開か
れた。報告者 、テ ーマおよび報告要旨は以下のとおりで
ある。なお、上記両分科会では、今後もこのよ うな合同
研究会を開きたいと考えている。報告希望者は、山本満
もしくは渡辺昭夫まで、お申 し出下さい。
報告者 :赤 根谷達雄 (東 大大学院博士課程)
テーマ :1957年 日豪通商協定 の成立過程

東 アジァ国際政治史研究分科会
藤

井

昇

三

)●

(電 気通信大学

本分科会所属の民国 史研究会 〈幹事 :横 山宏章 (明 治
学院大学 )〉 の最近の活動状況 は次の通 りです。
1983年 5月 6日

要 旨 :日 豪の長い通商関係5L上 57年 の通商協定締結
は分水嶺をな している。豪州 は史上初めて最恵国待遇
の対 日供与に踏み切った。50年 代中頃 といえば未だ旧
交戦国日本に対する悪感情が冷めや らぬ頃である。 し
か も30年 代の輸出攻勢で悪名を馳せた日本 との間に協
定を締結するという豪州政府の決定は、当然のことな
が ら豪州国内に激 しい反対運動を惹起する。そうした
反対を覚悟の上でなお豪州政府が協定交渉の開始を決
意 した背景には幾つかの事情があった。中でも重要で

‑2‑

栃本利夫「武漢政府時期 の民衆運動
の評価をめ ぐって 」、山田辰雄「中国 における国民

党史研究について」
1983年 9月 12日 内田知行 「閻錫山政権 と1930年 代山
西省における経済変動」
1983年 11月 28日

野沢 豊「民国初期、哀世凱政権の

経済政策と張審」
今後研究会活動を
い
=層 活発に行ないた と考えており
ます。研究会開催の通知を御希望の方および報告御希望
の方は、下記へ葉書または電話でお申し込み下さい。

研 究 会活 動
これ まで正規 の研究分科会、さらには関西、名古屋等
の広 い地 域の分科会な い し研究会、東京地区院生研究会
の活動を紹介 してきた。今後は、全国各地で同様 の研究
会活動 が定期 的かつ活発 に行 なわれている場合、 その模
様を も紹介 していきたい。今回 は下記 の研究会か らの投

国際交 流 分科 会
杉

山

恭

(青 山学院大学)

国際交流分科会の1983年 5月 以降の活動状況は、次の
通りです。
6月 23日 山El洋 一「国際広報 。文化交流一―ユネス
コの活動を中心と して」
内田弘保「 わが国の国際学術交流の現状」
越智尚「西 ドイツの対外文化政策」
11月 24日 石川孝樹「自治体交流の源泉 とその限界」
12月 22日
中原喜=郎「 議員の国際交流 」

稿 を掲載する。同様 の活動紹介を希望 される場 合 には、
枚数、期限等 をお知 らせ し、規定 の原稿用紙をお送 りす
るので、事前 にニ ューズ レター委員会まで ご連絡 いただ
きたい。

岐阜政治学研究会

7月 21日
9月 29日

なお、1984年 二月の研究会は、下記の要領で開催 しま
すので、奮 って御参加下さい。
日時 :1月 28El(土 )午 後 6時
場所 :東 京大学教養学部駒場 8号館 306号 室
報告 :川 端末人「国際文化交流 としての海外婦国子女

村

員の専門分野に関する報告会の形をとっている。本会は、

政治学研究会という呼称であるか、次に示したように、
最近は国際問題を中心に論 じ合 うことが 多 く、国際政治
学の色合が濃 くな った。
佐藤延子「

瀬

報告内容)

OF)市 民社会 の意識構造」、大沢正臣「 平

和学 の現状 J、 村瀬亨「勢力均衡 と恐怖の均衡」、大田正

ヨー ロ ッパ 国 際政治史分科会
百

亨 (岐 阜教育大学)

本会は 4年 前に設けられて以来、月ごとにテーマを決
めて、研究討議を繰 り返 してきたが、この 2年 F.lは 各会

(1983年

教育J

瀬

登「 イギ リスと酬 統合」、中島宏司「 大韓航空機 撃 墜
事件」等。
また、研究会議 として「 ビジョン」を毎月発行 し、前

宏 (津 田塾大学)

