
箱根会議 (1988�97)の研究 (1) 序論

芝 崎 厚 士�

1. はじめに

2. 研究対象としての箱根会議 基本的性格

3. 研究方法

(1) 研究の方法と計画

(2) 本稿の射程

4. 箱根会議の概要

(1) 日時� 場所� 名称� 形態
(2) 主催組織� 事務局� 後援� 予算
(3) テ�マ� プログラム� 参加者数
(4) 主要人事

5. 暫定的時期区分

6. 今後の課題

付 箱根会議基本資料一覧 �2008年 11月現在�

�以上本号�

�以下次号�

箱根会議の研究 (2) 本論 1

第 1部 初期 1988�90 会議の創設と草創

期の展開 �仮題�

1. 会議創設過程

2. 第 1回会議

3. 第 2回会議

4. 第 3回会議

箱根会議の研究 (3) 本論 2

第 2部 中期 1991�94 会議の第一の変容

と発展 �仮題�

1. 第 4回会議

2. 第 5回会議

3. 第 6回会議

4. 第 7回会議

箱根会議の研究 (4) 本論 3

第 3部 1995�97 会議の第二の変容と �発

展的解消� �仮題�

1. 第 8回会議

2. 第 9回会議

3. 第 10回会議

箱根会議の研究 (5) 結論

1. 総括

2. おわりに

補 �第二次箱根会議� について

1988年に創設され� 1997年に発展的解消を遂げた箱根会議は� 国際交流の実践者� 観察者が集まり
議論を行った� 日本で最初の本格的な国際交流関係者の全国規模での交流の場であった� 本研究は�
10年間にわたった会議の創設過程と会議の実相を実証的に解明し� その歴史的意味を明らかにし� そ
の現代的な意義を考察することを目的としている�
本稿はその序論として� 基本的な問題意識を述べ� 研究対象としての箱根会議の基本的性質を考察
し�さらに現時点で判明している基礎的な事実を整理した上で�以降の研究ストラテジ�を模索する�
箱根会議は� 重要であるが故に研究されることが少なかった会議であり� 一次資料が散逸しているた
め実証が困難な性格を持っているため� 関係者への聞き取り調査と資料提供依頼を同時並行的に行っ
ていくことが� 基本的なストラテジ�となる�

キ�ワ�ド� 国際文化交流� 箱根会議� トランスナショナリズム� グロ�バル市民社会論
Key words : International Cultural Relations, Hakone Conference, Transnationalism, Global Civil Society

� 駒澤大学グロ�バル	メディア	スタディ�ズ学部講師

� 1 �



1. は じ め に

本研究の第一義的な目的は� 1988年から1997

年まで開催された通称 �箱根会議� を実証的に

解明し� その意義を歴史的に定位することにあ

る� そして� その検証を通して� 近現代日本の
�トランスナショナリズム� の歴史的位相を解

明し� 現在および将来の国境を越える思想と行

動のあり方に対するインプリケ�ションを獲得
することが� その延長線上にある目標である�

�箱根会議� は� 2001, 02年にも開催されてお

り� 前者を �第一次箱根会議�� 後者を �第二次

箱根会議� と称することもある� 本研究は基本

的に �第一次箱根会議� を研究対象とし� 特段

の断りがない限り� �箱根会議� を �第一次箱根

会議� の意味で用いる� その理由は� �第一次世

界大戦� と �第二次世界大戦� の例を想起する

までもなく� 両方の会議の連続性� 断絶性その

ものに議論の余地があり� 現段階ではその点に

対する判断を留保するべきであると考えている

ためである�

�箱根会議� は� 全国規模で国際交流の �担い

手� たちが一堂に会した� 日本で最初の国際交

流活動の理念� 実践に関する交流の �場� で

あった� �箱根会議�を一言で表現する言葉とし

ては� �ネットワ�ク�などをはじめとするさま
ざまな候補が存在するが� 当事者たちが使って

いたさまざまな言葉や� 研究者の視点から形容

しうるさまざまな言葉のうち� どの言葉が最も

ふさわしいのかということ自体が本研究の重要

な検討課題であり� 研究の初期段階において

は� あえて �場� という曖昧な言葉遣いを採用

することとする�

本研究の第 1の課題は� 80年代末� 冷戦終焉

直前の時期から� 90年代後半� バブル経済の崩

壊� アジア通貨危機を経て日本の ODA予算の

削減が始まる直前の時期に� なぜ� このような
�場� が登場したのか� その �場� はどのように

運営されたのか� その �場� でどのような議論

がなされたのか� その �場� を支えた思想や行

動はどのようなものであったのか� その �場�

はどのように発展� 変質していったのか� なぜ
�発展的解消�を迎えたのか�その �場�が当時�

参加者に�参加者の周囲に�そして日本社会に�

さらに世界全体に対して持った意味は何か� と

いった点に答えること� すなわち� 箱根会議の

実相とその歴史的意味を内在的に解明すること

である�

第 2に� 箱根会議の研究を通して� 近現代日

本における� 国境を越える行動と国境を越える

ことに関する思想の包括的な総体� という意味

での �トランスナショナリズム� の歴史的位相

を解明することが� いわば外在的な目的であ

る� 本研究では �トランスナショナリズム� を�

ある特定の歴史的現象のみをさす名辞としてで

はなく� 研究者の視点からみた分析概念として

とらえる� 通常� 国際関係論におけるトランス

ナショナリズムは� 60年代末から 70年代初頭

の時期1に� 相互依存論との関連において� 国家

中心主義的な国際関係把握に対するある種のア

ンチテ�ゼとして� 多国籍企業やNGO� 各省

庁� 国際機関� 個人などがヒエラルキカルな国

内秩序の制約から比較的自由に� 外交担当官庁

を経由せずに直接諸関係を形成する現象として

把握されるようになった� 現在� トランスナ

ショナリズムはいわゆるグロ�バル市民社会論
(GCS)2もしくはトランスナショナル市民社会

1 Robert Keohane and Joseph S. Nye Jr. eds.,

Transnational Relations and World Politics, Har-

vard University Press, 1971.
2 Mary Kaldor, Global Civil Society: an answer to

war, Polity Press, 2003 �山本武彦ほか訳 �グロ�
バル市民社会論� 戦争への一つの回答	 法政大学
出版局� 2007年
� カルド�らが中心になって
2001年以降 Sageから発行している年鑑 Global

Civil Society (2001�)も参照のこと�
3 目加田説子 �国境を越える市民ネットワ�ク� ト
ランスナショナル�シビルソサエティ	 東洋経済
新報社� 2003年�
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論 (TCS)3� トランスナショナル社会運動
(TSM)4ないしはグロ�バル正義運動 (GJM)5

