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時事 問題講義 にのめ り込 む
谷
この 3月 ,35年 間勤 めた九州大学を定年で退官 した。
比較的恵まれた研究環境にあ りなが ら大 した成果 も挙げ
えず ,徒 らに馬齢を重 ねて きたことにl■ ″
泥たるものが あ
り,い まさらなが らく学ぶ者老 い易 く,学 成 り難 し>の
感 しきりである。 これは云 うまで もな く自らの能力不足
にかか わる問題であるが ,そ れを別 にすれば,こ の十数
年来 ,講 義 にのめ り込みすぎた点 に も関係がある。
大学 の教職 にある者 ,研 究・ 教育 。行政 の三つの任務
を果たさねばな らな いことは百 も承知 していたが ,若 い
｀
頃か ら 研究第一 。講義第 二、の雰囲気 の中で過 してき

川

榮

彦 (九 州大学名誉教授 )

るか らである。
その ことは,受 講者 との対話 の意味で時 々実施す るア
ンケー ト調査か らも確 めることができるが ,そ の用紙 に
は勝手 に雑多なことが記 されて いて参考 にな る。例えば
｀
半年 も聴講 しているうちに<新 聞を 前 、か ら読み ,国

,

際面 に も興味を持つ ようにな った 自分が うれ しい>な ど
とある一方 ,講 義 の口調が速 くて ノー トが とりに くい等
等 の苦情 も書き込まれて いる。また ,わ た くしの人相が
フ ィリピンの ラモス国防相や コアラに似てお り,声 はア
ニメ≪怪物 ク ン≫の ドラキュラに似て いるともい う。 こ

しか し,1960年 代末か ら70年 代前半 にかけての例の<大

れ ら感想やメッセー ジの幾 つかを選んで講義 の とき紹介
す ると,予 想以上 の反響が返 って くる。 これは ラジオの

学紛争>を 経験 し,ま た多人数相手 の私大 に も出講す る
ようにな り,わ た くしの議義 に対する態度 も変 った。一

うな快感を覚えるか ららしい。

たせいか ,正 直云 って ,講 義が憶劫でたま らなか った。

人で も多 くの学生を引き付 け,相 通ずる土俵をつ くった
上で議義や ゼ ミを進めることが大切であることを痛感す
るよ うにな った。
とはいえ,そ の方法が問題であ った 。 学 生 。若 者 の
｀
三無主義、 (無 気力 。無関心 。無責任)や 大学 の ｀レジ
ャー ラン ド化、が指摘 される状況 のなかで ,ど うすれば
いいのか。実際 ,講 義を とお して知 っていた国 。公 。私
立大学 の学生 の多 くは,新 間をまず末尾 のテ レビ欄か ら
見て ,社 会面 ,ス ポーツ欄 へ と目を通 し,そ れで終わ り
とい う風であ ったの しか しそれでいて ,何 事 も現実 の生

リクェス ト番組で 自分 の投書が読み上げ られた ときのよ
こうして ,十 数年来出講 してい る私大では,学 生たち
のロ コ ミも手伝 って受講生が年 々増え続 け,現 在 では毎
週 1,000人 余 の聴講者を相手 に リピー ト講義を行 ってい
る。 この点 ,所 期 の 目的を達 しつつあると云え るか もし
れない。 しか し,講 義 の準備 に追われ る毎 日である。新
聞 2紙 の関係記事を切 り抜 き,整 理す ることか ら始 めね
ばな らないc新 聞休刊 日が新聞少年 とともに うれ しくな
る。永 い間 このよ うに して ,時 事問題 に関す る各種情報
の収集・ 整理・ 分析 ,そ して講義 と,の めり込んで手間
ひまかけているうちに,肝 心 の特殊専門分野 の研究がお

そ うい うことを踏え ,い ろんな方法を試みて今 日に至

留守 にな って しま った。 自らの不明に悔 いが残 る。
｀
しか し,わ た くしと学生たちの年齢差は シー ラカン
ス、 と ｀
新人類、 との違いに も輸え られるが ,お 互 いに

っているが ,そ の一つは,国 際政治 に関する90分 授業 の

<人 生意気 に感ず><話 せばわかる>の 相通ず る感動を

活 に関連 づ けて説明 してや ると反応を示 し,国 際問題 に
も強 い関心をみせた。

かみ しめなが ら,去 る 2月 の九大 での最終講義を終え る
合間 に,<週 刊 スポ ッ ト>と 名づ けて 10分 か ら15分 ぐら
ニ
で
い ,そ の時 々の国際問題 に ミ 解説を加 える方法 ある。 ことができたことを うれ しく思 っている。
今後は心機一転 ,や り残 したベ トナム戦争 や東南 アジ
大きな問題 については,わ た くしの能力 の範囲内で ,本
ア・ ナ シ ョナ リズム等 の研究 に も挑戦 してい きたい。制
番講義を一 時中止 して数週間 にわたる解説を続 けること
つの
で
の
としての大学 には定年や卒業があるが ,人 生 の大学 に
聴
点
度
こうした時
題重視
講義は
,二
事問
もある。
講者 の興味を引いている。一 つは,そ れが講義時間中の
気分転換 の役割を果 た し,も う一 つ は,と くに私立大生
にとって就職試験用 の常識蓄積 に役立 つ と考え られて い
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はそれはない。老骨 に鞭打 って研究 や講義に,も うひと
踏んば りしたいと張 り切 っている。一層 のご指導 ご鞭撻
をお願 い したい。

春季 研 究大 会 概 況

の過程 にお ける ECと 加盟各国 との間の相互作用 のなか
に,特 定 の分野 に限 った ものではあるが ,く 近代国家の

共通論題

解体過程>と もい うべ きものをみてみて とるができる。
初瀬 ,油 井両会員 から,討 論者 として詳細なコメントが

『 国 際政 治 の構造 変 動 と
地域 の新 展 開』

あ り,次 いでフロアか らきわめて多数の質問が寄せ られ

,

本共通論題の目的は,現 在急速に展開 しつつある国際
政治の構造的な変動を長期的な視野にたって特徴づけ

熱心な質疑応答が行われた。

(文

責

山本吉宣)