ヨーロッパ国際政活史の研究は、伝統 も長 く、対象・
方法 もさまざまに分化 しておりますので、妥当な規模の
分科会活動 にまとめることがなかなか難 しく、関東での
分科会活動はながらく開店体業状態にあ りま したが、 こ
のほど有志会員のあいだに「 ヨーロ ッパ小国部会」を設
けたいとい う希望が強まりま したので、別記のように第
1回 研究会を開 くことにな りま した。なお、ほかに部会
設置のご構想・ ご希望がありました ら、下記にご連絡下
さい。

月の報告 の要 旨や、政治学 の情報等を掲載 し、会員の連
帯 を深めて いるが、今後は更 に充実を図 るため、 日本国
際政治学 会 との連絡を密 に し、会員の意気を鼓舞 したい
ところである。

￨

大 学 紹 介

国

連

大

内

学

田 孟 男

(プ

ログラム担当)

国連大学 は 1969年 に、故 ウ・ タ ン ト国連事務総長

(記 〉
ヨーロ ッパ 小 国部会第 1回 研究会

が、第 24回 国連総会 に提出 した年 次報告書序文で、旧

日 時 11984年 3月 14日 (水 )午 後 2時〜 5時

際大学Jの 創立について考慮 していると述べ た事 に端を

場 所 :東 京都国立市中 2‑1

発 します。 1973年 に国連総会は国連大学憲章を採択

‑橋 大学

し、理事会の成立、初代学長の任命を経て、 1975年
9月 の ジェームズ・ ヘ スター学長 の東京着任 によって、

第 1新 館 101号 室

論 題 :パ ルカ ン連邦の歴史的変遷
報告者 :柴 宣弘 会員

国連大学は活動を開始 しま した。国連大学憲章は、大学
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は「学者 の国際的共同体」であ り、「国連憲章 の 目的及
び原則を促進する為に、研究 。大学院 レペルでの研修・
及び知識の普及に携わる」と規定 していま す。また大学
は、国連 とユネス コの共同管轄下 にある国連総会の自治
機関 としての地位を持 っています。
通常 の意味での学生 も教授 も持 たない国連大学は、東
京 にある大学 セ ンターがプ ログラムの企画調整を行 い、
世界各地に存在する提 携及び協力機関を通 じて 、具体的
な研究・ 調査プ ロジェク トが遂行されます。研修は特 に
開発途上国の大学院生を対象に して行い、 1982年 末
までに、 350人 の研修を北の先進国 のみではな く、南
の適切な大学・ 研究所及び提携機関において完了 してい
ます。

1980年 9月 に任命 された。 ス ジ ャ トモ コ学長 は、
大学の 『い期展 望.(1982‑1987)ョ
に於 いて、
次 の五つの テーマをガイ ドラインと して設定 してい ます。
(1}平 和・

養学部 は、その後、同学部 に直結 する大 学院・ 文化科学
研究科の開設 (昭 和52年 )を 経 て、今将来 への新 たな展
望を切 り開 くべき時期 に入 ってい るが、筆者は昭和45年
以来同学部 の国際関係論教育に携 わって きた教官の一人
として、ここで簡単 にその教育 カ リキュラムについて報
告 してみたい。
同学部 には、「 国際関係論コースJを 含めて全部 で14の
専攻 コースがあ り、学生は すべて二年次以後それ らのコ
ースのいずれか に所属 する仕組 にな っているが、 ここで
参考までに「国際関係論 コース」以外の13の コースを紹
介 しておこ う、一― 「文化人類学」、「哲学・ 思想」、
「歴史学」、「地理学」、「 日本文化」、「中国文化」、
「 イギ リス文化」、「 アメ リカ研究」、「 ドイッの文学・
言語」、「 フランスの文学・ 思想 J、 「現代社会学 J、
「 社会 シス テム」、「 自由研究J。 そ もそも埼玉大学教