といったグロ�バルなアクティビストたちの運
動6の文脈において語られることが多い� この

理解に立つと� トランスナショナリズムは� 国

家中心主義� ひいてはナショナリズムと基本的

には対抗関係に立ちつつ� それらとグロ�バリ
ズムないしはコスモポリタニズムの間を媒介す

るような概念として� 基本的には理解されるこ

とになる�

いっぽう� 本研究ではトランスナショナリズ

ムを� 価値中立的な概念としてとらえ� 上記の

ような比較的運動論�実践論に近いかそれを含

む立場からの理解とは一線を画した形で用い

る� なぜなら� �国境を越える諸活動�諸現象�

と� それらに対する価値付け� 意義づけは� 必

ずしも一意的に決定できるものではなく� 運動

や実践の当事者たちの自己理解における価値づ

けや意義づけと� その活動や現象が世界に対し

て持つと観察者である研究者が判断する価値づ

けや意義づけは� 必ずしも一致するとは限らな

いためである� また� 両者の価値づけ�意義づ

けのギャップを的確に理解し説明しようとする

ことは� 両者を混同することよりもいっそう�

学問の本来的な役割に忠実な営為であると考え

るためである� むろん� 政府や外交担当官庁を

経由せずして直接 �国際� 的な関係を結ぶ� と

いう点は上記のトランスナショナリズムと本研

究のそれとは特に概念規定上の変化はないが�

そのことをどのように価値づけるか� という点

に関しては� 歴史上様�なバリエ�ションがあ
り得る� と考える点に違いがある� そして� そ

のバリエ�ションの形成と変容をみることで�
少なくとも近現代の国際関係ならびに世界に対

する人�の認識のありかたを逆照射していくこ

とを� 目標としている�

こうした視座からみると� トランスナショナ

リズムは� 歴史的文脈次第ではナショナリズム

を代弁する思想や行動として機能することもあ

れば� ナショナリズムと対抗関係に立つことも

ある� ということになる� 同じことは� トラン

スナショナリズムといわゆる �国際主義� の関

係についてもあてはまる �さらに言えば� ナ

ショナリズムと国際主義の関係もまた� 一意的

に決定できるものではない	� トランスナショ

ナルな思想と行動は� ナショナルな思想と行動

を強化するものとして意図されたり機能したり

することもあれば� ナショナルな思想と行動を

突き崩すものとして意図されたり機能したりす

ることもあるのであって� それらの関係は一意

的には決定し得ないものである7� さらに� トラ

ンスナショナリズムは� ナショナリズムや国際

主義との対抗関係にそれほど拘泥せずにグロ�
バルな諸関係をめぐる思想と行動 �グロ�バリ
ズム	 に直接接続しうるものとなることもあれ

ば� さらに� グロ�バリズムからみて� かえっ
て足かせになる場合もある�こうした� �国境を

越えるということ� に関する価値づけの形成�

変遷の歴史をたどっていこうというのが� 本研

究のもくろみである� いってみれば� トランス

ナショナルな思想と行動の歴史性を解明するこ

とは� それぞれの時代において人�がこの世界

4 Jackie Smith, Charles Chatfield, and Ron Pagnucco

eds., Transnational Social Movements and Global

Politics: Solidarity Beyond the State, Syracuse Uni-

versity Press, 1997.
5 Donatella Della Porta ed., The Global Justice

Movement: Cress-national and Transnational Per-

spectives, Palgrave, 2007; Della Porta et al. eds.,

Globalization from Below: Transnational Activists

and Protest Networks, University of Minnesota

Press, 2006.
6 よく知られた文献としては� Margaret E. Kece,

Kathryn Sikkink, Activists Beyond Borders: Advocay

Networks in International Politics, Cornell Univer-

sity Press, 1998.

7 これらの点に関する原初的な考察として� 芝崎厚
士 �戦前期の日米学生会議� 
国際政治� 第 122号
�1999年 9月	 および �田中耕太郎の国際文化論�

国際関係論研究� 第 13号 �1999年 3月	�
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をどう理解し� その世界に対してなぜ� どのよ

うに働きかけようとしたのか� そしてその結果

として何が起き� 何が起きなかったのかとい

う� �世界と人間の関係� の歴史を� �国境を超

える思想と行動� という視座から解明すること

につながるのである� ここでは �トランスナ

ショナリズム� の理論的な問題や �定義� の問

題についてはこれ以上こだわらないが� �箱根

会議� を通して� 参加者たちが国境を越えた諸

活動をどう観念し� どう実践したか� という観

点から� 近現代日本におけるトランスナショナ

リズムの歴史性を解明することが� 第 2の課題

である�

第 3に�第 1�第 2の点を検証�考察すること

を通して� 現在の国際交流� トランスナショナ

ルな交流� グロ�バルな交流に対するインプリ
ケ�ションを得たい� 具体的には� 箱根会議以
後 10年を経過した現在の国際交流� トランス

ナショナルな交流� グロ�バルな交流の諸相の
あり方を� 箱根会議から得られた考察を通し

て� 見直す視座を獲得するということである�

むろん� この点は �今の活動は昔大事にしてい

たことを忘れている� といった形での含意とい

う形をとることもあれば� �昔大仰に考えてい

た難題を� 今では誰も彼もが意識することなく

悠�と乗り越えるようになった� という形での

含意となることもあろう� ここで重要なのは
�昔の思想と行動は時代遅れである� とすべて

切り捨てるか �今の思想と行動は軽佻浮薄であ

る�と切り捨てるか�という二者択一ではない�

箱根会議と現在の国際交流のあり方の位相差を

検出し� こだわるべき点をこだわらなくなって

いるのであればその変化の原因を考察し� こだ

わっていた点をこだわらなくなってよくなって

いのであれば� その変化の原因を考察し� 歴史

的に跡づけていく� ということである�

この点と関連して� 最後にもう一つだけ� 用

語の問題を指摘しておきたい� それは �国際交

流� という言葉の指し示す範囲について� であ

る� 本稿では� �トランスナショナリズム� に対

する扱いと同様に� 歴史的名辞としての研究対

象が言及する �国際交流� と� より包括的かつ

価値中立的な意味での �国境を越えたヒト� モ

ノ� カネ� 情報の移動� と定義される �国際交

流� とを区別し� 前者の歴史性を明らかにしよ

うとするという視座に立っている� 本研究が扱

う時代の �国際交流� は� 広義の �国際交流�

をすべて含んだものでは必ずしもなかった�

�開発協力�� �教育交流�� �市民交流� といった

言葉との関連を含め� �国際交流�という言葉が

指し示す領域の拡大�拡散�変容過程そのもの

を看取するためには� 当事者の自己定義 �主観

的であれ間主観的であれ� 意識的であれ無意識

的であれ	 と観察者としての研究者の見方を峻

別しながら検討していかなければならないとい

うのが� 本稿ならびに本研究全体での立場であ

る�

本研究の基本的な課題は� 以上の 3点であ

る� いささか大げさな表現を借りるならば� 本

研究は� 冷戦後の 20年の世界を歴史としてど

う語るか� �世界のなかの日本�をどう考えるこ

とができるのか� という問いの参照点として箱

根会議を考察の対象として選び取っているので

ある�

2. 研究対象としての箱根会議 基本的性格

箱根会議が研究対象として持っている基本的

な性格は� 第 1に� 会議を研究対象として観察

するべき研究者がほとんど存在してこなかった

こと� 第 2に� 会議に参加した実践者たちが会

議についてまとまった総括や考察を公表してこ

なかったということ�以上の2点に集約される�

箱根会議は� 日本の国際交流史のなかで無視

できない重要な意義を持っていたと考えられる

にもかかわらず� これまで研究対象となっては

こなかった� 国際交流の歴史に関する文献の中
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でも� その扱いはほとんどなきに等しいといっ

てよいくらい� 軽く� 小さいものであった� た

とえば� 松村正義氏の労作 �国際交流史�8では

箱根会議への言及はなく� 箱根会議の最重要人

物の一人でもあると同時に日本の国際文化交流

研究の最初かつ最大の貢献者の一人である平野

健一郎氏が中心となった国際文化交流研究会が

戦後日本の国際文化交流を総括した �戦後日本

の国際文化交流�9においてさえ� 箱根会議は付

随的に散発的な言及がなされるのみであり� 同

書末の労作である年表には� 箱根会議は掲載さ

れていない�

また� 箱根会議参加者による回想の類は� 散

発的に残されているものの� 会議を総括した書

籍や報告書類は� 計画された形跡はありこそす

れ� 刊行されてはいない� さらに� ウェブ上に

おける情報源としては� 会議 OBが作成した

ホ�ムペ�ジ10をはじめとするいくつかの断片

的な情報が存在するのみであり� それ以上に立

ち入ったことを知ることはできない� 箱根会議

は� 当時の日本の国際交流関係者の主要人物の

ほとんどが参加し� 官民双方の国際交流団体�

マスメディア� 官公庁などを広く巻き込んで

大�的に開催されるようになり� 同時代的には

社会の耳目をひいていた� にもかかわらず� 会

議を研究対象として研究することはほとんど行

われてこなかったし� また関係者が会議の回顧

や記録をまとめて公にすることも行われてこな

かったのである�

こうした言及の少なさは� 箱根会議が国際交

流史研究上の� ひいては国際関係研究上の研究

対象としてあまり意義がないということを意味

するのであろうか� 答えはむろん� 否である�

むしろこのことは� 箱根会議の研究�言及の欠

如には �吠えない犬	 
シャ�ロック�ホ�ム
ズ� の比喩が当てはまることを逆に浮き彫りに

している� と考えるべきなのである� つまり�

箱根会議は重要でないがゆえに研究されてこな

かったのではなく� 重要であるがゆえに研究さ

れてこなかったし� 研究することが困難だった

のである� 換言すれば� 箱根会議が研究されて

こなかった理由は� そのまま� 箱根会議という

事象の性格を表しているのである�

第 1にあげるべきなのは� 箱根会議はそれ自

体が国際交流活動ではなく� 国際交流関係者が

交流する場であった� ということである� 実践

者の立場からすれば� 何らかの主体が自己の
�事業	 として行った交流活動であれば� その
�実績	 をまとめ� 記録に残し� �成果	 を �報

告	 することは当然� 行われることであろう�

国際交流事業が� さまざまな自己以外の団体や

組織の協賛� 後援等による人的� 物的� 形式的

支援を仰ぐことによってなされるものである以

上� 事前� 事後におけるこうした記録� 報告が

必要となる� しかし� 箱根会議の場合� 意図的

な国際交流活動や事業を行う人�の交流とい

う� いわばメタ交流的な出来事として� 当初は

参加者を限定して開始され� それがいわば当初

の計画や構想をある意味で超えていくような形

で �発展	 していったため� 同会議を �事業	

として �報告	 し� 記録を残すという行為が�

必ずしも通常の事業と同様に残されるとは限ら

ない�

また� 観察者 
研究者� の視点からすれば�

国際交流研究を行う場合に� 研究者が真っ先に

目をやるのは� 事業としての交流活動それ自体

であり� 交流を担った人�の交流でないことが

基本的に多い� たとえば� 国際政治の研究が盛

んである以上には国際政治研究者
�

の研究は盛ん

ではないし� それ以上に国際政治学
�

会
�

の研究は

8 松村正義 �国際交流史� 地人館� 1996年 
新版�
2002年��

9 平野健一郎監修� 戦後国際文化交流研究会 �戦
後日本の国際文化交流� 勁草書房� 2005年�

10 箱 根 会 議 と は (http://www.bananaclub.org/

HAKONE/aboutsub2.htm)� 文 際 交 流 協 会
(http: / / www. bunsai. net / html / exchange-hakone.