,

さらにそれに伴 う地域の国際関係の新 たな展開を明 らか

部会

『 日本 外 交 史 』

に しようとす ることにあ った。
山本 (満 )会 員 は (「 国際政治 の構造変動 J),現 在 進 行
中の構造変動 は,あ る 1つ の体系か ら他 の体系へ移行す
る長期の過渡 的な過程であると捉える。そ して ,そ の特

部会 I。 日本外交史の報告 は,国 士 館 大学 。池 田 十
吾会員 の「石井・ ランシング協定をめ ぐる日米関係―中

徴を,И )脱 体制 イデオ ロギー (社 会主義イデオ ロギーの
終焉―一 ソ連などにおける市場 メカニズムの導入 ,開 発

大学・萩原宣之会員の「戦後 日本 と東南 アジアー 1945〜
1955年 の軌跡Jで あ った。

途上国 におけるく ソ連 モデル>の 放棄 ),(口 )脱 冷戦 (米 国
が ソ連を<通 常の手段>で 交渉できる相手 とみなすよ う

池田会員 の報告 は,1917年 11月 に調印された石井・ ラ
ンシング協定の発端は,1915年 3月 ,米 国務 長 官 ブ ラ
イア ンが出 した声明「日本が極東 において卓越す る地位

国 に関す る日米両国交換 公文の成立か ら廃棄へ̲と 独協

になること),レ ヽ脱国民経済 (国 家間の経済交流の加速化
に由来す る世界経済 の成立 と国民経済の 自立性 の著 しい

を もっていることを認め,米 国 の中国 における活動が政

低下),の 3つ に求 める。しか し,7)に 関 しては,資 本主
義は トータルなヴィジ ョンではあ りえず ,貧 困 ,自 由な

治的でないことJを 再確認することであ った。報告 は ラ
ンシング・ ベーパ ーを利用 して交渉過程か ら廃棄 まで詳

どの基本的な問題が未 だ残 っている,1口 llc関 して も,そ
れは西倶1先 進国間の ,た とえば経済政策 の調整を困難 に

細 に研究 した成果を披露 した。 これに対 し,協 定中のパ
ラマウント・ インタ レス トは日本 のみが中国で保持 した

している。また,レ ヽに関 しては,世 界経済 にく公共的な
部門>が 欠如 していることに由来 して ,現 在 きまさまな

ものか ,石 井・ ランシング協定は日米関係 にどのよ うな
イ ンパ ク トを与えたか ,な どをめ ぐる活発な討論が交わ

問題 (た とえば国際通貨問題)が ひきおこされている.

されたc

林会員 は(「 第二世界の新たな力学 と秩序 1),第 二世界
をめ ぐる環境 の変化を,東 西冷戦期 ,中 ソ対立期 ,そ し

萩原会員 の報告 は,敗 戦後 10年 間の 日本 と東南 アジア
の関係を学会当 日配布 した詳細な年表を参照 しなが ら

て多極化進行期の 3つ にわけて分析 した。そ して ,70年
代か ら現在 に到る多極化進行期 においては,一 方では大

自らの体験を踏まえ同時代史的 にエピソー ドを交えなが

国介入 ,代 理戦争 という形での第二世界 の紛争 は減少 し

間 に成立 した M SA協 定は「M=求 めよ , S=さ らば
A=与 え られんJの 略 と当時いわれた。1955年 に行われ
たバ ン ドン会議はア ジア,ア フ リカ諸国 の代表を集 めた

ているが ,他 方 では 自立 と発展の相互矛盾か ら,第 二世

,

ら紹介 した興味深い ものであ った。例えば1954年 に日米
,

界 における紛争は全体 としては減少 して いない。そこで
特徴的なことは,地 域的な覇権国が ,地 域 における秩序
を作 りつつある一方 ,そ の覇権的な行動 によって ,紛 争

会議であ っただ けに仏教 ,イ ス ラム教 の体 目をはず した

をひきおこ していることである。 このよ うな地域紛争を

まれることが多か った。

制御す るものとして ,た とえば ,地 域大国 の国連安企保
障理事会へ の加入 ,地 域協力体 の平和維持機能 の強化

この報告 に対 し,神 戸大学 の初瀬龍平会員よ り,1940
年代後半か ら50年 代 にか けて の冷戦 のアジア諸国への影
響 ,朝 鮮戦争 のインパ ク トについて質問があ り,琉 球大

,

などい くつかの方策が考え られる。
金丸会員は

(「

EC統 合 と隣接地域へ のインパ ク トJ),

ECの <92年 の統合>に 焦点をあわせ ,EC統 合 の 目標

,

結果 4月 18日 か ら23日 に設定 されたなど会場が笑いに包

学 の増田会員よ り1950年 1月 の米国務長官アチソ ンが行
った 「アチソン演説Jに 示されるアメ リカの「防衛線J

機構改革 について ,そ の進展を明 らか に し,そ の うえで
の範囲について ,台 湾は除外 されていたので まないかとの疑
それが もた らす国際政治へ のさまざまな影響を分析 した。 間が提出された。戦後 10年 の政治的枠組 のなかで ,ア メ
まず ,ECの 体制強化は欧州同盟への第 1歩 であ り,明
リカの圧倒的な軍事力 ,経 済力を背景 に東南 アジアに復
らか に ECの (対 外 )交 渉能力を向上 させるものである。 帰す ることができた 日本を,戦 前 ,戦 中,戦 後を通ず る
,

そ して ,そ れは,一 方 では,対 外 的 に コ メ コ ン諸 国

EFTAを

120年 の歴史 の中で捉え直す という報告者 の姿勢は討論

,

まき込み ,か つ アジアなどに<地 域化の連鎖反

応>を ひきおこし,他 方 では,対 内的 に<92年 の統合>
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を大いに盛 り上げた。

(司 会・ 池井

優)

部会

イ ンラン ト再武装 について ,波 多野澄雄氏 (筑 波大)か

『安全保 障』

ら独満貿易協定の位置づ けについて ,そ れぞれ質問が出
安全保障部会 の報告は,木 村卓司会員 (防 衛研究所 )
の「ケネデ ィ政権 の安全保障政策 と危機管理」と吉川元

された。

MJで あ った。

坂本清氏 (一 橋大院 )は 「集団安全保障構想を め ぐる
確執―‑1930〜 1936年 Jと 題 した報告のなかで ,30年 代
の欧州 における集団安全保障 の試みの うち,東 方条約 と