養学部の理念は、狭い専門主義に片寄ることなく、≪人

安全・ 紛争解決・ 及 び世界の変容 、:2世 界経済、 間・ 文化・ 社会》の かかわ りとそ こか ら生ずる諸問題 に
ついて総合的な認識 を深める ことに あり、またそれ力境
13}飢 餓・ 貧因・ 資源及び環境 、{4〕 人間 と社会の開発及び
極的な日標 なのであるか ら、学生がそれぞれの コースに
異 なる民族文化社 会体制の共存。15辞特2・ 技術 とその社
会的倫理的諸問題 、 これ らの五 つのテーマの もとに企画
されたプ ロジェク トの実際 の活動は、「 開発研究部門」
、
「 地域 ,世 界研究部門」と、瞳 界学習部門」の二つのプログ
ラ瑯 門 によって分担・遂行され、
学術情報局・広報局・ 行政
事務局・対外 開発担当励 モ 哺 任 してぃます。
「 世界研
究部F5」 担当の副学長は、
本学会の理事で もある武者小路
公秀氏で す。直接に本学会会員に関Jこの あると考 えられ る
プ ロ ジェク トの一つは、「平和 と世界の変容」 について
の研究 で しょう。イ ン ドの政治学者、 ラジニ・ コタ リ氏
が担 当デ ィンクター として 、 lo名 の中心的グループと
協力 して、「資源 をめ ぐる紛争」、「 安全・ 脆弱性・ 暴
力」、「 変化 する多元的世界に於ける人権」、 「科学技
術 の軍事化及び社会変化 に対する影響 Jと いった、非常
に包括的な平和研究活動を行 っています。 このプロジェ
ク トには、日本 か らは坂本義和氏が参加 されています。
他 に、開発 にせよ文化思想のプ ロジェク トにせょ、国連
大学 は、異 った背景 を持 つ研究者 を世界 的 レベルで動員
し、「 学者の国 際共同体」の設立を 目指 しています。ま
た世界的討論に参加 する事 によって、国境 のみな らず、
学問分野の枠 を超 えて、人類の直面する問題の解明 に貢
献すべ き使命 と理想が、国連大学 のプ ログラムに課せ ら
れていると言 えるで しょう。

山

極の目標 への一接近方法である に すぎない。また一 つの
接近方法は他 の接近方法 と相互に密接 に関連 してい る限
りにおいて究極 目標 の達成を容易にするものであるから、
学生は、特定 の専攻 コースに所属 しつつ も同時 に彼 自身
の問題関心 とテーマを追求 するに際 して常 に他の諸 コー
スの専門科 目との関連を考慮 しつつ履修することが要求
されるので ある。例 えば、「国際関係論」 コースの学生
は、国 際関係の地政学的側面 については「地理学」コー
スの専門科 目を、また、例え1ぎ 戦争 と平和 の問題の思想
史的背景 に関 しては「 哲学 。思想 」 コースの関連科 目を、
更 に、国際関係の社会構造的側面 の理解に ついては「文
化人類学」や「 現代社 会学 Jコ ースの専門諸科 目を併せ

1と Iた 島
[竿 菖
裏
農
畠
農
菫
11貞 五
〒
こ
F量 宮
遍
纏●
1・

リキュラムは<法 律>・ <政 治>・ <経

三本の柱

か ら構成されており、学生はそのどれか=>の
もしくはその組
合せを選択 しその専門演習 と関連科目とを履修すること
によって最終学年次に卒業論文をまとめることになる。
最後に大学院文化科学研究科 (修 士課程 )と の関連で

あるが、学部レベルにおける≪人間・文化・社会》につ

いての総合的問題関心 に基づ いて国際関係論を専攻 した
者 は当大学院で更 に研究を続 けることが出来 る。 しか し
ここで どうして もF・5題 とな るのが教官 ス タ ッフの不足 と
い う現実であり (現 在 の専任 ス タ ッフは二名 )、 今後、
文化科学 というユニークな観点 か ら国際関係を論 じうる

埼玉大学教 養学部
高

所属 す ることは必ず しもその分 野につ いてのスペ シ ャリ
ス トにな ることを意味せず 、
む しろ、
それはあ くまで も究

巌

昭和40年 に専門課程の学部として発足した埼玉大学教
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研究者を養成 して い くうえでも、この問題 の解決は焦眉
の急であると云わなければ な らない。

大学 もあ らわれて来な い。
それだ けに日本国際政治学会がそうい う意欲を示 すこ
とこそ必要 とな って来ていると思われ るのだが、まずそ
のためには比較大学論や比較学会論 な どを未来の国 際平

海外研 究動 向
米国国際学会 (I SA)と 日本 国際
政治学会 とのタイ ム・ ラグの一 局面
関

寛

治 (東 京大学)