htm)など�
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行われていない �むろんこのことは� 国際政治

学会に限らず� 学会という研究者の交流の場所

の研究に重要性がないということを� 必ずしも

意味しない��ということを想起すれば�この点

は首肯しうるであろう�

第2の理由は�箱根会議は�概して�会議を開

催して人�が集まることそれ自体が� 手段であ

ると同時に目的であるような活動であった� と

いうことである� 通常� �会議� には� 何らかの
�決定� を伴うものである� すなわち� ある議題

に関して意見を交換して� 何らかの言動に関す

る実践の是非についての決定に関する合意を形

成する目的で行われるのが会議であり� その決

定によって� ある範囲における社会的な変化が

もたらされることになるものであろう� しかし

箱根会議は� そのような通常な意味での合意形

成や決定を伴う �会議� とは必ずしも言えず�

むしろ集まることそれ自体に意義を見いだすよ

うな性格の �場� であったようである� その意

味で箱根会議は� �箱根会議の決定�に従って日

本の国際交流活動が明示的に変化した� といっ

たような明確な因果関係の有無によってのみそ

の意義を説明できるような �場� でもなかった

と考えられるのである� むろん� 会議に集まっ

た人�は �箱根会議の一員� というアイデン

ティティを程度の差こそあれ持ったであろう

が� そのアイデンティティに従って日�の国際

交流活動を行ったというわけでは必ずしもない

ようである�

箱根会議がこのような性格を持っていた� と

いう仮説が妥当であるならば� 箱根会議が当時

の参加者のそれ以後の意識や行動に� そして日

本社会に何らかの影響や変化を与えたというこ

とはできても� それが通常の会議や国際交流活

動�事業と同様なレベルで明示的に看取できる

ようなものではない� ということになる� むし

ろ参加者にとっては� 会議という �場� を通り

抜けることで各参加者がさまざまな刺激を得た

ことの中に会議の意義を見いだす� という部分

が少なくなかったともみることができよう� そ

の場合� 会議自体の �成果� や �評価� を総括

して公にする必然性は参加者の側から強くは出

てこないであろう� また研究者が会議の内容

を� 字面を追うことによってのみ詳らかにした

ところで� 書道における �実画� と �虚画� の

関係にも似て� 会議の �意義� にどこまで漸近

できるかというとそれは疑問であろう�

第 3に� それに輪をかけるのが� 国際交流の

実践者と観察者の距離の問題11である� すでに

指摘してきたように� 国際交流の歴史的な回顧

や総括は� これまで� 実践者によってなされた

ものがほとんどであり� 研究者によるよい意味

で detachした立場からの厳密かつ実証的な研

究はきわめて少なかった� しかも� 実践者に比

べて観察者の数は依然として少なく� それらの

観察者は多かれ少なかれ実践者と密接な関係に

立っていることが多い� こうした一般的な状況

に加え� 箱根会議には� 当時そしてそれ以降現

在に至るまで� 重要な役割を果たしてきた主要

な実践者と観察者のほとんどが� 参加し� 関与

しているため� 同会議に対して価値中立的な立

場から総括しうる研究者は� これまで皆無に等

しかったのである� あまりに重要な人物があま

りに重要に関与しているがゆえに� かえって研

究対象にすることが困難となっていたのが� 箱

根会議研究の困難さのある意味での最大の原因

である� とってもよいかもしれない�

以上が� 会議関係者にとっても� 国際交流観

察者にとっても� 会議を総括する� ないしは研

究の対象としてみることがこれまでなされてこ

なかったことの背景� また研究を行う上でのさ

まざまな障碍に関する構造的な要因である� し

かし� 筆者を含めたいわば �第二世代� にあた

11 この点に関する原初的な考察として� 芝崎厚士
	近代日本の国際文化交流
 有信堂高文社� 1999

年�
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る� 箱根会議が盛んに行われた時期に大学に入

学し� 学問形成を行っていった国際交流研究者

たちは�冷戦終焉 20年を閲してようやく�こう

した �第一世代� �この呼称はあくまで相対的な

表現である� ここで �第一世代� とは� 1983年

に日本国際政治学会に国際交流分科会が設置さ

れた時点を一つのメルクマ�ルとした� 主に研
究者レベルでの世代をさしている�� の国際交

流現象に関する実践者� 観察者を価値中立的か

つ実証的に解明することのできる状況に到達し

つつあると思われるのである� その意味からす

れば� 箱根会議を研究することは� 第二世代の

国際文化交流研究者そのものの自己形成の背景

にある時代状況を解き明かすという� 自らの存

立基盤を問うことでもあるかもしれない�

3. 研 究 方 法

(1) 研究の方法と計画

本研究では箱根会議の研究を� 関係者への聞

き取り調査と� 関係者が所持している一次資料

の分析という二つの柱をもとに� 進めていく�

さらに� その二つの柱を� 同時代的な日本およ

び世界の歴史的文脈や� ナショナリズム� 国際

主義� トランスナショナリズム� グロ�バリズ
ムといった国境を越えた人�の諸活動の理論的

枠組みをもとに� 歴史的� 学問的に意義づけて

いく� というのが基本的な方針である�

箱根会議研究の方法上の最大の難題は� 一次

資料の絶対的な不足� である� 第 1回会議から

20年�第 10回会議から 10年程度しか経過して

いないにもかかわらず� 現時点では会議の運

営� 実際の会議の内容等を知ることのできる資

料が散逸状態にある� 次節で検討するように�

基本的な情報である� 会議の準備段階における

運営形態と議事録� 本会議の公式な議事録� 予

算� 参加費等の財務� 会議の正確な参加者数な

ども�現段階ではその多くが不明である�また�

会議の実相を理解する上で資すると思われる�

写真� カセットテ�プ� ビデオテ�プなどの画
像� 音声� 映像記録についても� 二次的なもの

を除けば� 現状ではほとんどが見つかっていな

い�

資料散逸の原因として� さまざま点があげら

れるが� 根本的な問題として� 上述のような会

議の基本的性質も手伝ってか� 会議が会議とし

て記録の保存� 管理それ自体に腐心してこな

かったことは否定できない� また� 当時は手書

き	ワ�プロ	印刷機での文書作成からコン
ピュ�タでの文書作成	保管への端境期である
と同時に� 感熱紙を用いたファックスから電子

メ�ルへの端境期でもある� といった連絡媒体
の変化という点も� 資料の保存や維持を困難に

していたと推測される� 現在なら� 関係者の

ハ�ドディスク上に残されたファイルやメ�ル
をもとに一括して記録を索出することも可能で

あるが� この時期の資料にはこうした簡便さは

ほぼ� 通用しないのである�

以上のような状況を踏まえ� 本研究では� 関

係者への聞き取り調査および資料提供依頼を積

み重ねていくことによって� 会議の実像や関係

者の役割について理解を深めつつ� 会議に関す

る回顧や資料を徐�に増やしていき� 10年に及

ぶ会議の全体像を解明していく� という方向で

研究を進めていく�

こうした手法をとる場合� 必要な情報や資料

が必要な順番で集まることは期待できない� ま

た� 資料収集と並行して聞き取り調査を行って

いくため� 必要に応じて複数回� 会議関係者へ

のインタビュ�を行っていく必要がある� 延べ
人数で 1,500人近く� 主要な人物に限っても数

十人は下らない会議関与者に� こうした形で聞

き取りと資料提供を依頼していくには� 長期的

な計画に基づいて研究を進めていかなければな

らない�

こうした基本的な制約の中では� 研究を完遂

することと個�の論文執筆を行うこととを� あ
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る程度別に考えなければならないであろう� 望