まず ,木 村報告 では,キ ューバ危機を事例 として取 り
上げ,従 来 ,そ の最終的局面で決定的役割を演 じたのは

ドナウ条約 に着 目した うえで ,二 構想が もつ補完的機能
が変化 して対立する側面が出てきた点 ,地 域的 に限定 さ

マ クナマ ラ国防長官や R・ ケネディであ った とされてい
たが ,ケ ネディ・ ライブラリーのオー ラル・ ヒス トリー

れた構想が東欧諸小国の分裂を加速 した点が指摘 された。

会員 (広 島修道大学 )の 「 CSCEプ ロセスにおけるCB

,

の公開 の結果 ,じ つ はテイラー JCS議 長 ,マ ーテ ィン
国務次官補や トンプ ソン元駐 ソ大使 らであ ったことが 明
らかにな ったとして ,そ の経緯が具体的 に論 じられた。
そ して ,こ うした新 しい事実 の判明は ,キ ューバ危機 そ
の ものの再検討を迫 ることにな ろうと指摘 した。

東方条約問題では,構 想が ポー ランド外交 の修正を主眼
として起草 されたとい う仮説が示 され ,各 国 の外交構想
を踏まえた新資料 による再検討の必要性 ,お よび ,条 約
がス ローガ ンに変化 し二国間的対独交渉 に移行 してい く
,

他方 ,吉 川報告では,全 欧安保会議を契機 に ヨーロ ッ
パ において進展 しつつある信頼醸成措置 に焦点をあて
,

まず ,信 頼醸成措置の意味づ け,ヘ ルシンキ宣言 の内容
とその意 義 ,ベ オグ ラー ド・ マ ドリー ドでの再検討会議

条約修正 による再交渉過程を含 めた全体像を構築す る必
要性が強調された。同報告 について ,濱 口學氏 (国 学院
大 )か ら集団安全保障の理論的な問題 と20年 代 の小国ヘ
の ロカル ノ条約 の影響 ,石 原氏か らチ ェコとポー ラン ド
の対仏政策 の違 い,林 忠行氏 (広 島大)か らベ ネ シュ外
交 について ,そ れぞれ質問が出された。(司 会 。三宅正樹 )

の経緯を紹介する。 ついで ,1984年 のス トックホルム会
議で争点 とな った事前通告 の拡充 ,自 発的措置 の義務化

,

制限措置 ,政 治宣言 の取 り扱 い,兵 力 の削減 と CBMを
め ぐる論議 とその成果 としてのス トックホルム合意 の出

部会

かれた。まず原彬久会員が 日米安保体制 の歴史的枠組み
について報告 し,日 米安保体制の起源は1951年 の条約締
結 の時点 と考え られて いる ものの ,日 米結合関係は ポツ
ダム宣言 の受諾か ら対 日講和 の時点 までに固め られたと

(司 会・ 佐藤栄― )

『

『 日米 関係 』

春季研究大会の 日米関係 の部会は, 2日 目(5月 21日 )
の午後 だ ったに もかかわ らず ,多 数 の会員が参加 して開

現の意味 ,つ いで1986年 か ら 2年 間に及ぶ ウィーン再検
討会議の内容を詳細 にあとづ け,最 後 に,核 軍縮へ の発
展はヘル シンキ宣言 に もとづ く信頼醸成措置の遵守 にあ
ると結論 づ けてい る。

部会

1930年 代 』

指摘 した。そこでの特徴 ￨ま ア メ リカの透徹 した リア リズ
ムであ り,対 ソ冷戦 イメージ→対 日「単独 占領 Jの 延長

「 1930年 代 J部 会 では田嶋信雄氏 (成 城大)は 「全体
主義外交 と政策決定論―― ナチス ドイツの対満州国政策

線上 に日本 の「無条件降伏 Jを 相対化 しなが ら,天 皇制
の温存を許容 したのはその典型的な例である。

を中心 にJと 題 した報告のなかで ,0ナ チズム外交史研
究 の発展を総括 し,そ こに「プ ログラム学派 1と 「新修

は,そ の後の「非軍事化J。 「民主化Jと い う価値を織 り

正主義学派」の深い対立を認 め,② アメリカ国際政治学
の諸理論を援用 しつつ氏 自身の分析枠組 として 「ナチズ

込んだアメ リカ主導 の新憲法制定 の場合 に もみ られた。
つま り,新 憲法 (米 国 による対 日安保 )が 安保条約 (日

ム外交 における争点領域 モデルJを 設計 し,0そ れ に も

本を対 ソ防壁 とす る)と ともにアメ リカの安全を確保す
る一手段 だ った とい う見方は十分成 り立 つ。60年 の安保
改定 も,こ うしたアメ リカ 。リア リズムの戦略的選択 と

自国 の安全保障 と直結 したこのアメ リカの リア リズム

とづ き ドイッの対 「満州国 J政 策を実証的 に分析 ,④ 結
論 として ,イ シューを限定 しつつ も「新修正主義学派J

して考察 されねばな らないだろう。

に近 い諸テーゼを提出 した。同報告 について ,守 屋純氏
(早 大 )か ら並行機関乱立 による ヒトラーの権力維持
,

対 ソ開戦 と対米開戦 のいずれを ヒ トラーが優先 させたか

,

大木毅氏 (立 教大院)か ら政策をめ ぐる支持 と決定の違
い,綱 川政則氏 (東 京学芸大)か らナチス体制 の確立段

次いで草野厚会員が ,次 期支援戦闘機 (FSX)の 日米
共同生産 について報告 した。1989年 2月 にブ ッシュ政権
は, レーガ ン政権が 日本 と合意 して いた共同生産 の見直

階 ,佐 藤健生氏 (拓 殖大)か ら「全体主義 J外 交 とい う

しを求めたが , 4年 にわたる協議 の末 に日本側 は自主開
発を諦めて共同開発を決めていただけに,シ ョックは大

用語 とアメ リカの理論 の適用をめ ぐる問題 ,石 原 司 氏
(武 蔵大)か らスペ イ ン内戦 と不干渉委員会の関連や ラ

きか った。報告は,こ の決定が新政権 の政策 というよ り
も, レーガ ン政権後期 の輸出促進 ,競 争力回復 ,技 術力
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保持政策の延長線上 にあること,そ れ に政権移行期 の人
事 の空白が影響 した ことを解明 した。またこの問題 は

