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The self-centered mindset of Japanese and the perspective of 
Japanese expressions as removed from objective portrayal

Hiro UCHIYAMA*

The self-centered mindset of Japanese and the perspective of Japanese expressions paint experiences as 
one’s own, removed from objective portrayal. This paper explores characteristic features of such aspects using 
Japanese and English. These include phrases from modern Japanese literature and classical Japanese poems of 
31 syllables with published English translations of both. It is found that the self-centered mindset of Japanese 
and the perspective of Japanese expressions are likely to result in certain discrepancies between the intended 
meaning of original texts and their translations. In an attempt to overcome such problems, a comparative 
analysis of certain linguistic peculiarities in the respective languages is undertaken.
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1. Introduction

The Japanese language is derived, in a complex 
yet subtle way, from Japan’s climate, cultural 
background and the delicate sentiments of its people. 
Translations between Japanese and English which 
do not take into account the diverse qualities and 
idiosyncrasies of the former result in ambiguity and 
misinterpretation.

In an attempt to describe the effect of the self-
centered mindset of Japanese and perspective in 
Japanese expressions, the following features are 
analyzed:

1. The obscuring of the subject. Examples from 
Kawabata Yasunari’s Snow Country and The 
Izu Dancer will be presented. It is claimed 
that certain English translations of these do 
not correspond to the intended of the original 
text.

2. The sequential illustration of mental and 
material phenomena. A poem composed by 
Ki no Tsurayuki in the Kokinshu: Collection 
of Ancient and Modern Japanese Poetry1 will 
be used. It is argued that the quoted English 
translations do not capture the focus of the 
original story.

3. The perceiving by the agent of effects caused 
by inanimate subjects in English.

2. The obscuring of the subject

The meaning of the English translations in the 
two examples dealt with in sections 2.1 (Uchiyama 
2005, pp.3-14) and 2.2 do not correspond with that 
of the original text because the subject of each has 
been obscured.

  
2.1 What is the agent responsible for nukeru?

国境の長いトンネルを抜けると雪国であっ
た。
Kunizakai no nagai tonnneru o nukeru to 
yukiguni de atta.

What is the agent responsible for the action, 
tonneru o nukeru? By reading on, it appears that 
both a train and the protagonist have come out of the 
tunnel. Common sense dictates that what came out 
of the tunnel was the train carrying the protagonist. 
That is, something that transcends both subject and 
object came out of the tunnel. The main character 
then becomes aware that the Snow Country is 
unfolding before his eyes. This is the moment in 
which the main character and his surroundings 
become one. The character captures, with his eyes 
and heart, the surrounding circumstances, and 
from that point treats them subjectively. This is 
an example of a self-centred mindset, in which he 
interprets the events happening around him from his 
perspective.
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Can this unique way of grasping concepts be 
expressed in English? Edward Seidensticker, a 
scholar of Japanese literature who ranks alongside 
the prominent Donald Keene, translates the sentence 
as follows (Seidensticker, 1996, p.3):

The train came out of the long tunnel into the 
snow country.
列車は長いトンネルを出たら雪国に入っ
た。
Ressha wa nagai tonneru o detara yukiguni ni 
haitta.

In this translation there are two major deviations 
from the original. The fi rst reason is that “train” has 
been added.  Seidensticker perceives that it was the 
train which left the tunnel. Thus, the character and 
his surroundings do not interact and circumstances 
are portrayed completely objectively. Another 
distortion is that kunizakai does not appear. It can 
be assumed that Kawabata placed this in front of 
tonneru for a purpose. It can be argued that there is 
a risk of signifi cant deviation from the original text.

This kind of distortion is a result of differences 
in perspective. Kawabata’s perspective covers the 
circumstances that unfold from the time before the 
tunnel is entered, from the time the tunnel is being 
approached. Seidensticker’s perspective views the 
circumstances that unfold after leaving the tunnel. 
To focus on the situation after having left the tunnel 
emphasises the new circumstances that are unfolding 
and does not address the signifi cance of the tunnel 
that has now disappeared. It can be assumed that 
in pursuit of an objective portrayal, Seidensticker 
intentionally ignored kunizakai.

