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早 慶 外 交 事 始
―一 日本 外交 史上 の 大 隈 と福 澤――

内
日本外交史 を絡 けば,条 約改正で隻脚 を失った大限重
信は,外 務大臣の印綬 を帯 び ること四回 と華 々 しい足跡
を見せてい るのに,三 日の方は,戦 後 に僅 か藤山外相が
出ただけであるか ら,早 慶外交戦 では文句 なしに早稲 田

山 正

月熙帳 應義塾大学)

ったの も,福 澤 の方が大隈 よ り先 であった。 しかし,眼
中幕府な く,幕 府 の撰夷論者 と意見を異にしたため,帰
国 と共に外国奉行 に謹慎 を命ぜ られた。 いわば,反 体制
の故を以 て外交官 の職 を去 ることになったが,雨 後福澤
は,維 新後 も政府 に仕 えず ,権 を頼 らず,野 に在 って時

に軍配が上 るかに見える。た しかに外政家 としての大隈
の業績は抜んでてい るのに対 して,こ れに対する福澤諭
吉 は,全 く官途 につかず無冠無爵 に徹 したか ら,外 交 の

代 の木鐸 として終始 したのである。
これだけ見れば,福 澤は外交官 としては未完成 で特 に

槍舞台には登場 していない。
しか し,大 限に較 べ て福澤が 日本外交史上無為無名の

見 るべ きものな く終 った といわれ るかも知れないが, 日
本外交史上看過出来ないこ とは,福 澤が 日英 同盟の最初

ままであった とされ るな らば,こ れには一言なきをえな
い。まず,先 に外交 に手を染めた とい う点か らいえば

の主唱者であ り,ま たその実現に蔭 の力 となった ことで

福澤 の方が スター トか ら断然大隈 を リー ドしていたから

世紀初頭 の 日本 と英 国 との格差は大変なもので,そ の頃

である。 安政 6年 (1860年 ), 福澤は幕府 の使節団 の一
員 として,軍 艦咸臨丸で渡来 したのであるが, この とき

英国 と同盟することな どは,月 とすっばんの縁組 にひ と
しかったのである。 この とき福澤は, 日英同盟 の必要を

大隈は佐賀藩か らの随行者 に選抜 されず志 を遂げなかっ

説 いてやまず,そ れが当時 の為政家を動かした のみなら

たか ら,外 国の地 を一足先 にふんだのは福澤の方であっ

ず,具 体的な献策指導などに関与 していた節 がある。

,

た。福澤がわが国最初 の外国公式使節団 にカロわ り,帰 国
して幕府 の外国方に召出され,27歳 で翻訳方 とな り,外
国使臣の外交文書 の邦訳 に従事 したことは,福 澤が外交
官 として一歩 をふみ出 したことになる。更に 2年 後 の文
久元年 ,再 びまた幕府 の遣欧使節団に加わ り,英 仏露普

ある。今 でこそ 日英同盟は当 り前位 に考 え られ るが,20

日英同盟 の真 の功労者は, ロン ドンに在 って英国外相

Lansdowneゃ 独代理大使 Eckardstdnと 接触 して 日英
同盟の地固めをし,更 に最後 の詰 めに入 っては, 日本政
府 の訓令 を拡大解釈 し越権行為 までして英国側 の同意 を
とりつ けた駐 英公使林重 であった。 この林 は福澤の近縁
である。林 の長女菊 は,福 澤 の次男捨次郎に嫁 している