保する手段で もあ った ,と 分析 した。

今後 の日米関係が経済 ,安 全保障 ,技 術 の三つの面 の相
互 に絡みあ った複合摩擦 の様相を呈す る方 向に,展 開 し

連性を根拠づ ける事実を見 い出せないと述べたのに対 し

てい くことを示 しているとも指摘 された。

って成立す るもので あることは理念的 に も実態的 に も否
定することは困難ではないかと対照的見解 を示 した。また
柴田会員が最終的 には非同盟を現実変革を示す小国外交

,

この報告 に関 しては,細 谷 (千 )会 員 か らある政治学
者が仲介 して商務省 と連邦議会が緊密 に協議 していた と
い う興味深い事実 も披露 された。 日米関係が転機を迎え
ているときだ けに,参 加 した会員 も質疑応答 に熱心 に耳
を傾けているように見受 けられた。
(原 彬久 ,草 野厚 ,五 十嵐武士)

磯村会員は,柴 田会員が非同盟運動の国内要因 との関
て ,非 同盟運動が外交 と国内問題 とい う 2重 の要因 によ

,

論 の枠組で論 じると述べたのに関連 して ,磯 村会員は
｀
最/1ヽ 限 報告者 の意味する小国論、をよ り具体的に明示
,

しておかないと議論 の行方が不分明になる恐れはないか
特 に非同盟諸国 のよ うに国家中心的で国家主権を強調す

,

る国 々の場合 ,変 動 (革 )論 と関連 しての議論 にはその
点 の注意が必要ではないか との指摘が あ り,方 法をめ ぐ

研 究 分 科会 大 会

る活発な論議が展開 された。 さらに,ユ ーゴ非同盟外交
が ヨーロッパ に傾斜 しているとの定形会員 の指摘 につい
1989年 度春季研究大会の 5月 21日

,望 月敏弘会員

(東

洋英和女学院短期大学)の 「国民党右派 に対す る評価を
め ぐって一―五 。四時期 における戴季陶 と胡漢民
一 」
と石川照子会員 (日 本学術振興会特別研究員)の 「1949
年以降の中国女性をめ ぐる諸問題 についてJの 二つの研
究報告が行われた。望月報告 は,国 民党右派の代表的理
論家戴季陶 。胡漢民 に対す る中国内外の研究動向を紹介
し,そ の特徴 と問題点を指摘 したのち,特 に戴・ 胡の対
列強観 ,大 衆運動観 ,マ ル クス主義観 に言及 し,エ リー
ト主義的 ,民 族主義的 ,労 使協調的特徴を強調 したc石
川報告 は,49年 新中国成立以降の女性問題 に対す る政策
の展開過程を概観 したのち,中 国女性が現在抱えている
教育・ 就職 。婚姻 と出産 。家事 と育 児・ 夫婦 と子の姓な

て ,磯 村会員か ら,非 同盟諸国全体 の傾向として今後の
各地域での地域主義的動 きの活性化予測 と何 らかの関連
があるか もしれないと考えさせるものが あるとの指摘が
な され た。
(司 会・ 濱□ 學)

3

東南 アジア

当分科会は, 5月 21日 ,世 界経済調査会 の中野亜里会
の「
グェ ン・ バ ン・ リン体制下 のベ トナムの対外政策 J
員
とい う報告をめ ぐり,活 発な討論を行 った。中野会員の
報告 の趣 旨は,国 際環境特 に中 ソ関係改善 とカ ンボジア
をめ くる情勢変化の もとで登場 したグェ ン・ バ ン・ リン
体制が ,国 内経済悪化の条件下でカンボジア問題 の政治

どの問題を取 り上げ,特 に最近 の「婦女国家Jに いわば専

解決 ,ASEANと の関係改善 ,対 外経済政策 の変更等 に
努力 して きたことを ,ベ トナム側 の資料を中心 にあ とづ

業主婦)論 争が提起す る重い課題を指摘 した。

けた ものであ ったc

(司 会・ 藤井昇三)

2

ヨーロッパ国際政治史

これに対 し,司 会者を含め 7人 の出席者か らそれぞれ
に質問が出された。多 くは中野会員の解釈の適切 さない
しは甘 さについての質問で,中 野会員 も真剣 に回答 し
,

春季研究大会では,柴 田純志会員の「非同盟 の起源 J,
定形衛会員 の「ユーゴス ラビアの対 ソ連外交 と非同盟J

有意義 な討論が行われた。出席者は全部で22名 であ り
,

本分科会 としてはきわめて盛況であ った。

の充実 した 2報 告 と,そ れ らをめ ぐるディスカ ッサ ン ト
磯村早苗会員による精緻な コメ ントがなされた。

(司 会・ 岡部達味)

4

柴田報告は,1961年 の非同盟結集 に影響を及ば した様
々な要因を ,結 集 のイニ シァテ ィヴを とったユーゴ,ィ
ン ド,エ ジプ ト3国 が直面 していたに)国 内問題 ,l・ )地 域

なプ ログラムで行われま した。

問題 ,1/Nl国 際環境 の 3つ の レベルで整理 し,特 にl● )に 関

①報告者 :津 田みわ

して地域協力による安全保障の欠如 に注 目 したc
定形報告は,コ ミンフォルムか ら追放 されたユーゴの
戦後外交はソ連覇権主義 との闘いの歴史 であ りその非同
盟外交は西側陣営 ,ソ 連陣営 のいずれに も与す ることの
できないユーゴの必然的な外交路線であ り,国 内的 には
親 ソ,親 西欧の各民族 のバ ランスを とって国内統合を確
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アフリカ

1989年 春季研究大会でのアフ リカ分科会は,次 のよ う
(ア ジア経済研究所)「 植民地ケニ
IMF。 世 銀・ ア フ リカ ーー 」
②報告者 :大 月隆成 (慶 應義塾大学院)「 アフリカ諸国

アの 独立運 動 ―一

の新経済政策―

IMF・ 世銀 。アフ リカーー 」

当日の出席者は13名 で ,上 記二件 の報告をめ ぐって熱
心な討論が行われま した、アフ リカ分科会は1983年 の創
設以来 ,1987年 秋を唯一の例外 として ,研 究大会 のたび