ましいのは� すべての基本的な調査を完了した

時点で� さらにアイデアをふくらませ� ある程

度 �寝かせ� た上で執筆に取りかかる� という

方式である� しかし� ある程度一定の巡航速度

で� それぞれの時点で達成した聞き取りと資料

の検討をもとに� 研究の中間報告的な形で結果

を発表していくという手法のほうが� 今回の研

究対象へのアプロ�チとしては現実的であろう
と思われる� それらの個�の �中間報告� をも

とに� 最終的には全体を総括するような仕事を

達成することを終局的な目的として� 本研究で

はおおよそ次のような研究計画を立てている�

第 1段階 �本稿� 本誌第 4号 �2009年 3月��

会議研究の基本的な枠組み� 会議の基本的な

情報� 研究の見通しと計画� 作業仮説

第 2段階 �本誌第 5号 �2009年 9月��

第 1回会議の開催から� 第 3回会議まで

第 3段階 �本誌第 6号 �2010年 3月��

第 4回会議開催から� 第 6回会議まで

第 4段階 �本誌第 7号 �2010年 9月��

第 7回会議から� 第 10回会議まで

第 5段階 �本誌第 8号 �2011年 3月��

会議の総括

言うまでもなく� この計画は画餅に等しく�

現状からすると� どの程度まで果が行くかは神

表 1 箱根会議の名称� 日時� 場所� 本会議以外の会議
作成	 筆者

名称 日時 場所 その他

第 1回 1988 国際交流担い手
セミナ�

1988.5.13�15 専修大学箱根セミナ�
ハウス

第 2回 1989 国際交流担い手
シンポジウム

1989.5.19�21 専修大学箱根セミナ�
ハウス

第 3回 1990 国際交流担い手
シンポジウム

1990.6.29�7.1 強羅 �静雲荘� 地区会議 �5.12�13鶴岡�
5.19�20 大 垣� 6.9�10 宇
都宮�

第 4回 1991 国際交流担い手
ネットワ�ク会議

1991.6.29�30

�シンポジウム�
すみだリバ�サイド
ホ�ル

シンポジウム �6.23 横
浜� 6.1�2雫石�� ワ�ク
ショップ �7.6�7仙石原
文化センタ��

第 5回 1992 国際交流担い手
ネットワ�ク全国会議

1992.7.10�12 箱根高原ホテル シンポジウム �5.9�10新
潟�� ワ�クショップ
�6.13�14伊豆�

第 6回 1993 国際交流担い手
ネットワ�ク全国会議

1993.7.2�4 箱根高原ホテル シンポジウム �7.31�8.1

富山�� ワ�クショップ
�5.8�9精進湖�

第 7回 1994 国際交流担い手
ネットワ�ク全国会議

1994.7.1�3 アジアセンタ�
ODAWARA

ワ�クショップ �8.3�4
国際文化会館�� 沖縄大
会 �10.8�9沖縄�

第 8回 1995 国際交流担い手
ネットワ�ク全国会議

1995.7.21�23 国立オリンピック記念
青少年総合センタ�

シンポジウム �11.11武
蔵野�

第 9回 1996 国際交流担い手
ネットワ�ク全国会議

1995.7.5�7 国立中央青年の家

第 10回 1997 国際交流担い手
ネットワ�ク全国会議

1997.7.4�6 国立中央青年の家
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のみぞ知る� という部分が少なくない�

こうした形で研究を進めていくことには� 筆

者の物理的な時間と労力の限界に対する口実で

ある以外にも� いくつかのメリットがあると考

えている�第1に�これまで存在しなかった�会

議のまとまった記録とその分析を通観できる材

料として� これらの研究報告の一つ一つが� 後

続する諸研究の橋頭堡として有効となる� とい

うことである� 第 2に� 関係者に話を聞き� 資

料提供を依頼する場合に� 各段階での �中間報

告� を有効に活用することができるということ

である� 本誌は原則としてネット上に pdfファ

イルとして提供されるので� ウェブを通した会

議に関する情報発信� 情報収集という点でも有

表 2 箱根会議の主催� 運営� 後援� 予算
作成� 筆者

主催 運営 後援 予算 備考

第 1回 1988 箱根会議 �国際交流担
い手セミナ�� 実行委
員会

ブリタニカ国際交流
センタ�

外務省 n.a.

第 2回 1989 箱根会議 �国際交流担
い手シンポジウム� 実
行委員会

ブリタニカ国際交流
センタ�

外務省 n.a.

第 3回 1990 箱根会議 �国際交流担
い手シンポジウム� 実
行委員会

ブリタニカ国際交流
センタ�

外務省� 国際交流
基金

n.a. 地区会議ごと
に共催� 後援
団体あり

第 4回 1991 �箱根会議� 国際交流
担い手ネットワ�ク

カテナ文際交流セン
タ�

外務省� 自治省�
国際交流基金

n.a. 地区会議ごと
に共催� 後援
団体あり

第 5回 1992 �箱根会議� 国際交流
担い手ネットワ�ク

カテナ文際交流セン
タ�

外務省� 自治省�
国際交流基金

n.a. 地区会議ごと
に共催� 後援
団体あり

第 6回 1993 �箱根会議� 国際交流
担い手ネットワ�ク

カテナ文際交流セン
タ�

外務省� 自治省�
国際交流基金

n.a. 地区会議ごと
に共催� 後援
団体あり

第 7回 1994 �箱根会議� 国際交流
担い手ネットワ�ク

カテナ文際交流セン
タ�

外務省� 自治省�
国際交流基金

6,274,428 地区会議ごと
に共催� 後援
団体あり

第 8回 1995 �箱根会議� 国際交流
担い手ネットワ�ク

�箱根会議� 事務局
�カテナ文際交流セ
ンタ�内�

外務省� 文部省�
自治省� 国際交流
基金� アジア財団

4,798,856 地区会議ごと
に共催� 後援
団体あり

第 9回 1996 �箱根会議� 国際交流
担い手ネットワ�ク

�箱根会議� 事務局
�カテナ文際交流セ
ンタ�内�

外務省� 文部省�
自治省� 国際交流
基金� �社�尚友倶
楽部� �財�コミュ
ニケ�ション基金

3,805,689 地区会議ごと
に共催� 後援
団体あり

第 10回 1997 �箱根会議� 国際交流
担い手ネットワ�ク

�箱根会議� 事務局
�カテナ文際交流セ
ンタ�内�

外務省� 文部省�
自治省� 国際交流
基金� �財�三菱銀
行国際財団

6,000,000
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表 3 箱根会議テ�マ� 参加者数� 主要プログラム
作成� 筆者

テ�マ 参加者数 主なプログラム

第 1回 1988 国際交流の魅力ある豊か
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
を目指そうとしているの
か�

32 第 1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 2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
第 3部 �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化をどう進めるか

第 2回 1989 本格化する多文化�多民
族混住の時代を迎えて�
求められる教育の在り方
と交流の役割�

55 第 1部 �多文化�多民族時代における諸問題とその
対応�
第 2部 �多文化時代の教育のありかた� 求められる
教育の在り方と交流の役割
第 3部 �国際交流とその �担い手� の役割� ワ�ク
プランを中心として

第 3回 1990 開かれた社会に向かって
�’90年代日本の光と影

89 第 1部 �国際交流�今どこで� 何が�
第 2部 �開く�その光と影�
第 3部 �国際交流とネットワ�ク作り� 箱根アピ�
ル作成

第 4回 1991 かけがえのない地球そし
て生命�人間共生の知恵
を求めて�

n.a. �会議� �シンポジウム� �ワ�クショップ� ごとに分
科会�全体討議形式を中心に開催

第 5回 1992 共生社会をめざして�国
際交流の意義と役割�

300 レクチャ��セッション
ディベ�ト�セッション �地球社会のために日本の
できること�
国際交流アラカルト 	分科会 1�2

ディスカッション�セッション �新しい枠組みに向
かって�
ワ�クランチ
行動計画ワ�クショップ �共生社会をめざして�

第 6回 1993 しなやかな共生社会へ�
日常的な異文化接触はな
にをもたらすか�

300 ウエルカム �ハコネ� セッション
熱血討論セッション 	報告� 討論 1, 2

分科会 �日常の国際交流� 	分科会 9

ラウンジ交流セッション
共生のためのパネル�ディスカッション �日本の現
状と明日へのシナリオ� (A, B)

�1グル�プ 1提案� ワ�クショップ �在日外国人と
のしなやかな共生作り�現場に戻って何をするか�
ワ�クランチ
ブロック予選�代表グル�プ選出� 代表チ�ム発表�
表彰

第 7回 1994 国際交流のグランドデザ
イン�市民社会の変革へ
向けて�

211 (174) リピ�タ�のための集い� オリエンテ�ション
第 1部 全体会�基調講演
第 2部 全体会�基調報告 	セッション 3

第 3部 テ�マ別分科会 (3)