A perspective which begins from the time when 
the tunnel is approaching includes the protagonist 
capturing his surrounding circumstances. In this 
case, the tunnel is a border beyond which he 
anticipates a vastly different world: the Snow 
Country. Thus in leaving the tunnel and traversing 
this border, he appreciates the anticipated change 
in circumstances. The tunnel symbolises the border 
between a world with snow and one without, and 
is expressed through the use of kunizakai. Thus we 
can reason that its place in the original has great 
signifi cance.

This conclusion, founded on the logical series 
of events, can also be substantiated grammatically. 
This involves the roles of to in nukeru to and ta in 
yukuguni de atta. 

2.1.1 A Japanese tourist in Australia, looking 
in tent ly  in to  the  h igh branches  of  a 
Eucalyptus tree says excitedly: 

あ！コアラがいた！
A! Koara ga ita!

Although this exclamation refers to a present 
situation, ita is used instead of iru. Here, ta expresses 
a hope or expectation held since some past point in 
time. Regardless of immediate circumstances, the 
situation is portrayed through a reflection on the 
past, for which ta is used. In the opening sentence 
of Snow Country, the ta in yukiguni de atta is used 
in a similar way and represents the preceding latent 
expectation that the Snow Country is beyond the 
long, approaching tunnel. There is a significant 
gap in the flow of awareness between Kawabata’s 
original, and Seidensticker ’s translation and 
objective portrayal.

 
2.1.2 A girl is about to leave the house on some 

errands for her mother. Since she must cross 
a busy main road, her mother warns her 
before she leaves:

走ると危ないわよ。
Hashiru to abunai wa yo.
You realize that when you run [across the road], 
you are taking a risk, don’t you?

The to in hashiru to expresses the inevitable result 
of the preceding condition. It indicates the causal 
relationship between hashiru and abunai, and the 
certainty of the result. Being a logical statement, the 
time at which the statement is made and at which the 
action occurs are separated. In the opening sentence 
of Snow Country, the to in kunizakai no nagai 
tonnneru o nukeru to is used in a similar way by 
drawing attention to the condition prior to entering 
the Snow Country.

In consideration of the grammatical functions 
ta and to as discussed in sections 2.1.1 and 2.1.2 
above, it can be said that an objective portrayal of 
the situation such as Seidensticker’s deviates from 
the perspective of the original text and its author.

2.2 Who was going to say good-bye?
The particle wa indicates that the word to which 

it is suffixed is already under topic and is already 
manifested. If the same topic is referred to in the 
continuing statement, that topic may be omitted 
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while it still functions latently. This can cause 
misinterpretations on the part of readers. The 
following passage from The Izu Dancer (Kawabata, 
p.39) will be used in investigating such diffi culties.

はしけはひどく揺れた。踊子はやはり唇を
きっと閉じたまま一方をみつめていた。私
が縄梯子に捉（つか）まろうとして振り返っ
た時、さよならを言はうとしたが、それも
止して、もう一ぺんただうなづいて見せた。
はしけが帰って行った。栄吉はさっき私が
やったばかりの鳥打帽をしきりに振ってい
た。ずっと遠ざかってから踊子が白いもの
を振り始めた。
Hashike wa hidoku yureta. Odoriko wa yahari 
kuchibiru o kitto tojita mama ippo o mitsumete 
ita. Watashi ga nawabashigo ni tsukamaro to 
shite furikaetta toki, sayonara o io to shita ga, 
sore mo yoshite, mo ippen tada unazuite miseta. 
Hashike ga kaette itta. Eikichi wa sakki watashi 
ga yatta bakari no toriuchibo o shikirini futte 
ita. Zutto tozakatte kara odoriko ga shiroi 
mono o furihajimeta.