米国国際学会(ISA)の 第 24国 総会は 1983年 4
月 5日 か ら9日 までメキシヨ市で開催された。当時米国
滞在中であった大畠英樹氏と私 とが夫々ワシント翔 .c.
とバーク レイとか ら出掛けた外、 日本か らは細谷千博氏
が恒例のように出席された。 ISA会 長に就圧 したプル
ース・ ラセ ット eruce Russett)の 会長新任 演説
は、平和研究の車要性を強調 するための ものであ ったが、
●

和秩序創 りとい う明確な評価基準 にた って展開 して見 る
勇気が いるのではなかろうか。
世界の シンク ロナイゼーシ ョンが急激に進んで来てい
るので、国 際政治学会その ものの現状認識 に関 する タイ
ム・ ラグが大 いに気 にな るこの頃である。

西 ドイッの対外文化政策研究
杉

山

恭

(青 山学院大学 )

昨年 (1983年 )夏 、 ドイッ学術交流サ ー ビス CDAADD
の招 きで、西 ドイッの対外文化政策 の研究のため、約 2
カ月間西 ヨーロ ッパ に出張 した。 ボン所在の連邦政府官

言苫 tttIT7]フ 昌裏五農場革黒象恣桑二:よ 堪ふ畠、
その教書を作成する委員会で顧間の役目を務めていたゎ
庁、対外文化活動実施機関を振り出しに、ドイッ各地あ
けであり、 5月 中旬の ニュー ョーク・ タィムズでも、 レ
ーガン政権 に近 い筋 か らの反核平和教書批半1に 対 して教
書の立場をアカデ ミックに擁護する論陣をはっていた。
米国の ISAで も平和研究 の部会は活発な討論を行 っ
ており、 レーガ ン政権 の政策 への批判的色彩が濃厚に出
ていた。 これに反 し、日本では外務省の外交青書のみな
らず、アカデ ミズムの世界で も 1〜 2年 乃至 2〜 3年 の
タイム・ ラグがあるように思われる。輸入学問の伝統が
なお十分 に克服 されていないためか も知れない。
学会ばか りではない。大学 の制度 において も同 じよう
な問題があろう。ワ シン トンD.C.の 全米平和科学 アカ
デ ミー設立事 務局は今なお その設立運動 を活発 につづ け
て い る。 そ して米国の様 々の大学、と くに南部や西部の
大学でその方向を先取 りす る動 き も出ている。たとえば
エモ リー大学国際問題研究学部 1ま 発足の
準備委員会力壇J
られた段階で、人権問題 を中心 と した年 間 セ ミナーを企
画 し、今年 1月 には金大 中氏 に特別講演 を依頼 している
ア リブナ大学 アジア研究 センタ…は平和研究者 と協力 し
て、旧来 の東洋学部 とは もう一 味異 った現代的な平和研
究 の可能性を模索 してい る。又 7月 にカ リフォル ニァ大
学の全分校 にまたが って開設 されたサ ンデ ィエゴの カ リ
フォルニァ大学世界紛争及び協力研究所 は、紛争解決 と
軍縮のための研究機関 として 、国連大学 に向 って熱 いラ
ブ
・ コールを送 ってい る。
日本 で も様 々 なあた らしい制度創 りの動 きはあるが、
それ らは何 れ も平和研究へ の ォ リエ ンテ ーションがあま

大学、研究機関を訪門し、また折から開催中の学術会議
や国際 シ ンポ ジゥムに出席 じ
￨.特 に、西ベル リンのマ
ックス 0プ ウンク数育研究所 には、客員研究員 と して約
1カ 月滞在 した。
マ ックス ●プ ランク教育研究所 は、 マ ックス ●プ ラン
ク協会を構成 する約50の 研究組織 の一 つで、社会科学分