ごとに ,開 催 されてお ります。本年秋季研究大会 におい
て も開催 の予定ですので ,報 告を希望 され る方は,小 円
までご連絡 ください。他薦で も結構 です。
(司 会・ 小田英郎)

5

IPRA総 会 と89年 ISA総 会 に出席 してJと い う報告
が行われた。 IPRAの 共通テーマは「平和文化 とコ ミュ
ニケー ションー脱国家的対話 Jで あ り, ISAの そ れは
年

「国際社会 における協力 ,不 一致および平和 のための諸
条件Jで あ った。それぞれの大会 の部会 や参加者 (国 )

トランスナショナル

や雰囲気 などの紹介 の後 ,研 究動向 として次 の 3つ の論

トランスナショナル分科会では,下 記 の二つの報告が

点か ら報告が行われた。①偶発核戦争をめ ぐる背景 の間

なされ ,活 発な議論が展開 された。「東 欧新 世 代運動 の
形成 と下か らのデタ ン トの進展J乾 7閏 一 (大 阪大学院),

題 ,② ソ連 の内外政策の変化 ,O大 学 における平和学 の

「国連 とNGOJ福 田菊 (桃 山学院大学 )。 乾報告 は, こん
にち,東 欧反対派新世代の徴兵拒否運動,エ コロジ運 動
等を,81年 か らの東西 欧州市民 による異体制間民際運動
「 下か らのデ タン ト」と関連づ けて説明 し,そ の特徴 と

制度化 とネットヮーク (そ の核はイギ リスの ロン ドン大
学 とアメ リカの コルゲ ー ト大学 )の 問題であ った。特 に
第 3の 論点 に関 して専門の視点か ら2つ の学会 の動向に
ついて詳 しく言及 された。最後に活発な質疑が行われた。
(司 会・ 臼井久和)

して,脱 イデオ ロギ ー化を挙げ,中 欧 の復活を指摘 した。

9

が『 国連 とNGO』 (三 省堂)を 出
版 されてい ることと,時 間の都合で ,日 本の NGOに 焦

現在 ,東 欧での政治改革が注 目をあびて い る中で ,今

点を当て,そ れが一般 公益を 目指 して組織間の横 の連帯

回は若手研究者 によるポー ラン ド及びチェコスロヴ ァキ

に 目覚 め,国 際化を図る過程を日本の NGOの 活 性 化 と

アに関す る報告が行われた。

国連活動 の相互作用 とい う観点か ら論 じられた。新旧反

広瀬佳一氏 《
筑波大)「 Fヮ ルシャヮ蜂起』の政治力学J
では,従 来 ポー ラン ド現代史の「空白」であ った蜂起 の
政治的性格をめ ぐり,亡 命政●
・ ,ソ 連 (軍 。政府),ポ ー

福田報告 は,既 に

l氏

FD」

対派 の世代交代や植民地解放団体 とNGOの 位 置 付け等
の質問がで た。

6

(司 会・ 馬場伸也 )

ソ連 。東欧

ラン ド共産主義者の三者か ら分析がなされ ,穏 健政策が
挫折 して党 =モ ス クヮ派が主導権を確立 してい く過程が

政策決定 。国際政治経済合同

高柳彰夫会員 (一 橋大学院)が 日本の対外援助政策 に
つ い て広 範 囲 に わ た る詳 しい 報 告 を行 い ,そ れに対
してのデ ィスカ ッサ ン トと し
′
て五十嵐武士会員 (東 京大

興味深 く示 された。質疑では,亡 命政府,軍 ,共 産党が
個 々の場面 でなぜ政策転換 して い ったかの根拠の追及が

学 )が 現実的な立場か らコメ ン トした。 フロアを含 めた

池本修一氏「チェコスロヴァキァの経済改革Jで は
チェコにおける国営企業法 の制定 について ,ソ 連 ,ハ ン
ガ リー,あ るいは68年 のプ ラハの春 の民主化 と比較 しつ

討議では,日 本 の対外援助政策 の基本的な哲学 の欠如

,

また援助を執行する面での実務的問題 について多種多彩
な意見が交換 されたが ,他 方 ,研 究者 として対外政策を

多 く出された。
,

政治学 とい う 1つ の ディスプ リンの立場か ら学問的 に分

つ ,分 析がなされた。質疑では,ハ ンガ リーの党 の権限
大幅縮小 と企業の自主権拡大などと比較 して ,チ ェコの

析するにはどうした らよいかについて も活発な議論が展

変革 の遅れがとこか らくるものなのかなど,チ ェコにお

開された。後者の点については,今 後 も引き続 いて重要

ける改革 の不十分 さを指摘する声がめた った。

な課題 となるであろう。 (司 会・ 渡辺昭夫/佐 藤英夫 )

7

(司 会

羽場久泥子)

院)か ら,1南 太平 洋 諸国 における核問題 をめ ぐる政治

10 国際交流
本分科会 は,佐 藤俊一外務省大臣官房文化交流担当参
事官を特別講師 に迎え ,杉 山恭司会 の もとに開催 され

協力Jと 題す る報告をいただき,大 沼久夫会員 (共 愛学
園女子短期大学)の コメントのあと,活 発な質疑応 答が

約 15名 の会員が出席 した。佐藤氏は,「 日本 の 国 際文化
交流政策 の課題 と展望」というテー マ で 約 1時 間 に わ

安全保障

89年 度春季研究大会では,小 柏葉子会員 (津 田塾大学

行われた。

,

た り, 5月 中旬発表 された竹下首相 の「国際文化交流 に

当分科会研究会で研究報告を希望 される方は,伊 豆見
まで御連絡下さい。若手会員 の報告希望を ,と くに歓迎
します。
(司 会・ 伊豆見元 )

8

,

関す る懇談会 Jの 最終報告 の要 旨について報告を行 った。
同氏は,ま ず,国 際社会 の構造的変化の現状を概観 し
その中で文化的要因が如何なる機能を果 た しつつ あるか
,

を分析 し,文 化相対主義 の 時代 における文化摩擦的現象
平和研究

について ,「 中曽根発言」等 の具体例を引きつつ説明した。

岡本三夫会員か ら「最近 における平和研究の動向‑88
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続 いて ,「 国 際 文 化 交流 に関す る懇談会Jの 最終報告