第 4部 全体会
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効であろう �関係者と相談の上� 箱根会議の研

究サイトを立ち上げることも� 検討したい��

(2) 本稿の射程

本稿は� 上記の計画の第 1段階にあたる� 本

稿の目的は� 箱根会議研究に関する基本的な視

座を固め� 研究の出発点における基本的な方向

性を提示し� 現時点で判明している会議の基本

的な �表面的な� 情報を整理し� 今後の会議研

究の課題と方向性を提示することにある�

以下では� 箱根会議の基本的な概要を整理し

つつ� 箱根会議の時期区分� 今後の検討課題に

ついて述べる� 本稿では� それぞれの �事実�

に関する質的な情報については原則として触れ

ていない� 実証的かつ質的な分析は� 次稿以降

で時系列的に展開する�

4. 箱根会議の概要

表 1から表 4は� 箱根会議の基本的情報の一

覧である� 以下では� それぞれの情報に関し現

段階で判明している基本的な情報を整理した

い� それぞれの基本的情報は� 文末の箱根会議

基本資料一覧が出所である� 本稿はその概要を

示すことが目的なので� 事実関係の出所につい

て詳細な注を付すことはあえて行っていない�

(1) 日時� 場所� 名称� 形態

まず� 日時についてであるが� 基本的に会議

は 5, 6, 7月のいずれかの時期に� 3日間の会期

で� 二泊三日の予定で参加することによって行

われていた� 参加者によっては� 一部分のみの

参加というケ�スもある� 第 4回会議 (1991)

のみ� 後述するように会議の形態が他と若干異

なり� 本会議に相当する �ネットワ�ク会議
�全国会議�� は二日間で開催されている� 開催

期間は� 第 1回から第 4回までは� 初日は午後

に集合し� 三日目のお昼に解散 �第 4回は午後

に解散�� という枠をとっており� 第 5回以降

は� 初日は夕方ないし夜に集合し� 三日目の午

後ないし夕方 �第 10回はお昼�に解散という枠

表 3 つづき
作成� 筆者

テ�マ 参加者数 主なプログラム

第 8回 1995 国際交流のグランドデザ
イン II�1995 新しい
出発へのイニシアチブ�

251 (218) 初参加者のためのオリエンテ�ション
若者ミニシンポ 地球連邦会議シミュレ�ション
第 1部 問題提起	全体会
第 2部 分科会 �3分科会�
第 3部 全体会
第 4部 ワ�クショップ �6分科会�
第 5部 まとめ	全体会

第 9回 1996 �民� のイニシアチブ�
自立	共生	協働社会を
めざして�

200 (188) 自己紹介	活動報告セッション �6グル�プ�
第 1部 報告	全体会
第 2部 パネルディスカッション	全体会
第 3部 分科会 �8分科会�
第 4部 まとめ	全体会
第 5部 ワ�クショップ �9分科会�
第 6部 まとめ	全体会

第 10回 1997 国際交流がひらく未来�
民のイニシアチブと明日
の社会�

210 自己紹介	活動報告セッション �6グル�プ�
第 1部 問題提起 �全体会� �4分科会�
第 2部 分科会 �グル�プ別� �四分科会�
第 3部 分科会報告
第 4部 ワ�クショップ �11ワ�クショップ�
第 5部 自由討議	まとめ �全体会�
第 6部 閉会
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になっている�

次に場所であるが� �箱根会議�と銘打ってい

るものの� 実際に箱根で開催したのは� 第 1回

から第 6回までであり �第 4回は� �ワ�ク
ショップ� を箱根で開催�� 第 7回は小田原� 第
8回は代�木� 第 9, 10回は御殿場で開催して

いる�

また� いわゆる �本会議� としての �全国会

議�以外に�第 3回から第 8回会議においては�

各地で会議を開催している� 第 3回会議では大

垣と宇都宮で �地区会議��第 4回は横浜と雫石

で �シンポジウム�� 仙石原で �ワ�クショッ
プ� が� 第 5回では新潟で �シンポジウム�� 伊

豆で �ワ�クショップ� が� 第 6回では富山で

表 4 箱根会議主要人事 �順不同� 敬称略�
作成	 筆者

代表者 事務局長 運営委員長 顧問 実行委員

第 1回 1988 平野健一郎
�座長�

向 鎌治郎 � � 平野健一郎� 阿部汎克� 伊藤憲
宏� 秋尾晃正� 坂戸 勝� 小松
照幸� 堀江 学� 向 鎌治郎

第 2回 1989 平野健一郎
�座長�

向 鎌治郎 � � 平野健一郎� 阿部汎克� 伊藤憲
宏� 秋尾晃正� 坂戸 勝� 井上
雍雄� 堀江 学� 向鎌治郎

第 3回 1990 平野健一郎
�座長�

向 鎌治郎 � � 平野健一郎� 阿部汎克� 井上雍
雄� 秋尾晃正� 伊藤憲宏� 堀江
学� 榎田勝利� 長門芳子� 山口
吉彦� 向 鎌治郎

第 4回 1991 平野健一郎
(n.a.)

向 鎌治郎 � � n.a.

第 5回 1992 平野健一郎
�代表�

向 鎌治郎 � � 平野健一郎� 阿部汎克� 井上雍
雄� 伊藤憲宏� 堀江 学� 内田
和夫� 牧田東一� 角田尚子� 小
嶋勲� 斎藤文人� 向 鎌治郎

第 6回 1993 平野健一郎
�代表�

向 鎌治郎 � � 阿部汎克� 伊藤憲宏� 井上雍
雄� 荻村哲朗� 尾中夏美� 川口
善行� 小島 勲� 平野健一郎�
堀江 学� 向 鎌治郎� 李 基
愛� 米田伸次 �委員長�

第 7回 1994 平野健一郎
�代表�

向 鎌治郎 � � 榎田勝利 �委員長�� 秋尾晃正�
石神澄子� 伊藤憲宏� 内田和
夫� アネット
クリア

第 8回 1995 平野健一郎
�代表�

向 鎌治郎 三谷誠一 阿部汎克� 井上雍
雄� 小澤大二� 林
雄二郎

辻村聖子 �委員長�� 荻村哲朗�
小倉貞雄� 開沢真一郎� 角田尚
子� 加固久子� 川口善行

第 9回 1996 平野健一郎
�代表�

向 鎌治郎 三谷誠一 阿部汎克� 井上雍
雄� 小澤大二� 林
雄二郎

ブイ
チ
トルン �委員長��
石神澄子 �副委員長�� 開沢真
一郎� 角田尚子� 北角裕樹� 黒
沢 香� 辻村聖子� 林 隆保

第 10回 1997 平野健一郎
�代表�

向 鎌治郎 三谷誠一 阿部汎克� 井上雍
雄� 小澤大二� 林
雄二郎

秋尾晃正� 大塚朋子� 開沢真一
郎� 角田尚子� 黒沢 香� 黒田
かをり� 辻村聖子� 林 隆保�
堀江 学� 山田 勝
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�シンポジウム�� 精進湖で �ワ�クショップ�
が� 第 7回では六本木の国際文化会館で �ワ�
クショップ�� 沖縄で �大会� が� 第 8回では武