野では西 ドイツ有数 の研究所 と して知 られて いる。約50
人の専任研究員が、教育社会学、地校教 育学、 育行政
熟
学等の広範な分野で基礎 および応用研究 に従事 して いる
が、H万 冊の図書、 300点 以̲Lの 学術誌 を置 く図書資料
室をは じめ、デー タ処理 、統計、編集 、印刷、タイプ、
管理等 の各部門がそれぞれ有機 的に作 動 し、能率 的な研
究環境の維持 に綿密な配慮が施 されてい る。
さて、西 ドイッにおける対外文化政策 の研究は、 1970
年代か ら1980年 代 にか けて著 しい進展を見せたが、その
後一時立ち止 り状態 にあ り、現在、再び躍進 の機会 を窺
いつつあるかのように見受 け られた。 1971年 には 、 ドイ
ツ外務省 の委託で、ハ ンスゲ ル ト・ パ ィゼル ト教授を主
査 とするコンスタ ンッ・ ボ ン両大学 の研究 グループによ
って実施 された共同研究「 ドイツ連邦共和国の対外文化
政策」が完成 し、また1975年 には、連邦 議会対外文化政
策調査会が 5カ 年間に亘 って行 った西 ドイツの対外文化
政策 に関する綜合的な調査報告が発表された。
また、1980年 には、 ドイッ外務省主催 の もとに、「国
際文化関係一一国境 に掛ける橋 」 という大規模の国 際 シ
ンポジウムが、世界各地域か ら約 500人 の対外文化活動

り強 くな いため、米国での この ような動 きに対 するパ ー
の専門家を集めて、ボ ンで開催 され、さらに同1980年 に、
トナー・ シ ップを示すには不適格であるよ うに思われ る。 ドイツ
学術交流サー ビス (D却LD)と アメ リカの国際教
又進んでその方向の一歩を進めようとする意欲を も った
育・ 文化・ 学術交流学会 (ISECSI)と の共催 による国
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際交流研究会議が 、米・ 独両国 の専門家約 50人 によって、 それは南アに完全 に包囲 された内陸国を生む ということ
にもな った.輸 送 ルー トを握 られ南アの手 中にあるわ け
同 じくボ ンで開催 された。 し
このよ うな西 ドイッにおける対外文化政策研究に見 ら
であるが、南ア依存 はそれだけではな い。輸出入 の 90
れる近年 の動 向は、 この分野 の研究が大学 よ りむ しろ大
%以 上を南 アと行ない、経常収入 の 70%は 南アを中心
とする南部 アフ リカ関税同盟収入 の割 り当て金である。
学外 の対外文化活動の実施機関や政府機関 に移行 しつつ
レソ トの農村を旅行 して女性 と子供 がほとんどであるこ
あ ることである。大学における研究は、財政上の制約、
とに気がついた。男性生産労働人 口の 50〜 60%が 南
資料入手上 の困難、その他 の理由か ら、 どうして も具体
アヘ出稼ぎに行 っているか らである。彼 らの持ち帰 る財
性 に欠 ける抽象的 なもの とな り、従 ってその提言 も政策
決定者や大衆 に対 して影響 力 に乏 しい もの とな り、 この
や送金の総額 はほぼ国内総生産額 に等 しい までにな って
いるといわれる。
ような影響力 の弱さが研究資金の減少、研究体制 の弱 さ
に繋 るとい う悪循環を生む結果 とな つて いるよ うであ る。
しか しこのような レソ トで さえ最近 ソ連 。中国・ 北朝
鮮 と外交関係を樹立 した。 これにはさまざまな事情があ
るにせよ、南 アをとりま く状況が黒人解放に向 って動い
て いることを示すものではあろう。その動 きを代表 する
のは南部 ア フ リカ九ケ国で構成 し南アに対 する経済依存
南部 アフ リカの苦悩
の軽減 を目ざ して い る南部アフ リカ調整会議 である。 し

国際交流

小

倉

充

夫

か し植民地支配の歴史によって作 り出され てきた (南 ア

(津 田塾大学)

を含めた)南部 アフ リカの域内格差 を縮め、宗主国 との

ザ ンピアの首都 ルサ カを南北 に走 る目抜 き通 りは カイ
ロ・ ロー ドと呼ばれて いる。この名前は 1924年 につ

国際分業によって分断された地域の相互協力を生 み出す
ことは容易な ことではないようである。

け られた といわれてい るか ら、セシル・ ローズに直接関
係 しているわ けではな いようだが、彼 と大英帝 国 の抱 い
(ケ ー
プか らカイロヘ "と い う野望を象徴 してい るよ う
た