な ど先進諸国を訪れ て帰国 したが, この洋行か らの体験
に基 いて,「 西洋事情」を著 したのであった。 直接外交

が,林 の親英主義は,福 澤 によって吹 きこまれ ていた と

には関係 ない けれ ども,開 国当時,西 洋文明へ限を開か
せた珠工の西洋入門のベス トセ ラー「西洋事情」が偉大

味 の生みの親 であった とい えよ う。

考えて も失当ではなかろ う。福澤は, 日英同盟 の真 の意

な役害Jを 果 したのは,ひ ろ く西洋文明を平易に紹介 した

早稲 田の大隈は,外 相 として国内にあって条約改正で

こ とにあるが,そ の第二巻で「外国交際」の項 目を設け

名を残 したが,彼 は,外 国を一度 も訪れた ことがなかっ
た。パー クス公使 などと折衝 して外交 の苦労は非常にし

て,外 交 の何たるや を紹介 してい ることは 注 目に値 す
る。それは,外 交 はこの外国交際 の略であるとして見事
にその本質 をとらえて,今 日もその意義 を失わない。

たにしても,外 交官 としての海外体験はなかった。 ここ
に実際 に外交官 として 日本外交 にかかわったのは,福 澤

慶応 3年 ,福 澤は再び渡米 して,今 度 はワシン トンで
ブライアン国務ワ
自
1に 会 っているか ら,実 際 に外交 に立合
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である点か らも,早 慶外交戦はタイであった といえるの
ではないだろ うか。

研究分科会 の近況

年 10月 29日 の本学会秋季研究大会開催時に行われた最初
の会合では,当 部会 の性格 と運 営方法 について討議 し
つ ぎのよ うな内容 の合意が得 られました。
,

日本外 交 史部 会
大 畑 篤四郎

第一に,当 部会 の研究対象 とす る時期を現代―一 とく
に第二次大戦以降 とす るこ と。

(早 稲田大学)

本 レ ター第 3号 に報告 した研究会 につづ き, 日本外交
史研究分科会は次 の よ うな研究活動を行なってい る。合
同研究会 の場合を除 いて,研 究会はす べ て早大で行なっ
ている。

および 日本 とし, くわえて華僑問題,辺 境問題 に関連 し
て他 の必要な地域を包括す ること。

(1978年 )

4月 22日
5月 13ロ

第二 に,研 究 の方法 としては,「 地域研究」 的なアプ
ローチを主 とし,対 象地域は東 アジアーー 中国本土,香
港・マ カオ,台 湾,朝 鮮半島,モ ンゴル, ソ連領 アジア

工藤美知尋 (東 海大)「 日本海軍 と比率主義」
ナ
曽田弘 (神 奈川大)「 戦後 日本外交史研究 の

第 二に,研 究会は毎年お こなわれ る春,秋 の学会開催
日の前後に催 し,そ れ以外にも年 2回 ほ ど東京 にて開催

諸動向」
6月 30日 波多野澄雄 (慶 大大学院)「 昭和外交史研究
の諸動向」

す ることc

9月 4日

範囲にわたってお ります。 したが って当面は,各 会員 の
個別テーマにもとづ く研究報告を主眼 とし,そ れ らの研

別枝行夫 (成 嘆大学院)「 日本国政府 の対外政策決定
過程―一 日中国交正常化を例 として一一」

究活動が一定の成果を収めた うえで,共 通テーマを設定

草野 厚 (上 智大大学院)「 戦後 日本 の外交政策決定
過程―一岸 内閣の対華政策を中心 として一―」
本研究会は東 アジア国際政治史研究分科会 の研究会 に
われわれが参加 させていただき,両 分科会 の合同研究会
とした。
10月 27日

野村 実 (防 衛庁戦史部)「 国際軍事史学会
オ タワ大会 について」
2日

長谷川雄一 (慶 大大学院)「 満州農業移民 の
へ
国策化 の道程一一 昭和七年の第一次試験移民送出を

12月

めぐって」

3月 31日

しての研究会運営などを考えてみたい と思 っ て お りま
す。
本年 2月 17日 に東外大 で行われた第 1固 定例研究会で
は,伊 原吉之助会員による「登
「小平 と華国鉾」 と題す る
報告,宇 佐美滋会員 による「米中正常化 の諸問題 Jと 題
す る報告,な らびにそれ とタイ・ ア ンプさせた米中関係
にかんす るブック・レヴュー (石 山宏一,伊 豆見元顧i会
員 )を 行っていただき,流 動す るアジアの国際情勢 とそ
の方向性をめぐって活発な論議がかわ され ました。
次国の定例ワT究 会は,本 学会春季研究大会 のFTTl催 日前
後を予定 いたしてお りますが,当 部会への参加 ならびに