蔵野で �シンポジウム� が� それぞれ開かれて

いる� 本会議とこれらの会議の位置づけは� 回

によって微妙に異なる部分があるが� 基本的に

は第 5回会議までは本会議の前の時期に一種の

プレ会議として開かれることが多く� 第 6回会

議以降は本会議の後に開催されることが多かっ

た�

会議の構成形態は次の通りである� 第 1回�

第 2回会議までは� 会議は一つである� 第 3回

会議で� 本会議に加えて地区会議が開かれるこ

とによって 2部構成となり� 第 4回会議で� 本

会議としての �ネットワ�ク会議 �全国会議���
地区会議にあたる �シンポジウム��人数を限定

したと思われる �ワ�クショップ� の 3本立て

構成となった� 第 5回から第 7回まではほぼこ

の 3本立て形式が踏襲され� 第 8回会議では本

会議とシンポジウムの 2本立てとなり� 第 9

回� 第 10回会議は本会議のみ� という形式に

なっている� したがって� 構成形態面からみる

と� 第 3回会議が変化の第一段階であり� 第 4

回会議で構成が大きく変わり� 第 5回� 第 6回

がほぼ同様のフォ�マットで開催され� 第 7

回� 第 8回が再変容の時期� そして第 9回� 第
10回がほぼ同様のフォ�マットで開催され�終
焉を迎えた� とみることができる�

最後に� ある意味で最も重要である� 名称に

ついて考察する� 初期は名称が徐�に変化して

おり� 第 1回が �国際交流担い手セミナ��� 第
2回� 第 3回が �国際交流担い手シンポジウム�

である�第 4回が変則的で� �ネットワ�ク会議
�全国会議�� �シンポジウム� �ワ�クショップ�
の 3本立て構成をとっており� 第 5回以降は

�国際交流担い手ネットワ�ク全国会議� が正
式名称となって�第 10回までに至っている�会

議の名称から会議の性格を考える場合に� �セ

ミナ�� から �シンポジウム�� そして �ネット
ワ�ク �全国会議��へという変遷が手がかりと
なる� また� 決して通常頻用されるとは言えな

い言葉である �担い手� という言葉を最初から

最後まで一貫して用いている点から� そこに込

められた意味に対する考察が必要となる�

さらに� �箱根会議�という通称の由来につい

てであるが� これは数多くの先例があるよう

に� 単に �箱根� で会議をやるから� というだ

けであると基本的には考えてよいように思われ

るものの� あえて推測するならば� かつての 60

年代の近代化論をめぐる �箱根会議�や 1967年

に行われた議員交流である �下田会議� といっ

た� 日米関係を軸とした国際交流	会議の場の

名称に対する記憶が� 何らかの形で影響を及ぼ

しているようである�

(2) 主催組織� 事務局� 後援� 予算

つづいて� 主催組織� 運営組織 �事務局担

当�� 後援団体� 予算といった面を整理する�

主催組織であるが� 第 1回から第 3回は� 会

議の名称を付した �実行委員会� が主催となっ

ていた� そして� 第 4回会議以降は一貫して�

�
箱根会議� 国際交流担い手ネットワ�ク� の
主催となっている� ただし� 地区会議� シンポ

ジウムに関しては� 同組織に加えて各地の諸団

体が共催として名を連ねている�

事務局の運営を担当していた �協賛 �第 4回

以降は �主管	運営�� 団体は� 第 1回から第 3

回までブリタニカ国際交流センタ�� 第 4回以

降はカテナ文際交流センタ� �第 8回以降は�

カテナ文際交流センタ�内 �箱根会議� 事務局

となっている� である� 主催組織� 事務局担当

組織面でみると�第 1�3回まで�そして第 4回

以降という大きな区切れがあり� 第 4回以降は

第 4�7回と� 第 8�10回で小さな区切れがあ

ることがわかる�

つづいて後援団体であるが� 第 1回� 第 2回

は外務省のみ� 第 3回で国際交流基金が加わ
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り� 第 4回で自治省が加わり� 以降第 7回まで

上記 3団体が後援団体となっている� 第 8回会

議ではアジア財団� 第 9回では尚友倶楽部とコ

ミュニケ�ション基金� 第 10回では三菱銀行

国際財団がそれぞれ加わっている� 第 1回会議

のリ�フレットには� 外務省大臣官房文化第二
課課長遠藤乙彦氏が �後援団体の挨拶� を� ブ

リタニカ国際交流センタ�理事長中尾三平氏が
�協賛団体の挨拶�を寄せているが�第 2回会議

以降は� 関連小冊子にこうした挨拶は掲載され

ていない� そして� 本会議に関する協賛団体に

加えて� 地区会議やシンポジウムにはそれぞれ

多数の協賛� 後援団体がついている� 後援団体

で見ると� 第 1回から第 3回� 第 4回から第 7

回�第 8回から第 10回�という大まかな区分が

できそうである�

最後に予算面であるが� 現時点ではもっとも

資料的に乏しい部分である� 具体的な数字が判

明しているのは� 第 7�10回の最後の 3回のみ

�10回は予算のみ�である�なお�第 7回はこの

他に� 沖縄での会議に約 250万円� 国際文化会

館でのワ�クショップに約 28万円かかってい

る� また� 参加費は� 第 1回は無料� 第 2回は

一般招待者以外無料� ということがわかってい

る以外は� 第 5回が 29,000円� 第 7回が 32,000

円� 第 8回が 24,000円など� 断片的にしか明ら

かになっていない�

(3) テ�マ� プログラム� 参加者数
つづいて� テ�マ� プログラム� 参加者数の
一覧である�

テ�マに関しては� 第 1回から第 3回が初期

の模索期� 第 4回から第 6回が �共生� という

共通のキ�ワ�ド� 第 7回� 第 8回が �国際交

流のグランド	デザイン�� そして第 8回に出

てきた �イニシアチブ� がさらに継承されたと

思われる �民のイニシアチブ� がキ�ワ�ドと
なる第 9回�第 10回�という大まかな区分が可

能である�

テ�マがどのようにして決められたのか� そ
れぞれのテ�マ� それぞれの言葉にはどのよう
な意図が反映されていたのか� 参加者はテ�マ
をどのように受け止めたのか� といった点を明

らかにすることは� 会議のアイデンティティに

直接かかわる根幹的な課題である�

プログラムの形態は� ほぼ一貫して� 全体を

何部かに分けて� (1)基調講演 �報告�および全

体での討論� (2)分科会単位での報告および討

論� という二つのスタイルをさまざまに組み合

わせて� 行っている�

第 1回から第 3回までは� 3部形式で� 基調

報告をもとにした討議� パネル	ディスカッ

ションをもとにした討議� グル�プ討議� とい
う形式のいずれかを採用することが基本であ

る� 第 3回会議では地区会議の報告が行われ�

本会議との接続がなされているほか� �箱根ア

ピ�ル�作成委員会が立ち上げられている� �分
科会�という言葉は�第 4回会議からみられる�

第 4回の �ワ�クショップ� でも �提言� が作

成されている� 会議後半になると� �行動計画�

に類する各種提案を発表するセッション� 最初

に自己紹介セッションが置かれるようになる�

第 5�7回で�会議のプログラムは多様化し�分

科会の数も増えていき� 第 7, 8回で多様化した

プログラムが形式的に整理されるようになって

いったことが看取される�

プログラムの内容に関しては� 具体的には各

報告やディスカッションの題名や議論の内容か

ら総合的に判断していくことが必要であるが�

大きな流れとしては� 理念的� 歴史的な大局

的	長期的な視座から� より現場に近い� 実践

的な内容へとシフトしていったのではないかと

現時点では思われる�

最後に参加者数である� 参加者数は� 基本的

にパンフレット類に記載されている名簿の人数

を数える以外の方法がなく� 名簿自体がない第
4回会議では具体的な数字を出すことが困難で
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あり� �グロ�バル�エイジ� に記載のある第 5