クウェー トと爆弾

に思われる。 したが つて この通 りを南 へ たど ると ジンパ
ブエ (旧 ローデ シア)そ して南 アフ リカに至る。二年間

石

田

進

(国 際大学〕

の予定 でザ ンピアに来 てか ら九 ケ月近 くにな るけれど も、
湾岸 のアラブ産油国 の中で、なぜかクゥェー トは爆弾
パ
この間当然ザ ンピア国内の他、 ジン ブエ、南 アな ど南
騒ぎに縁が深 い。
部 アフ リカを見 て回 っている。ザ ンピアか ら南 に行 くに
私 が (財 )中 東経済研究所 クウェー ト事務所長 として
つれ、豊かさの印象は次第 に強 くな り、北が貧 しく南が
豊か とい う形での南北問題を感 じさせ られ るのであ る。
ザ ンビア もジンパ ブェ も社会EEXを 標傍 し、反アパル

動 めるべ くクゥェー トに入国 して間 もな く
6月

25日 )、

(1981年

クウェー ト市内 五ケ所で同時爆発事件が

起 った。

トヘ イ トを掲げて いるが、南アに経済的には従属 してい

その 日私は知人宅の昼食 に招待されて いた。午後 2時
るとい うジレンマにある。ザ ンピァは輸入 の 10%、 ジ
すぎ、 アラブ風 に遅 い昼食を済ま し、ソフ ァーの ところ
ンパ ブエは 30‑40%を 南ア に依存 し、 しか もそれ ら
で お茶で もといっているときであった。ズシーンという
は工業製品 つ建築資材・ 主食 メイズなど重要物資 である。 地 ひびきが伝わ って きた 。
輸出入の輸送 ルー トで も、 トン数 に してザ ンピァの 37
そのときはそれ以上 の異常は感 じられなか ったが 、翌
%、 ジンパ ブエの 66%は 南 アの港を経由 して いる。 こ
日の新聞 で、実 はその地ひびきは仕か け られた爆弾 の一
のことは、ザ ンビア、 ジ ン′ヽプェなど南部 アフリカの 5
ケ国 が 内陸 国で あ るとい うことを思い起 させて も くれ
る。
内囲郵嚇ψ朧孵は 輸送 ルー トの安定 と確保 という条件
に大き く規定 されざるを得ない。 しか し複数 の国 と接 し
ているとい う ことは選択 の幅を広げるものであり、デ ン
ピアの場合は タ ンザニ ア経由のルー トを開発 し、南ア依

つが爆発 したことによるものであ ったこと力斗1っ た。招
待 されていた知人宅の近 くに内務省があ り、通 りをへだ
てた相向いにある協同組合 スーパ ー・ マーケ ット前のパ
ス停 に爆弾の一つが仕 か けられたのであ った。
このときの爆 弾騒 ぎでは 、幸 い死傷者は出なか った も
のの 、同時五発 もの爆弾 といい、仕かけ られた場所 とい
い、単なるいたずらではな く、明確 なね らい をもった政

存を軽減 しようとして来 たわけであ る。それ に くらべ最
も悲劇なのは レッ トである。現在 の王朝 の始祖が巧みな

治的行為 と思われた。世評 によれば、爆弾を仕 か けた下
手人はパ レスチナ人 グループで、何 らかの政治的 ア ピー

外交を展開 し、プ…ア人 の手 に落ちることを防 いだが、

ルを しよ うと した もの という評価 であった。
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クゥュー トの人口は、外 国か らの多数 の出稼ぎ労働者
を含めおよそ 140万 人である。その うちクゥェー ト人は
半数 を割 る65万 人ほどで、頭数の上で は少数派 にすぎな
くな つて いる。出稼 ぎ労働者 はァ ラブ各国や東南 アジア
諸国か ら流入 しているが、その うちパ レスチ ナ人は約30
万人を数 えるといわれ ている。彼 らは人数が多いだけで
な く帰 るべ き祖国を持たないためか クウェー ト内に永 く
住みつ く傾向を持ち、一般 に優秀で官財界の要職 につい
ている。事実上 クウェー トの屋 台骨 はパ レス チナ人 によ
って支え られているとい って も過言ではない。
彼 らパ レスチナ人は日頃政 治的 には過激ではな く、ど
ち らか とい えば 穏 健 である。 しか しァ ラプの大義 とい
われ るパ レスチナ問題 についてクゥェー ト当局 の対応 に