の概要 について紹介 し,今 後推進すべ きわが国の国際文
化交流政策 の課題 として ,海 外 における日本研究 ,日 本
語教育 に対す る協力 ,芸 術文化交流 の充実 と基盤の強化
視聴覚媒体を活用 した日本 に関す る情報提供のあ り方

理 論 と実 践 の 調 和 を求 め て
一― 高 橋 通 敏 先 生 の こ と
佐藤栄一 (東 洋英和女短大)

,

4月 7日 午後 6時 半ころ,私 は赤坂 の友人 の事務所へ車

,

を走 らせておりました。というのは,広 尾 の目赤医療センタ
ーに入院中の高橋通敏先生か ら数 日前 に連絡があ り,当

学術交流および知的交流の強化 ,国 際理解教育 の推進等
を挙げ,さ らに国際文化交流推進体制強化の重要性 に言
及 し,国 際交流基金 の活動基盤 の強化 ,政 府部内の連絡

日友人 と連れ立 って訪れる予定 にな っていたか らであ り

協調体制 の充実 ,お よび政府 ,民 間の連絡協調体制 の推
進 の必要性を強調 した。

ます。事務所 の ドアに貼 られた「す ぐに麻布 の善福寺 に
来 られた しJと のメ ッセージに呆然 自失 し,つ いで涙が

わが国 の国際文化交流政策立案 の当事者 としての佐藤
氏 の報告 は,フ ロアーか ら多 くの示唆 に富む質問や コメ
ン トを誘発 し,活 発な質疑応答が行われた。今次研究大
会 においては,全 分科会が同時間 に集中 して開催 された
ため,政 策立案者 と研究者 との実 りある対話の機会を求

とめどな く溢れて参 りま した。先生は 6日 午後 8時 ,何
の前触れ もな く突然他界 されたのであ ります。
高橋先生 には じめてお会い したのは1973年 12月 ,先 生
が駐 エ ジプ ト大使を最後 に外務省を 退 官 され た の ち
(財 )日 本国際問研究所 に理事長兼所長 として就任 された
,

めて鋭意企画された本分科会 も,前 回 に比べて出席者が

ときのことで した。それか ら 4年 有余 にわたる在任期間

少 なか ったことが ,司 会者 として唯一心残 りであ った。

中,私 達研究員は有形無形の薫陶を受 けることにな りま

(司 会・ 杉山

した。勤務時間が 5時 半 に終わると,理 事長室はただち
に私達研究員 のために開放 されま した。そこでは,夜 ご

恭)

11 日本外交史

と,先 生を囲み ,水 割 りを片手 に国際関係 のいろいろな

本年度春季研究大会 においては,日 本外交史研究分科
会 としては,次 の二氏 による研究報告が行なわれた。

問題 に関するブ レー ン・ ス トー ミングが展開 されま した
先生は,問 題提起を され ,私 達 の反応 ににこやかに耳を

犬塚孝明 (鹿 児島県立短大特別研究員)「 維 新 外 交 の
諸問題 と日本 の対外態度J

傾けなか ら,国 際関係 の理論的解明の必要を熱 っぼい口

田中正弘 (国 学院大学栃木短大)「 初期外務省 と外交

調で力説 されるのが常であ りま した。 日米安保条約改定
交渉当時の条約局長 としての激務 に耐えなが ら,寸 暇を

文書 整備問題― 『 続通信全覧 』の編 纂経緯―― J

惜 しんで研鑽をつ まれ ,後 年『安全保障序説』で東京大

犬塚氏 の報告は,維 新外交 の問題点 ,攘 夷問題 ,条 約
改正問題 ,近 隣外交問題 (樺 太・ 中国 。朝鮮), 維 新 政
府 の 外 交 姿 勢 の 諸 点 にわた っている。 これ らを通 じ

学 か ら法学博士の学位を授与 された先生の理論 と実践を
まえたご高説 には強い説得力を もつ ものが有 りま した
̀、

それは,学 問に ととま らず ,ひ ろ く人生 に も通ずるもの
であ り,私 達に とっては,正 しく「高橋教室 Jと もいえ

,

犬塚氏は,明 治 4年 までは欧米諸国 との関係では 自主外
(そ の点 で ,神 戸事件を通 じて 日本が屈従外
交を行な った,と の見方 には否定的な見解を示 す)。 また
朝鮮 に対 しては修理外交を とろうとしたこと,副 島種臣

題 Jと か と自他 ともにみとめ られ,本 学会員 のなかに も

の国権外交以来ア ジアに対 して侵略的傾 向がみ られ ,寺

参加 されたご記憶をお もちの方 も多数お られることと思

島外交はそれを修正 しようとしたが ,大 久保体制 の もと

われます。

るものであ りま した。 この伝統は,1977年 10月 先生が理

交を もとめ

事長を退任 されたのち も「バ ー・ 国際」 とか「バ ー 。問

先生は,そ の後 も赤坂 のマ ンシ ョンの一室に「高橋国

では限界があ った ことを指摘 している。朝鮮遣使 の吉岡
弘毅 の建 白書など,貴 重な史料の紹介 もあ った。

際関係研究室」を構え られ,こ こで もまた,外 交 の理論

田中氏の報告は,『 通信全覧』編纂後 の ,外 務省 による

と実践の統一を強調 してお られま した。
昨年12月 下旬入院 されて い らい,早 期回復を信 じて疑

『続通信全覧』編纂経緯 ,後 者 の 特 徴 な どに つ いて 詳
細 に紹介 した ものである。なおそれ らの内容 については

わなか った先生 に,私 達が最後 にお 目にかか ったのは

『正続通信全覧』別巻に,田 中氏が解題を執筆するとの

2月 22日 の ことであ ります。そのとき,ベ ッドの上で新

ことであるので ,関 係者はそれを も参照 されたい (雄 松

学期 の講義 ノー トの準備 に熱意を傾 けてお られた先生の

堂

近刊予定)。 いずれの報告 に も, 安岡昭男氏 (法 政
大)そ の他か ら活発な質問がなされた。

お姿を思い起 こ します ときに,改 めて涙が滲み出て くる

なお日本外交史研究分科会では暫 く研究活動が中断さ
研究希望の方は積極的 に連絡をいただ きたいと思 ってい

3月 下旬 ,私 は拙 い書物を刊行 し,そ の中で生前 の先
へ
生 の感謝の献辞を記す事が出来 たことで,せ めて ものな
ぐさめにいた したい と思 っております。先生のご冥福を