(1979年 )

2月 2日

現在,会 員数 は東京 のみならず全国各地か らのご参加
を得 て総勢45名 に達 し,会 員の方 々の研究関心領域 も広

大山 梓 (広 島大)「 征韓論 と征台論」
野村乙二朗 (都 立府中高校)「 大正外交史ヘ

の一視角――原敬 の政治姿勢 との関連 において一―」
さいわいにメンバーの御協力を得 て順調な研究活動を
行な うことができた。研究動向,書 評な ども含めて,今
後 も活発な活動をつづ けたい と思 ってい ます。または学

ご報告を ご希望 のかたは,下 記事務局宛 ご連絡 ください。
嶺雄研究室内

ト ラ ン ス ナ シ ョナ ル ・ リ ン ー シ ョ ン ズ
部会
馬

会創立20周 年記念特集号 につい て も,研 究活動 を基礎 と
して,中 堅,力 i進 の研究者の総力を結集す ることができ
た と思っています。今後 ともみんなの力で胡:究 活動を活
発 にしたい と思 ってい ます。

場

伸

也 (津 田塾大学)

今後 の活動予定
3月 24日 (土 )山 本 満 「国際関係 における経済」
4月 28日 (上 )梶 田孝道「国際政治学への社会学 か らの
提言」

東 ア ジア部 会
中 嶋 嶺 雄

4‑51‑21 東京外国語大学 中嶋
TEL(03)917‑6111(代 )Ex 322〕

〔〒114北 区西ケ原

(東 京外国語大学)

5月 26日 (士 )大 泉敬子 「NGOと 国連」
6月 30日 (士 )南 塚信吾「国境なき社会民主主義者一―
フランケ ル・レオー」

間オース トラ リアヘ 出張 していたこともあ り,本 格的な

7月 7日 (■ )三 輪公忠 「都市の国際性」
毎日午後 2時 〜 5時 まで,津 田塾大学国際関係研究所

スター トが遅れ,御 迷惑をおかけしてきましたが,昨 年

に於て開催 してお ります ので, どなたで もお気軽にお越

東 アジア部会 は,世 話役をお引受けした私 自身が一年

10月

を期 してその実質的な活動を開始 いた しました。昨
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し下 さい。

◇『戦 後 日本 の 国際政 治学』 の 出版 。配布

わる論文 も見 当らなかったので,15氏 を説得 し,そ の内
諾を得た次第です。 なお,細 谷論文はアメリカ国際政治

につ いて

学会 に,川 田論文はイギ リス国際政治学会にそれぞれ送
ご承 知 の とお り,わ が国際政治学会創立20周 年記念事
業 の一環 として,第 2次 世界大戦後の 日本 における国際
政治研究 の各分野の成果を展望 し,一 本 の書 にまとめて
出版す るこ とがかねてか ら決められ,学 会 の各研究会や
多数 の学会員 の積極的な協力を得て,鋭 意その実現方に
努めてまい りました ところ,ほ ぼ計画 どお りに作業 も進
み, 2月 末現在で若干を除 いてほ とん どの原稿があつ ま
りま した。 日下,Fp昂 1中 です。書名 は,学 会運営委員会
と拡大編集委員会部門代表者会議にはか り,『 戦 後 日本
の国際政治学』に決ま りました。 5月 の国際政治学会研
究大会 の ときに,学 会員 の皆 さんに配布できるみ こみで
(拡 大編集委員会委員長

す。

谷川栄彦)