●

不満があるときなど、それを表明する手段 と して爆弾な
どを仕かけて、力量のほどをデモ ンス トレー トする こと
‐
が
i:去 撃F彗 菖 l:Ъ 83年 12月 12日 )の 、同 じ
クウェー トにおける同時六 カ所 での爆発事件 は、最近ベ イ
ルー トな どでの類似事件 の手 口などか ら判断 して、パ レ
スチナ人ではな く、 シーア派が仕組んだ ものと見な され
ている。 シーア派 とは イラン系の先祖を持つ クウェー ト
その多 くが爆破対 象 の―
人で、

となった米国大使館 に接

する一角 にかたまって居住 して いる。 この一角 では、例
の黒ず くめの服装を したモ ッラー (シ ーア派の聖職者 )
が日だつなど、一種独特 の雰囲気が漂 って いる。
彼 らシーア派 は同 じクウェー ト人の間でもこれまで不
選をか こってきているといわれている。 1979年 イ ラ
ンでシーア派 によるイス ラム革命が成就 したことに触発
され、にわかに政治づ き、アメ リカ帝国主義反対を叫ん
で米国大使館前 でデ モ行進を したことか らクウェー ト当
局 に警戒 され、以後政治的には抑 え こまれてきた.最 近
では彼 らの最重要 な宗教行事 で あるア シュラの日も、 シ
ーア派居住区は警官隊 で封鎖 され るしまつであった。彼
●

青木 一能 ほか「 国際政治論」学陽書房、 1983年 5月
安部博純・ 岩松繁俊編「 日本 の近代化を問 う」勁草書房 、
1982年 12月

荒川弘「 世界経済の秩序 とパ ワーー多極化時代の国際関
係」有斐閣、1983年 4月
ヘ ン リー・ F・ グラフ (有 賀貞 ほか訳 )「 アメ リカーそ
の人々の歴史」帝国書院、1982年 9月
市川正明編 「三・ 一独立運動 第一巻朝鮮独立運動・ 別
巻」原善房、1983年 4月
小田滋・ 石本泰雄編「解説・ 条約集」三省堂、1983年 2
月
今井勝郎「 資本主 義 と国際経済」啓文社、1鑢2年 9月
池田誠 ほか「 中国工業化の歴史 ―近現代工業発展 の歴史
と現在」法律文化社、19 年 11月
ア レン・ S・ ホワイティング (池 井優監訳 )「 シベ リア
開発 の構図―錯綜 する日米中 ソの利害」 日本経済新聞
社 、1983年 3月
浦野起 央編著「資料体系 アジア・ アフ リカ国際関係政治
社会史・ 第 5巻 〔
第二分冊 c〕 ア ジア・ ア フリカ (第
=世 界 )Jパ ビルス出版、1983年 二月
浦野起央編著「資料体系 アジア・ アフ リカ国際関係政治
社会史・ 第 5巻 〔
第三分冊a〕 ァジァ・ アフ リカ (第
二世界)三 a」 パ ビルス出版、1982年 12月
内山正熊「神戸事件 一lla治 外交の出発点 J中 央公論社、
1983年 2月

緒方貞子「 日本 における国際組織研究」総合研究開発機
構 、1982年 11月
ロジ ャー・ ベ ンジャ ミン (岡 野加穂留監訳 )「 現代 政治
の限界 一脱工業社会 への政治学的挑戦 ジ、間の科 学社 、
1983年 1月

岡倉徹志「王族の国 サウジアラビアー アラブ世界 の盟主

に不満が蓄積 される状況がつづいてきたのであ

をめざす」教育社、 1983年 二月
落合淳隆「 平和の法」敬文堂、1982年 12月
Y・ ドロール (奥 村房夫 ほか訳 )「 狂気 の国家」早稲田

しか し今回の爆破対象 か らみて、攻撃 のホ コ先は クウ
ェー ト当局 に とい うよ りは、 ムス リム共通 の敵 として シ

奥村房夫「 巨大戦 略の構図―東西軍事 パ ランスの危機的
状況」学陽書房、1983年 3月

ーア派が位置づ けて いるイス ラエル との連携を露骨 に示

小日英郎編著「 第二世界の政治・ 比較政溜 2日 旺文社 、
1982年 3月

:1,部

大学出版部、1982年 11月

している米仏両国 に向け られたものといえよ う。
とにか く、クゥ.L― 卜は国内にパ レステナ人 とシーア
派 とい う、強力に 自己主張を展開するプ レ ッシャー団体
を抱えていることが露呈 したわ けである。 しか もこれは
クウェー トだけの問題 ではな く、湾岸 アラブ産油国に大
な り小な り共通 す る問題で もある。