回�第 6回もおよその概数にすぎない�第 7回�

第 8回は� 会議参加者へのアンケ�トの分析が
残っているため� 会議冊子の名簿と実際の参加

者の差分を計算することができるが� これと

て� アンケ�トが回収された枚数と実際の参加
者の相違を判定する手段がないため� 実際の参

加者がどれほどであったかは推測するほかな

い� さらに� 各回にわたって� 名簿に載ってい

ても参加していない人数� 名簿に載っていない

ものの一部または全部に参加した人数を解明す

ることは不可能に近く� さらに� 地区会議への

参加者をどのように数えるかについても明確な

算段は現時点ではないのが実状である�

(4) 主要人事

箱根会議の組織の代表は� 一貫して� 東京大

学教養学部教授の平野健一郎氏であった� 平野

氏は� 第 1回から第 3回までは �座長�� 第 4回

は資料が欠落しているが�第 5回以降は �代表�

をつとめていた� 事務局長は� 一貫して向鎌治

郎氏であった� 向氏は当初はブリタニカ国際セ

ンタ�の所長として� 第 4回以降はカテナ文際

交流センタ�の所長として� 事務局の運営にあ
たっていた� �運営委員長� と �顧問� は� 第 8

回会議以降設置されている� また同じく第 8回

会議以降�組織面で大幅な変更があり� �企画委

員� �事業委員� �財務委員� �広報�出版� とい

う委員が新たに設けられた�

実行委員に関しては� 確認できる限りでは第
5回までと第 10回は �実行委員長� を置いてい

なかったが� 第 6回	第 9回は実行委員長が置

かれていた�

以上の人事からは� 第 1回から第 3回までの

初期� 第 4回が過渡期� 第 5回から第 7回が同

様の形態での開催� 第 8回以降が大きな組織上

の変化を伴っていることがわかる� 実際に� 一

部の資料からは� こうした組織の改編の過程を

垣間見ることのできる文書も発見されつつあ

る�こうした区切れは�表 1	3までの基本的な

事実から看取できる時期区分の可能性と� ほぼ

一致している�

5. 暫定的時期区分

本研究に関して� すでに何人かの関係者に聞

き取り調査を開始しており� 関係者に提供して

いただいた会議の内実に関する資料と併せて�

会議の検証をある程度立ち入った形で行う準備

を徐
に整えつつある� しかし� 本稿ではそう

した質的な分析には立ち入らず� 上記の概要を

もとにした会議分析の方向性について� 会議の

時期区分という視点から若干言及しておきた

い�

時期区分に関しては� すでに前項でもある程

度考察したが� ここでは二つの区分の仕方を暫

定的に提起したい� 第 1の区分は� 第 1回から

第 3回が前期� 第 4回から第 7回が中期� 第 8

回から第 10回が後期�という考え方である�第
2の区分は� 第 1回から第 2回が初期� 第 3

回�第 4回が第一の変容期� 第 5回から第 6回

が中期� 第 7回�第 8回が第二の変容期� 第 9

回�第 10回が後期�という考え方である�両者

の区分は背反するものではなく� 前者が大きな

区切れのみで区分したもので� 後者が小さな区

切れを含めて区分したものである�

こうした会議の時期区分に関して重要なの

は� 会議の性格の形成と変容は� 本会議そのも

のの開催中に生じる部分と� 会議の準備過程中

に生じる部分とがあり� その双方を考慮に入れ

なければならない�という点である�たとえば�

第 1回から第 3回を �前期�ととらえるばあい�

第 1回の会議の創設�準備過程もまた �前期�

として考慮に入れなければならないし� 前期と

中期の間にある� 第 3回会議終了時から第 4回

会議の準備過程は� 前期でもあると同時に中期

でもあるということである� 地区会議の開催と

いう観点からすれば� 第 3回にはすでに第 4回

箱根会議 (1988�97)の研究 (1) 序論 �芝崎
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への変化の前兆を含んでいるとみることができ

るし� また逆に� 3本立ての会議という新たな

試みを行ったという点からみて� 第 4回会議ま

でを初期に含め�初期を�第 1回および第 2回�

第 3回および第 4回の二つに分ける� という考

え方もでてくる� ジョン�トムリンソンがいみ

じくも指摘したように� 時代区分は時報のよう

なデジタルな区切れによってではなく� 中間的

な変容期を前後に持つ epochの目安として理解

していくことが必要となる�

どちらの区分に立った場合でも� 奇しくも冷

戦崩壊期 (1989�91)と重なる第 3回�第 4回

会議が� 会議の第 1の転換点であるとみてよさ

そうである� この時期に会議の参加者数は大幅

に拡大し� 主催組織の名称も確立し� 運営団体

も以後変更が無く� 後援組織に自治省が加わ

り� 地区会議が開催され� 会議の形態が 2本立

て� 3本立てと大きく変容したためである�

いっぽう� 会議の第 2の転換点は� 阪神大震

災� オウム真理教のサリン�テロ事件を間に挟

み戦後 50年を迎えることとなった� 第 7回�

第 8回会議の時期であると考えられる� 会議が
�箱根� で開催されなくなり� 地区会議も縮小�

開催せず� となっていき� 文部省が後援に加わ

り� 官公庁や特殊法人以外の団体も後援団体に

加わり� 事務局組織の位置づけが変化し� 運営

委員長� 顧問制度� 種�の委員の創設等組織面

でも改組がなされた時期である�

このように� 第 3回�第 4回会議を第 1の変

容期� 第 7回�第 8回会議を第 2の変容期とと

らえ� 会議を大きく分けて 3期� やや細かく分

けて 2回ずつ 5期に区分するというのが� 現段

階での時期区分である�

6. 今後の調査の方向性

最後に� 今後の調査の方向性について� 若干

言及しておきたい� 基本的事実に関するできる

限り厳密かつ詳細な実証が� 第一義的な課題で

あることは言うまでもないが� そうした歴史的

実証を通して現時点で着眼している点を� あげ

ておく�

(1) 会議の創設過程

まず� 最初の� そして最大の課題といえるの

が� 箱根会議が開催に至る過程の解明である�

第 1に� 最初に会議を発案� 構想した過程� 第
2に� 会議の最初の発案者達が最終的に実行委

員を集めて会議としての準備作業を開始して

いった過程� 第 3に� 会議開催に直結するよう

な準備過程� という流れが想定できる�

ただし� この流れ以前に重要であると考えて

いるのは� 創設過程に関与した人�が� なぜ�

箱根会議の創設に立ち上がったか� ということ

である� この点は� 第 1回の実行委員である 8

人を中心とした立役者たちの各�が� 箱根会議

以前の個人史の中で� 国際交流に対してどのよ

うにかかわり� 関心を持つようになっていった

のか� という点をもとに� 考えていかなければ

ならない� こうした個人史という背景を重視す

ることで� 箱根会議がこれまでの戦後日本の国

際交流の思想と行動とどのような意味で連続性

を持ち� どのような意味で断絶性を持っていた

か� そして他の国際交流関連活動とどのような

点で共通性を持ち� どのような点で独自性を

持っていたかを明らかにすることができよう�

(2) 意図と結果の離合過程

つづいて� 以後の実際の会議と� 当初の各関

係者の意図との間の関係である� どのような出

来事も� 当初予期していた意図と実際の結果の

間には必ず乖離が生じるものである� 実際の結

果に対する認識次第で� 次の会議のあり方に関

する構想には� 変化が生じる部分とそうでない

部分が出てこよう� 会議のあり方そのものが�

関係者に変化を与えると同時に� 関係者の変化

が� 会議のあり方に変化を与えるという� 相互

作用の過程がそこには存在する� また� その意

図は� 各関係者一人一人が持っていた個別のレ
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ベル� そして実行委員ならば実行委員� または

複数の個人が集団として共有していたレベルな

ど� さまざまな水準で看取されるはずである�

基本的には� 会議の運営や基本方針の意思決

定に関与していた人�に焦点を絞って� こうし

た意図と結果の離合過程について検証していく

ことが� 会議研究の核心の一つをなすことにな

る�

(3) 会議関係者の分類�組成の変化

箱根会議に関与した人�は多岐にわたるが�

どのような人�がどのような関与をしたのかと

いう点に従って� さまざまな分類が必要になろ

う� 表 4でみたような� 会議の根幹にかかわる

主要関係者� 会議の実践的な運営にかかわった

人�� 単に参加者として� どちらかというと受

け身で参加した人�など� 役割に応じた分類が

まず必要である� そして� それぞれの役割の変

化や関与の度合いの変化のダイナミズムを� 上

記 (1) (2)との関係において描き出していくこ

とが� 重要な課題となる�

また� 会議参加者全体を場合分けして� 職

種�業種などに基づいた分類から会議の変化を

見いだしていくことも期待できる� 現時点で

は�第 7�9回に関して�参加者の分類記録が残

されており� これらを他の回に広げていくこと

で� 会議参加者の分類� 参加回数� 何らかの役

職や報告の内容と回数などをまとめることとし

たい�

表 3�表 4を見る限り�初期の�全体の参加者

数も少ない� お互いの名前と顔が自然に一致す

る程度の範囲で行われていた頃と� 後期の� 制

度化が進み� 参加者が激増していったころとの

間には� 大きな変化が想定できる� その変化の

意味をどのように解読するかが� 鍵となってく

る�

(4) 各会の準備�運営過程

会議の歴史的実証に関する最重要の課題は�

会議がどのように準備され� 運営されていった

かという部分の解明である� 第一に� 運営に関

して行われたさまざまな会合における話し合い

の内容� 第二に� 財務関係� 第三に� 対外団体

との関係といった点に関して� 会議の議事録�

予算�決算書ならびに財務活動に関する書類�

後援団体� 地区会議関係団体との関係や折衝に

関する記録等をもとに� 丹念に明らかにしてき

たいと考えている�

(5) 会議の実態� 空気

この点はいわゆる学問的実証にはなじみがた

い点を含むが� 文字資料では整理しきれない�

実際の会議の雰囲気� その �場� の空気に関す

る考察も欠かせない� 会議に参加するという
�経験�� 会議を運営するという �経験� が一人

一人の人間としての関係者にとって持った意味

は� こうしたその �場� にいることで人�の感

性に与えた影響を考慮に入れることなくして

は� 明らかにできないと考えている� 文字の記

録という �実画� に基づいた合理的な実証と同

時並行して� こうした �虚画� の部分をいかに

研究に取り入れていくかが� 課題である�

�以下次号	

付箱根会議主要資料 �2008年 12月現在�

以下は� 2008年 12月現在での� 箱根会議に

関する基礎的な資料である� その後� いくつか

の回に関しては� もう少し立ち入った内容の資

料も見つかっており� 現在整理中である� 文中

で述べたとおり� 会議の議論の内容まである程

度判明している回もあれば� 会議の基本的な

デ
タさえ十分には判明していない回 �第 4回

など	 もあり� 回によってばらつきは大きい�

第 5回会議以降は� �グロ
バル�エイジ�が実
質的な報告書の役割を果たしており� ある程度

会議の内容についてもたどることができるが�

第 4回会議までの資料は特に少ない�

特に資料面で乏しいのは� (1)会議前� 会議

後の準備過程における各種の話し合いの議事

箱根会議 (1988�97)の研究 (1) 序論 �芝崎	
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録� 計画等� (2)会議開催時のより具体的な議