◇ 1978年 度海外 交換論文 の選考経過 につい

1978年 度 におけるアメ リカ及び イギ リスの各国際政治

学会 との交換論文 の選考にあた り,ま ず28名 の第 1段 審

ることにしてお ります。
末筆なが ら,ご 協力をいただいた各段階の審査委員 の
皆 さんに厚 く御礼 申 し上 げます。
(交 換論文審査委員会委員長

谷川栄彦 )

海外留学記
「 ス イ ス と 日本 」
猪 口

孝

(東 京大学)

1977年 秋 か ら1978年 夏までスイスのジ ュネーブの国際

問題高等研究所で「世界 の中の 日本」 とい う演習を同研
究所 のシ ュタイナー ト教授 とともに 1年 間教えるために
客員教授 として滞在 したが,以 下はその成果 である.
1978年 1月 1日 号 の 「ル″″
″α′ご′G′ ′ υ
′
」 紙 (ジ ュ
̀′
ネーブでいえば 日経 に相当する)の 論説,「 欧州 :通 過

査委員 に対 し,わ が国際政治学会機関誌『 国際政治』を

してい くだけの頭脳」がのった。そこでは驚 いたことに
私 のこ とが「我 国の最高学府 にきている若 い アジア人の

はじめ他の研究誌や総合誌 に発表 された最近 5年 間の諸

客員教授Jと して とりあげ られ ていた。 日本 と米 国で教

論文 のなかか ら秀作を推薦 していただ くよ う依頼 してお

育を うけ, 日本 で研究教育に携わってい るが,そ のアジ
ア人の学者 はスイス, そ して欧州 を「benign neglectJ

りました ところ,18名 の委員か ら推薦 を い た だ き ま し
た。その うち 2名 以上の推薦 を得た論文は,下 記 の とお
りであ ります。

,

の態度でみてお り,欧 州を崇拝するとか,欧 州1か ら学ぶ
とい う気持をもたない。 このよ うなケース￨ま 単独 では残

細谷千 博 「1934年 の 日英不可侵協定問題 1,『 国際政

念だ とい うだけで どうとい うことはないが,そ れが積み

治』58号 ,1977年 。(6名 推薦)

重 なってい るのだ とした ら欧州の知的衰退,政 治的衰退

川田 侃 「世界不況 の政治経済学」,『 国際政治』60

の前兆であろ う。 しか し,欧 州では このこ とに気づいて
い る人は少ない。欧州を通過 してい く人に場所を提供す

号,1978年 。 (4名 推薦
山本吉宣

「戦争拡大の確率 モデル」
,『 国際紛争のモ

,(2名 推薦)

るだけとい う役害1を 果 し続けることを拒否 し,欧 州 とい
ういかだを大河の本流 に戻そ うではな い か。 一 とい う

「 日本 の東南 アジア経済援助 とその政治力

よ うな ことを主筆のクロー ド・モ ニエ氏は書 いてい る。

学」,『 国際政治』60号 ,1978年 ,(2名 推薦)

その 1週 間前 (つ ま リクリスマス)に 彼 の家 に招 かれて
楽 しく食事を した後,12時 を時計の針がまわった頃,ス

デル』,1976年
松本繁一

)

ついで,本 年 2月 17日 ,第 2段 審査委員会が開かれま
したが,た またま候補論文 の筆者 (細 谷・川田両氏)も
委員 として出席 されていましたので,審 査委員会 の よ り
活 発・公正な審議 をはかるため,両 氏に退席 していただ

イスを,そ して欧州を どう思 うか ? とい う話にな り
直載 に話すいつ もの くせで,上 記 の研究 所 の 教 育 と研
,

き,第 1段 審査 の結果を尊重 しなが ら,諸 般 の事情を も

究, とりわけ私がなにかを言え る分野,つ まり政治学 と
日本研究 でのそれはまことにお粗末であると具体的な例

考慮 に入れて慎重 に審議 した結果,細 谷論文 と川 田論文
を交換論文 とす ることに決定いた しました。

をあげて言 った。それに対 して,モ ニエ氏は研究所 の部
分 については同感 であるが,ル ソーだ とかボル テールだ

そこで,筆 者 としての御両人 にその 旨を伝えました と
ころ,第 1に ,新 進気i6Lの 方 の論文を選ぶ ことが望 まし
い,第 2に ,両 氏 とも選考委員であるので誤解を招 くお