ます。

心 か らお祈 り致 します。

れていたが ,今 後 は活動を再開 したいと考えているので

,

のを禁 じ得ません。

,

(司 会・ 大畑篤 四郎 )
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くりされ ,ア メ リカ衰退論 を耳 に タ コがで きるほど聞か

≪海外留 学雑感≫
侮 れぬ アメ リカの 底 力

され ,ニ ュー ヨー クは ベ イルー トよ り怖 い と脅か され

丸 山直起

(国 際大学)

,

肩 を叩かれ送 りだ されたが ,聞 くと見 るとで は大違 い。

PLO騒 ぎで一 目瞭然
の如 くこの国な しで は実際 に は何 ひ とつ 動かず ,決 ま ら

没落 して いるど ころか ,昨 年末 の

昨年夏から今年にかけサバティカルをとって大学の提
携先のジョンズ・ ホプキンズ大学高等国際問題研究大学

ないので す。気 に な るのは ,日 本人がやた ら奢 り高ぶ っ

院 (SAIS)に しばらく滞在 した。 SAISの 魅力はワシ

て い ることで ,か の国 の リッチな面 を嫌 とい うほど見て

ン トンの中心 に位置 して い ることであろう。近 くにはシ

しま うと,そ れ に ひきかえわが 国 は何 と貧 しいので しょ

ンク・ タ ンク,研 究所 ,大 学 ,図 書館などが集ま ってい

う。最後 にエ ピソー ドをい くつ か。 アメ リカ人がみんな

るほか ,SAISで 開催 され るセ ミナーな どには,国 務省
の役人 ,議 員 ,ジ ャーナ リス ト,外 交官などが顔を揃え
るか ら,カ レン トなテーマで研究するには最適の環境 で

英語を話す と思 った ら大 間違 いc私 のアパ ー トか らそれ
ほど遠 くな いスーパ ーマー ケ ッ トで買 い物 を して いた ら

ある。私は多角的交渉 のセ ミナーに参加 したが ,月 1回
夕刻か らのセ ミナーは最初 にシェ リーを飲みなが ら雑談

か りで ついに英語 は聞 こえ̲ず じま いcま た ,ア メ リカで

を交わす ことで始まる。 この種のセ ミナーやシンポジウ
ム,特 別講演などはほとんど毎 日のよ うに開かれ ,内 外

い。靴 を買 いにい った ところ ,並 んでい るのは韓 国製
ルーマ ニ ア製 ,ユ ー ゴ製 ばか り。 そのなかで選 んだ靴 は

の著名人がゲ ス ト・ スピーカー として招待 され る。毎週
催 し物 スケジュール表が配布 されるか ら,学 生は授業の
合間 に聴講す ることができる。 SAISの 例を引き合 いに

ハ ンガ リー製 だ った。 自由な国 の不 自由 さ。政党 はそれ

出すまで もな く,ア メ リカの大学 では学生 サー ビスが行
き届 いている。

勤客 の読む のは『 ヮ シン トン・ ポス ト』。差 異 を 強 調す
る資 本主義経済 の アメ リカで選択が限 られて い るとは。

いまさらアメリカで もないが ,出 発前 ,人 に会 うたびに

それ に して も,ア メ リカのぶ厚 く,内 容豊富 な新 聞 と比

アメ リカ￨ま 初めてなのです といった ら,ヘ エー ッとび っ

べ ,貧 弱 な 日本の 新 聞はどうしてこんなに高いので しょう。

,

耳 に入 る言葉 といえば ,ス ペ イ ン語 ,中 国語 ,韓 国語 ば

MADE IN USAを

,

ほど大差 のない 2大 政党 だ け。大統領選挙 で も違 いが 余
りは っき りしな い 2候 補 のみ。 ワ シン トンの地下鉄 で通

曖￨ そのペ レス トロイカ政策を理論

若手 研 究者 の 声
「 国 際 関係論 の
ペ レス トロイ カ 」
高山

英男

(名 古屋大学大学院)

11)現 在 ,ソ 連 や中国をは じめ と し

的に支えて い るが ,1新 しい思考Jに
基 づ く社会主義論 と国際関係論 であ

響を与える。まず最近の 日本 の研究
動向で いえることは,い かにすれば
「パ ックス・ ァメ リカーナJを 維持

る。その中で,国 際関係論の「新 しい

できるか ,さ らに,そ のためには日

思考Jの 前提は,現 代世界を統一的

本 はいかにすべ きか という観点か ら
で相互依存的世界 とみ る認識である。 の保守的国際関係論の色彩が強 い と
そのよ うにみなす ことによ って ,ソ
い うことである。 これに対 して ,「 新

連は,資 本主義世界 との間 に,相 互
依存関係を作 り上げようとす る。

て ,社 会主義世界全体が改 革期 に あ

しか し,社 会主義諸国 と資本主義

る。 それぞれ の国家 に よ って特殊性

諸国 との間 には,対 立関係はあ った

はあ る ものの ,社 会 主義世界 全体が

として も,資 本主義諸国間のよ うに

抱えて い る問題 とその解決 の方 向 に

は相互依存関係がない。そこで ,相

は ,共 通点が多い。 しか し,中 国 に
おける人民代議員大会 の模様 とは対

互依存関係を設定す る根拠 として提
起 されたのが 「グ ローバル問題Jの
「グローバル問題Jを 放
存在 である。

照的 に ,こ の問題が複雑 で あ ること

置すれば,「 全人類的危機Jと なるの

を印象 づ けた。

で ,体 制間の相違をこえて ,「 人類

おける民主化運動 の弾圧 は ,ソ 連 に

見 つ けるの はたやす いことで はな

J

時間的 に は ,改 革が始 ま ったの は

として協力 し,相 互依存的世界を管

ソ連が最初で はないが ,現 在 の社会

理 して いこうとい うのが「新 しい思

主義世界全体 の改革 の象徴 は ,ソ 連
の ゴルバ チ ョフ書記 長 で あ り,そ の

考Jの 核心である。

ペ レス トロイカ政策 で あ る。

現在 の 日本 の国際関係論 に大 きな影

(3

この ソ連 の「新 しい思考 1は
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しい思考Jは ,こ の「パ ックス・ ァ
メ リカーナJの 世界秩序を ソ連 も含
めて ,共 同管理す ることを提起す る。
この二つの考え方 の違 いは次 の点
にある。 日本 の国際関係論は,レ ヾッ
クス・ アメ リカーナJの 維持を前提
としつつ,管 理のために,覇 権 か「 レ
ジームJの 必要性を論 じて い る。世
界や第二世界の権利 と参加を組み込
んだ世界秩序論を展望 している。 こ
れは,現 在 の先進諸国 に有利な国際
秩序を修正せさるをえないだろう。
ソ連 の「新 しい思考Jは ,レ ヾックス
・
アメ リカーナJを 前提 とする国際関