事� 各種報告の内容� (3)会議を振り返る上で

参考になると思われる� 各種媒体による録音�

録画� 撮影等の記録� である�

現時点までに� 向鎌治郎氏および下川泉氏�

平野健一郎氏� 阿部汎克氏� 坂戸勝氏� 伊藤憲

宏氏からお話をお伺いし� 資料のご提供をいた

だいた� 各氏には心より感謝申し上げる� 今後

も� 関係者の方�に聞き取り調査� 資料提供を

依頼し� 箱根会議の実像を明らかにしていく予

定であり� 関係者各位のご指導ご協力を切にお

願い申し上げる次第である�

第 1回会議 1988年第 1回会議 1988年

�リ�フレット� �昭和 63年度 第 1回箱根

会議 国際交流担い手セミナ�� �1988年 5月

13	15日 於専修大学箱根セミナ�ハウス�

第 2回会議 1989年第 2回会議 1989年

�会議冊子� �1989年度 第 2回 
箱根会議�

国際交流担い手シンポジウム�本格化する多文

化�多民族混住の時代を迎えて�� �1989年 5

月 19	21日 於専修大学箱根セミナ�ハウス�
�小冊子� �1989年 第 2回箱根会議 国際交

流担い手シンポジウム� �1989年 5月 19	21日

於専修大学箱根セミナ�ハウス�
箱根会議実行委員会 �まとめ担当阿部汎克�

�箱根会議からの報告�何のため� 誰のための

国際交流か� �平成 2年 5月�

第 3回会議 1990年第 3回会議 1990年

�小冊子� �1990年 第 3回箱根会議 国際交

流担い手シンポジウム� �1990年 6月 29日	7

月 1日 於強羅 �静雲荘��

向鎌治郎 �リレ�連載 私の国際交流日

誌�� 
ワ�ルド�プラザ�第 15号 �1991年 4�

5月号�� 24ペ�ジ�
�特集国際交流 
草の根� 現場からの報告�


ワ�ルド�プラザ� 11号 �1990年 8�9月��

54�57ペ�ジ�

第 4回会議 1991年第 4回会議 1991年

�小冊子� �1991年 第 4回箱根会議 国際交

流担い手ネットワ�ク会議 国際交流担い手シ

ンポジウム 国際交流担い手ワ�クショップ�

第 5回会議 1992年第 5回会議 1992年

�会議冊子� �第 5回 
箱根会議� 国際交流担

い手ネットワ�ク全国会議 共生社会をめざし

て�国際交流の意義と役割�� �1992年 7月

2	4日 於箱根高原ホテル�

�リ�フレット� �第 5回 
箱根会議��

�小冊子� �第 5回 
箱根会議��


グロ�バル�エイジ� 1992年 11月号 �第 5

回会議の特集�


グロ�バル�エイジ� 1993年冬季増大特集

号 �第 5回会議報告書�

�ひと 人模様 向 鎌治郎� 
毎日新聞�

1992年 6月 24日�

�顔 向 鎌治郎� 
読売新聞� 1992年 7月

12日�

第 6回会議 1993年第 6回会議 1993年

�小冊子� �第 6回 
箱根会議� 国際交流担い

手ネットワ�ク全国会議 しなやかな共生社会

へ�日常的な異文化接触はなにをもたらすか�

�1993年 7月 2	4日 於箱根高原ホテル�

�会議リ�フレット� �第 1回 アジア太平洋

教育文化交流会議�日米両国の国際教育文化交

流団体間の基礎的理解を深めるために� �1993

年 12月 5日 於すみだリバ�サイドホ�ル�
�リ�フレット� �93年度 
箱根会議� 国際

交流担い手ワ�クショップ 外国人との日常的

な接触で日本人はどう変わったか�留学生との

接触を中心として� �1993年 5月 8	9日 於精

進レ�クホテル�
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�グロ�バル�エイジ� 1993年秋期特集号

�第 6回会議の特集�

第 7回会議 1994年第 7回会議 1994年

�リ�フレット� �第 7回 �箱根会議� 国際交

流担い手ネットワ�ク全国会議 国際交流のグ

ランドデザイン�市民社会の変革へ向けて��

�1994年 7月 1	 3日 於アジアセンタ�
ODAWARA�

�会議冊子� �第 7回 �箱根会議�� �追加分


レジュメ�

�会議冊子� �1994年度 �箱根会議� 国際交流

担い手ワ�クショップ 国際交流のグランドデ

ザイン�国内的�国際的視座から�� �1994年

8月 3日� 4日 於国際文化会館�

�現代のエスプリ�第 322号 �1994年 5月�特

集 �異文化接触と日本人���

�グロ�バル�エイジ �特集 第 7回 �箱根会

議� 国際交流担い手ネットワ�ク全国会議 &

ワ�クショップ�� 第 85号 �1994年 10月��

�グロ�バル�エイジ �特集 第 7回いまな

ぜ国際交流のグランドデザインが必要か�� 第
83号 �1994年 6月��

�第 7回 �箱根会議� 国際交流担い手ネット

ワ�ク全国会議参加者分類 7月 3日現在�

�第 7回 �箱根会議� 国際交流担い手ネット

ワ�ク全国会議収支報告� �1994年 10月 18日

現在�

第 8回会議 1995年第 8回会議 1995年

�会議冊子� �第 8回 �箱根会議� 国際交流担

い手ネットワ�ク全国会議 国際交流のグラン

ドデザイン II�1995新しい出発へのイニシア

チブ� �1995年 7月 21	23日 於国立オリン

ピック記念青少年総合センタ��
�リ�フレット� �第 8回 �箱根会議�� �新聞

記事類� 参加者分類� 第 8回実施アンケ�ト�
�会議冊子� ��箱根会議�国際交流担い手沖縄

大会� �1995年 10月 8	9日�

�グロ�バル�エイジ� 1995年 11�12月号

�第 8回会議の特集�

�国際交流の担い手たちの熱意と課題 第八

回 �箱根会議� の夜の懇親会で見たグラスル�
ツ活動の元気の源泉� �ワ�ルド�プラザ� 1995

年 10�11月号�

�第 8回 �箱根会議� 国際交流担い手ネット

ワ�ク全国会議参加者分類 1995年 7月 23日

現在�

�第 8回 �箱根会議� 国際交流担い手ネット

ワ�ク全国会議出身地別参加者数 1995年 9

月 12日配布資料�

�第 8回 �箱根会議� 国際交流担い手ネット

ワ�ク全国会議収支予算 �案�� �1995年 3月 10

日配布用案�

�第 8回 �箱根会議� 国際交流担い手ネット

ワ�ク全国会議収支 �一部予定� �1994年 10月
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第 9回会議 1996年第 9回会議 1996年

�リ�フレット� �第 9回 �箱根会議��

�グロ�バル�エイジ �特集 第 9回 �箱根会
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97号 �1996年 11月��
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第 10回会議 1997年第 10回会議 1997年

�会議冊子� �第 10回 �箱根会議� 国際交流

担い手ネットワ�ク全国会議�国際交流がひら
く未来� �民�のイニシアティブと明日の社会�

�1997年 7月 4�6日�

�小冊子� �第 10回 �箱根会議�� �最終ペ�ジ
に 10年間のあゆみ	 あり�

�グロ�バル
エイジ� 1997年 �箱根会議�特

集号 �第 10回会議の特集�

向鎌治郎 ��箱根会議� 10年を振り返って人

を啓き	 社会を開き	 未来を拓くために�

�インタ�ピ�プル� 講談社/国際文化フォ�
ラム	 1997年 12月号	 9�10ペ�ジ�
山岡義典 �NPO最前線� �日本経済新聞�

1997年 7月 24日�

�グロ�バル
エイジ �特集 第 10回 �箱根

会議� 国際交流担い手ネットワ�ク全国会議��
第 102号 �1997年 9月��

阿部汎克 �変革への道筋と新国際主義第 10

回 �箱根会議�を終わって� �留学生新聞�	 1997

年 8月 15日�

第 2次箱根会議 �2001, 2002年�第 2次箱根会議 �2001, 2002年�

�リ�フレット� �第二次箱根会議� �2001年

10月 26�28日�

�リ�フレット� �第 12回箱根会議� �2002年

7月 12�14日� 以上
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