とか欧州の とりわけフランス語圏 の「偉大な知的伝統」
を語 り,ひ どくエモーシ ョナル に興奮 し,帰 りの送 り車
の後席 の私達を冷や冷や させ るほ ど乱暴 な運転を した。
(フ ランス系の人はいつ もそ うなのかもしれ な い が。
)

それがある,と い う二つの理 由を挙げて 目 辞 され ま し
た。 しか し,委 員会 としては,各 段階 の審査は厳正に行
なわれたものであ り,か つ本年度 につい ては両論文 に代
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上記の論説はこの感情 の高ま りを経た後 の第二段 日の反
応 である。 4月 ,グ ル ノーブルで全欧政治研究 コンソー

シアムの ワークシ ョップ (そ の数,数 十にのば り,数 百
人 にのばる参加者は全員論文を提出, 1週 間の間対話を

要因であった と主張 したが,対 外政策決定過程 自体につ
いては,十 分な検討を行っていない。 これは拙著の焦点

する)に 参加 した。イギ リス,オ ランダ,ス カンジナ ビ
ア諸国か らの政治学者 の参加が多 く,水 準 もなかでは高

が対外問題を争′
点とす る政治運動 にあったか らであ り
,

また対外政策決定 にかんす る仕事 の進展 度 合 か らみ て

く,ス イスをはじめとする大陸諸 l■ lは 両方 において正反

も,一 応対外硬運動を独立 さして一書 にした方 がよい と

対 であることを観察 した。米国の大きな学会ほ どではな
いが,そ の組織能力 と参加意欲には称鑽すべ きものがあ

判断 したからで もある。また もっと広角な,近 代 日本 の

った。 このことで欧州を少 し見直 したが,ス イスについ
ての意見はその後 も変っていない。実際, 日本は大陸諸

政治において対外問題,対 外関係 が どの よ うな位置を占
めていたのか とい う問題 と関連 させたかたちの議論 も展

国,と くにスイスに似てい るのではないか と思 う。 1)過

開 していないので,こ れ らはいずれ果 さな くてはな らな
い と思ってい る。 これ らの作業を展開す る上で,対 外硬

去15年 間に急速に金持になったが, 2)大 学 に活 気 が な
く, 自己満足 の風がみなぎってい る。

運動 に参加 しなかった政治勢力 と対外 硬 派 との 対 }ヒ
「 もう少 し長期的な歴史的展望についての 〔
運動者 の〕

スイスには知的刺激 は少なかったが, 日本 にいる時 と
異 な り雑用 もな く,「 通過 してい くだけの頭脳」ではあっ

認識」の検討 とい う小山博也氏 の御指摘

たが,有 益 な一年であった。昨年,『 外交態様の比較研究
―一 中国 。英国・ 日本』(巖 南堂)を 刊行 したほか,外 交

現在すすめている トップ リーダー官僚 レベル における
対外政策決定過程に関す る仕事の一 つは 陸 奥 外 交 で あ

′
ο″ιSο Jι ″ο
θ
交渉 の研究 の成果 が「Bθ 力αυ
」(Nov.1978)
′
πα″ο
″α′Ottμ ′
′
l‑7″ ′
0″ 」(Spring 1979)に のる
と 巨%′ ο