,

係論 に対す る批判の視座を与えて く
れ るのではないだろうか。

94「 政治統合へ 向か う ECJ金 丸

国 際 学 術 交 流 基 金 委 員会 か ら
一―
‑ 1989年 度第 1回 申請受 けつ けの結果一

95「 中 ソ関係 と国際環境

さる4月 10日 発行 のニ ューズ レター第47号 における公
示 によって国際学術交流基金 の1989年 度第 1回 申請を受

J

輝男 1990.5

毛里

和子

9611920年 代 の ヨーロッパ 濱 □

學

9010
91.1

国際政治史」
書 評 小 委 員 会

けつ け, 5月 21日 開催 の国際学術交流基金委員会 におい
て審議 した結果 ,以 下 のよ うに, 2件 3名 の会員を受給

黒柳米司 (東 洋英和女学院短期大学 )―― 世話人 =編 集

者 と して選定致 しま した。

大学),広 瀬崇子 (大 東文化大学 ),丸 山直起 (国 際大学),
藪野祐三 (北 九州大学),油 井大三郎 (→橋大学 )

受給者

1

秋野豊・ 波多野澄雄両会員 (筑 波大学)
活動 :1989年 9月 26日 〜 9月 30ロ パ リにおいて

a

The Am∝ ican University of Parisが主催する国際
会議 International Conference on the Occasion
of tile Opening of

of the Fiftieth Anniversar√

the Second Worid Warに 出席 ,そ れぞれ ,ペ ーパ ー
Japanese reactiOn to the Hitlel―

Stalirl Pact"お

よび 」apanese lapproachement with the USSR"
を提出 。報告

b

受給額 :航 空運賃 (東 京 〜パ リ間)の 一部およ

び 5日 間滞在実費 (合 計40万 円)

2

伊豆見元会員 (静 岡県立大学 )
活動 :1989年 12月 4日 〜12月 5日 ソウルにおい

a

て韓国国防研究院 (KIDA)と アメリカの戦略国際問題研
究所 (CSIS)が 共催する国際会議「米韓安全保障関係
の将来Jに 出席 ,ベ ーパ ー「米韓安全保障関係 の変化 と
日本 の政策」(仮 題)を 提出・ 報告
b 受給額 :航 空運賃 (東 京〜 ソウル間)の 一部お
よび 3日 間滞在実費 (合 計 10万 円)

委員会副主任,佐 藤元英 (外 交史料館),田 中明彦 (東 京

原稿募集

「 中 ソ 関 係 と 国 際 環 境 」 (仮 題 )
30年 ぶ りの 「和解コを契機 に,中 ソ関係を歴史的 に分
析 し,あ るいは構造的 に把握 し,ま た今後 の社会主義世
界を展望す る特集を計画 してお り,意 欲的な諸論稿を募
集 いた します。 とくに, )中 ソ関係の展開それ 自体 ,(口
中 ソ関係を規定 し,拘 束 した国際環境 ,と くに米 のアジ
ア政策 ,米 ソ関係 などの動 き,￨ヽ 中 ソ関係のアジア民族
)

運動へ の波及 ,日 中 ソ関係 とア ジアの地域紛争 ,同 社会
主義の国際関係をめ ぐる問題 ,内 中 ソイデオ ロギー論戦
の今 日的意味などについて ,多 面的かつ鋭 く分析 した特
集 に したいと考えます。
多 くの会員のご応募をお願 い申 し上げます。
原稿締切 :1990年 3月 末 (厳 守)
発行予定 :1990年 10月
ご連絡 ,お 問 い合わせ は毛里和子 にお願 い致 します。
お知 らせ―一 衛藤 藩吉会員 (亜 細亜大学学長)よ り
「このほど国際宇宙法学会理事を辞任 しま した」 との連
,

主任に就
なお,今 回 ,高 柳先男会員 (中 央大学)力 瀬」
任することになりま したので ,ご 報告致 します。
(国 際学術交流基金委員会主任

大畠英樹 )

絡が ありましたので ,あ らためてお知 らせいたします。
(編 集委員会 )
《編集後記 I『 ニューズ 。レター 』 (NQ48)を お届け いた
します。本号は,一 橋大学で開催 された春季研究大会の

編 集委員会 だよ り
編集主任

木

戸

概況の報告を中心 に編集 された ものです。編集部 の不手
際 もあ り,各 部会 の司会者 (報 告者 )に 多大 のご迷惑を

翡

1989年 7月 現在 の機関誌編集計画 は,以 下 の通 りです。

また,書 評小委員会 の欠員が増えま したので ,以 下 のよ
うな構成で再出発す ることにな りま した。なお,私 は次
期編集主任予定者が在外研究中のため,暫 定的 に留任 し
ていま したが , 7月 末 に渡辺昭夫会員 (東 京大学 )に 後
を引き継 ぐことにな りま した。 これまでの怠慢 と不手際
をお詑び します とともに,新 任者 に対す る御支援 と御協
力をよろ しくお願 いいた します。

おかけ したことをお詫びいた します。なお,本 号掲載 の
各部会 。分科会 の概要 に関す る原稿は 7月 15日 を もって
締切 らせていただ きま した。(S)
「日本国際政治学会 ニ ューズ レターNo48J
(1989年 7月 25日 発行)

発行人 有賀
編集人

機 関 誌 刊 行 予 定
(号 数

) (特 集題 目)

小此木政夫 198910
健

佐藤 栄一 〒 226横 浜市緑区

TEL.(045)922‑4561

)

93「 国際政治経済学 の模索」野林

貞

三保町32 東洋英和女学院短期大学

(編 集委員 )∈」行

92「 朝鮮半島の国際政治」

機 関 誌 『 国 際 政 治 』 第 95号

印刷所

90 1
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