上条床 夫「 政治社会学概論」北樹出版、1983年 4月
金丸輝男「 ヨーロッパ議会―超国家的権限 と選挙制度 」
成文堂、1982年 12月
木戸務・ 蔵重毅編「第二世界 と国際政治 J晃 洋書房、19
83年 4月
マー ビン・ マシューズ (木村汎監訳 )「 ソ連 における特
権 ―共産主義 下のエ リー トの ライフ・ ス タイル」日本

会員 にょる新著 (1983年 5月 まで、未完)

工業新聞社、1983年 1月

‑7‑

車野厚「 日米オ レンジ交渉―経済摩擦 を見 る新 しい視点 」
日本経済新聞社 、1983年 4月
工 藤美知尋「 日本海軍 と大平洋戦争 (二 冊 )」 南窓社 、
1982年 11月 ・
小谷豪治郎「経済敵国 アメ リカの論理一安保 タダ乗 り論
の誤解 」ダイヤモ ン ド社、1982年 12月
河野収「 日本地政学 一環太平洋地域 の生 き る道 」原書房 、
1983年 3月
佐瀬昌盛「 チェコ悔恨史 一か くて戦車がや ってきた 」サ
イマル 出版会、 1983年 2月
坂井秀夫「 イギ リス外交 の源流一小 ビ ットの体制像 」創
文社、1982年 12月
IoMCデ スラー、佐藤英夫編「 日米経済紛争の解明―
鉄鋼・ 自動車・ 農産物
・ 高度技術 」日本経済新聞社 、
｀
1982年 12月
A・ 」・ メイア (斉 藤孝・ 木畑洋一訳 )「 ウ ィル ソン対
レーニ ス21‑新 外交の政治的起源 1917‑1918年 」岩波
書店 、1983年 2月
信夫清二郎「 日本政治史14}一 大東亜戦争へ の道」南窓社 、
1982年 11月

関寛治、高瀬浄編著「朝鮮半島 と国際関係 J晃 洋書房 、
1982T‐ 11月

日岡良一 駄 津事件 の再評価 。新版」有斐閣、1983年 2

月
竹前栄治「証言日本占領史 一GHQ労 働課の群像」岩波
書店、1983年 2月
中嶋嶺雄「中ソ同盟の衝撃一日本 の安全 と経済はど うな
るか」光文社 、1982年 11月

ニ ューズ レター定例外購入 の御案 内
ニューズ ンターのパ ックナンパーをお求めの方、 1部
以上ご希望の方、会員以外で ニューズレターをお求めの
方 は、学会事務局 または下記の ニューズ レター委員会ま
てお申 し出下 さい。代金 は 1部 200円 です。現物が届 い
てか ら、部数分 の代金 と郵送料の合計 を、郵便振替て下

K・ W。 フ トキ ンス (永 野慎‐ 郎ほか訳 )「 イギ リス民
主主義 の危機」創成社、 1983年 4月

記あて ご送金下さい。 (編 集部 )

花井等 「安保 の な くなる日一日米 同盟 の行方」日本工業
新聞社、 1983年 2月

1総 政治外交論」学陽書房、1983年 5月
細谷千博編「太平洋・ ア ジア圏 の国際経済紛争史‑1922

花井等編著

‑1945」 東京大学出版会、1983年 2月

山口定「現代 ヨーロッパ政治史 (下 )J福 村出版、1983年

編

集

後

記

本号 は大学紹介、海外研究動向、国際交流の記事をそ
れぞれ二つ頂 いたので 8頁 で組んだ。御多忙 の ところ寄

稿 して下さった各位に感謝 したい。石川会員の巻頭言に
あやか って言 えば、ニ ューズ ンターもできるだけ開 かれ

2月
矢野暢「南北問題 の政治学」中央公論社 、1982年 12月
横山宏章「 陳独秀」朝 日新聞社、1983年 5月

<黒 柳

米司

(日

たものでありたい とい うのが編集に携わ るわれわれの願
いなので 、情報 。意見 など会員諸氏か らの積極的な投稿

本国際問題研究所 )>

事 務 局 ニ ュー ス

をお待 ち している。 (文 責 :木 村修 三 )
1984年 1月 10日
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