ておいた ものである。陸奥の「外交内憂論」は列強 の圧

ことになった。又 ,「 日本 の政治経済 システム」や「 日本
の政治学」につい ての論稿 も今年中に出る予定である。

迫干渉 もきることなが ら,国 内の政治が外交を拘束す る
面が大 きいこ とを強調 したものである。そのよ うな国内

日本 もスイス と同じよ うに,外 国人 に「benign neglect」
でみ られ ているのではないか と思 うと残念であるが しよ

政治条件 として対外硬運動 もはい ってい るが,陸 奥は ト
ップ リーダー官僚間 における対立抗争が 自己の外交遂行

うがない。

,

(『

週111読 書人』

第 1235号 )は 有益であ り,こ こに謝意を表 しておきたいc

る。 これは拙著でも部分的に検討 し,ま た別稿を約束 し

の大きな拘束要因であることを も表明 したのである。拙

新

著

余

著 で とりあげた山県派i=問 題 もこの力学がはた らいてい
る。 この仕事 は単発論文のつ もりであったが,い つの ま

滴

にか膨れ あがってい きそ うな形勢にある。

『 近代 日本 にお け る対外硬運動 の研究』

会員 による新著

(東 京大学出版会)

酒

田

正

敏

現在私は 日本近代 における対外政策決定過程に焦′
像を
しばって仕事を している。まだ私が研究生活にはい りは

阿部 14松 『 アメ リカの政治』公論社
板垣雄 三編『 中東 ハン ドブ ック』講談社
伊藤勝美『 フランス系 カナダ問題 の研究―一 少数民族問

じめのころ,私 は外交研究 に どうもなじめず,そ の後遺
症が 5・ 6年 前,対 外硬運動 にとりくみはじめてしば らく
「究
経 つ まではまだ残 っていた。 とい うのは従来の外交り
が どうも平板 に感 じられたのである。 アウ トプ ッ トとし
て政策意図が十分に説明されないか,政 策意図をす ぐ国
益や特定 の理念に一義的に結びつけてしま う議論 に多 く

鰯和53年 後半)

題 とカナダ連那の試練』成文堂
入江昭『 日米戦争』 中央公論社
R・ イ ングルハー ト (三 宅 一郎・金丸輝男・宮沢克訳)
『静 かなる革命―一政治意識 と行動様式 の変化』東洋
経済新報社

以後外交研究史をた どってみると政策選択肢の多様性 と

内山正熊『 西洋外交史』慶應通信
江 口￨卜 郎 ほか編『職換期の 世界』三省堂
奥村房夫『 国際政治へのアプローチ』前野書店

実際のアウ トプ ッ トとは別の政策選択 の可能性を示唆す

尾上正男編『政治学慨説』7FL洋 書房

る深みのある研究があることがわかってきた し,ま た 自
ら対外政策決定過程 につい て検討 して い る と,Fordgn

加茂雄三『世界の歴史 (23)ラ テンアメ リカの独立』講

1妾

していたわ けである。対外硬運動に とりくみはじめて

でも呼ぶべ き局面が明 らかになってき
て,現 在 では外交文書 が私の必須資料 とな っ て き て い

l)olicy Politicsと

談社
菊地昌典 ・ 山本満『北京 。新歴紀行―一 革命と民衆を訪
ねて』筑摩書房
木村和夫『 イ ン ドの安全保障―― イン ド洋 とイン ド亜大

る。
ところで私は拙著で対外硬運動が対外政策決定 の拘束

―‑ 4 ‑―

陸 の軍事学』教育社

高坂正尭『 古典外交 の成熟 と崩壊』中央公論社
B・ I・ シ ュウォル ツ (平 野健一郎訳 )『 中国の近代化 と
知識人一―厳復 と西洋』東大出版会
銭穆 (王 子天徳 。大沢一雄訳)『 中国政治制度史論』 南
窓社

央公論社
中曾根康弘『新 しい保守 の論理』講談社
西川潤『 不確定時代 の選択一‑80年 代 の世界秩序 を求 め
て』ダイヤモン ド社
花井等『 国際関係論』東洋経済新報社

高橋悠 。畝村繁『 国際法』青林書院新社
高畠通敏 ・関寛治編『 政治学』有斐閣

グ
′
お″′
Nobuya Bamba and JOhn F, Howes ed5̀ fン ε

高林秀雄『海洋開発の国際法』有信堂高文社

本間長世『 ア メ リカ政治の潮流』中央公論社
毛利敏彦『 りI治 六年政変 の研究』有斐閣

‐
ゲ
″」
α
》 ″,卜 1liner,a Press

東京外大海外事情研究所『社会主義諸国 とその国際環境
に関す る研究』東京外大
永井陽之助『 冷戦 の起源一―戦後 アジ アの国際環境』中

リッカー, J・ セー ウェル (馬 場伸也,井 上真蔵
野林健 ,砂 田一郎訳)『 カナダの政治』 ミネル ヴ ァ書房

J・

,

1979年 度春季研究大会 のお知 らせ
日
時 :5月 19日 (土 ),20日 (H)
場
所 :慶 應義塾大学三田校舎
共通テーマ :日 本外交 の行動 と歴史
受 付 開 始 :午 前 9時 30分

第 2日 (5月 20日
「戦前の日本外交

第 1日 (5月 19日 )
「戦後 日本の対タト行動 (1)」 部会
(午 前 10時 〜12時 15分 )
対 日占領政策 の転換 と冷戦
五十嵐武士 (東 京大学 )
占領後期の対 日政策 と冷戦
茶
郁彦
「 ミクロネシアJ部 会
(午 前 10時 〜12時 15分 )
ミク ロネシアの1子 来
甲山 員司 (法 政大学大学院)
ミク ロネシア1■ おける第 2次 大戦後の政治システ
ム と文 化
高橋 康昌 (群 喝大学)

(午 前 10時 〜12時 15分 )
終戦外交 にお ける対 ソ交渉 の構想 と実際
斎藤 治子 (上 智大学)
「 日米交渉 1過 程における日米 の認識 の相違
須藤 真志 (京 都産業大学)

「戦後 日本の対クト
交行動 (3)」 部会
(午 前 10時 〜12時 15分 )
岸 内閣の対 中国政策 と台湾
草野
池井

日華協力委員会

厚 (東 京大学大学院)
優 (慶 應義塾大学 )

「対外行動の理論J部 会 (午 前 10時 〜12時 15分 )
イヴェン ト・ デー タによる38ケ 国比較 の試み
(1959〜 68年 )

総 会 (午 後 1時 30分 〜 2時 30分 )
研究分科会 (午 後 2時 30分 〜 3時 15分 )
「戦前の日本外交

(2)J部 会

ディスカッサリ ト

(1)J部 会

野林
猪口

健 (同 志社大学)
孝 (東 京大学)

研究分科会 (午 後 1時 30分 〜 3時 )

(午 後 3時 15分 〜 5時 30分 )

シンポジ ュウム「 日本外交 と国家 目標 J
(午 後 3時 〜 6時 30分 )
ル・ インタレス ト
ョ
としてのナシ
ナ
目標
国家

新四目借款団の形成をめぐる陸軍 と外務省
熙錫 (韓 国外務部外交安保研究院)
申
森格外務政務次官登場の政治経済史的諸前提
彦 由 一太 (玉 川大学)

大畠 英樹 (早 稲 田大学)
日本外交 "低 姿勢論"
ユ泉
敬 (京 都産業大学)
日本外交の思想
鳳 (広 島大学)
栗野
デ ィスカ ッサ ン ト

「戦後 日本の対タト
行動 (2)」 部会
国際連合 における日本 の態度
斎藤 鎮男 (慶 應義塾大学)
戦後 (1945〜 60年 )の 日本外交
高橋 通敏 (鹿 島平和研究所 )

中嶋 嶺雄 (東 京外国語大学)
鳴場 伸也 (津 田塾大学)
寛治 (東 京大学)
関
蛭山 道雄 (上 智大学)

「資源 ,エ ネルギー問題J部 会
石油危機 と非産油途上 国の適応行動
猪「 1 邦子 (エ ール大学大学院)
孵i国 際 子力秩序 形成 に対す る日本 の関与i曇 程
'ボ
田中 靖政 (学 習院大学 )
懇親会 (午 後 5時 45分 〜 7時 15分 )
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ヾ
資 料 セ ンター め く り
ア ジ ア 経 済 研 究 所
松

本

繁

一 鋼 査企画室長)

アジア経済研究所 (特 殊法人)は ,創 立以来ほぼ20年
を経過 し,わ が国最大の「発展途上地域研究・資料 セン
ターJと して,海 タトでは lDE(Institute of Developing
Economies,Tokyoの l16),国 内では「 アジ研 」と呼ば
れて名が通 っている。 ことに,最 近は世界 の政治・経済・
文化 の交流 あるいは相互依存関係 の進展を反映 して,国
際合同研究 プ ロジェク ト「 世界 の中のアジア」 (1977〜
78年 度)を はじめとする各種 シンポジ ウム (例 えば78年
3月 「変動する世界 の 中の東南 アジア」, 79年 3月 「 ア
ジア開発戦略 の新方向」)が 相次いで開催 され, 欧米
アジア,大 洋洲などの諸国から第 一線 の学者・研究者を
,

集 めて活発な報告,討 論 が行 われ るな ど,ま さにアジ研
を舞台に トランスナシ ョナルな南北対話が進んでい る.
さて, この ような国際研究交流 の重要な一翼を担 って
い るのが図書資料部 のライブラ リー活動である。 アジ研

図書1高 の79年 2月 末現在 の蔵書は 日本語 。中国語 。朝鮮
語関係 で計50,432冊 ,そ れ以外 の洋書が95,705冊 で合計
146,137冊 である。 英語文献 が多いが,中 国語, ヒンズ
ー語 ,タ イ語 ,イ ン ドネ シア語な ど現地語第一次文献資
料 も少な くない。発展途上国の社会科学分 野の文献を こ
れだけまとまった形で所蔵 している研究機関は世界にも
そ うザ ラにはない, と自負 してい る。例えば現代中国に
関 しては解放前 の中国共産党関係新聞雑誌 か ら解放後50
年代, 60年 代 の政治, 経済, 社会等 の根本資料 に至 る
まで貴重なものをそろえ,「 岡田謙文庫」には台 湾 に 関
す る民族学,社 会人類学的に価値 の高 い ものがあ り,イ
ン ドネシア関係 ではToS・ ラッフルズの古典的名著
ル s′ ο
α (1817年 )や 「岸幸 一資料J(主 著『 イ
ッ グ ルυ
ン ドネシアにおける日本軍政 の研究』関係 の南方軍政
戦後 日本・ イン ドネシア関係な ど)が 内外 の研究者 か ら
注 目されてい る。
このほか,ア ジア・ アフ リカ・ ラテンアメ リカの経済
開発計画等の政府統計資料や発展途上地域をほ とん ど網
羅 した 5万 分 の 1地 図なども収集,利 用 に供 してい る。
館内閣覧は大学生以上 あるいはそれ相当の人に限 られて
い る。
,

,

事務局 ニ ュ ーズ
新

入

会

員

編

集

後

記

学会活動や会員 の活動 につい ての情幸F交 換を 日的に こ
のニ ューズ・ レターが生まれ てすでに二年 になる。第 1
号か ら6号 まで,ス タイル も定着した ところで編集 スタ
ッフの昴1新 も考え られたが,松 本主任 の もと旧スタ ッフ
に加えて,新 しく横山宏章氏 (明 治学院大)の 若 い力を
借 りるこ とになった。
これまで通 り年 4回 発行を続 ける方針だが,内 容的に
は,単 なる連絡誌か ら,会 員諸賢 の率直 で熱っばい意見
交換 の場へ と脱皮 していければ と,念 じてい る。研:究 の
方法や資史料 の扱 い方などについ て,多 くの方 の所見を
心か らお待 ちしてい る。また海外 の研究機関の紹介,外
￨コ 人研究者 の声な どもとりあげ,紙 面をにぎやかにする
こ とも考 えてい る。
(KM)
昭和54年 4月 15日
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