There are two different interpretations of the 
agent responsible for the underlined actions:

(a) The lighter pitched violently. The dancer 
stared fixedly ahead, her lips pressed tight 
together. As I started up the rope ladder to 
the ship I looked back. I wanted to say good-
bye, but I only nodded again. The lighter 
pulled off. Eikichi waved the hunting cap, 
and as the town retreated into the distance 
the girl began to wave something white. 
(Seidensticker, 1974, p.28)

(b) The launch rocked violently. The dancing 
girl kept her mouth shut tight, staring at the 
same spot. When I grabbed the rope ladder 
and looked back, she tried to say good-bye 
but gave up and merely nodded one last time. 
The launch headed back to the wharf. Again 
and again Eikichi waved the hunting cap I 
had just given him. As the launch receded in 
the distance, the dancing girl began to wave 
something white. (Holman, p32)

As highlighted in the boxes, the agent responsible 
for the series of actions has been understood 
differently by each translator. Seidensticker 
believes it to be the male protagonist, while Holman 

identifi es it as the dancing girl. To translate a portion 
of their paragraph back into Japanese:

(a) 私は私が縄梯子に捉（つか）まろうとし
て振り返った時、さよならを言はうとし
た。
Watashi wa Watashi ga nawabashigo ni 
tsukamaro to shite furikaetta toki, sayonara o 
io to shita.

(b) 踊子は私が縄梯子に捉（つか）まろうと
して振り返った時、さよならを言はうと
した。
Odoriko wa Watashi ga nawabashigo ni 
tsukamaro to shite furikaetta toki, sayonara o 
io to shita.

The emphatic subject indicator ga in watashi 
ga, serves to indicate that the word to which it is 
suffi xed is a factor exclusively selected out of other 
alternatives. This means that the subject of the main 
clause should be the other person, or odoriko.

3. The sequential illustration of mental and 
material phenomena

The sequential illustration of mental and material 
phenomena is a norm of Japanese composition. The 
following poem from the Kokinshu demonstrates 
such features and can be analyzed to trace how 
such features are dealt with in English translations 
(Uchiyama 2001).

[The kokinshu 2, Ki no Tsurayuki. Composed 
on the fi rst day of spring.] 2

Sode hichite 袖ひちて
Musubishi mizu no むすびし水の
koreru o こほれるを
haru tatsu kyo no 春立つけふの
kaze ya tokuramu 風やとくらむ

As Keichu points out in the Kokin Yozaisho 
(Sasaki, p.143), the fourth and fifth verses are a 
transformation of the following Chinese phrase in 
the chapter on “Seasonal Rites” in the Li Chi (礼記)3:

孟春之月、･･･････東風解凍 (Takeuchi, p227)
In the first month of spring ･･････the easterly 

breeze begins to melt ice.

Verbs musubu and toku associate in meaning with 
sode at the beginning of the poem. The use of this 
engo4 was aimed at drawing attention to the passing 
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of time from summer into spring; that is, from the 
time in summer when the water, which the poet 
scooped in his hands, wetting his sleeves, began to 
be held in an icy grip, to the time when it started 
to melt. To this effect the poem is comprised of a 
repeating pattern of subject + verb: sode + hichi, 
mizu + koreru, haru + tatsu, and kaze + toku.

Therefore, the content of the poem could be 
expressed accordingly:

One day last summer, Tsurayuki stopped at a 
mountain pool and enjoyed its cool water as he 
scooped it up wetting his sleeves. Autumn and 
winter have already passed since then – and 
on the day when spring came in accordance to 
the calendar, he wondered if the water of that 
pool then held in winter’s icy grip had already 
started to melt beneath the easterly breeze that 
was said to blow on that particular day.

The motif of the poem is one of delight at the 
arrival of spring, as perceived from the viewpoint of 
the fl eeting passage of a year, and not from a fl ash of 
intuition or emotion. This is an indirect expression 
of wonder at the swift progression of seasons. It 
is intended that human actions and changes of 
nature are expressed in a fl ow of the sequence. Do 
the following English translations capture these 
linguistic features?

1) today long-awaited
 day when spring begins will
 the breeze melt icebound
 waters in which we once dipped 
 cupped hands drenching summer robes. 

(Rodd)

2)  On this fi rst spring day
 might warm breezes be melting
 the frozen waters
 I scooped up, cupping my hands
 and letting my sleeves soak through? 

(McCullough)

In both of the works the position of sode shows 
that neither Rodd nor McCullough accounted for 
the effect of engo. The engo, sode, should precede 
its associated words musubishi and toku. Rodd even 
avoided using this core word and adopted “robes” 
instead. In both of the translations, “sleeves” or 
“robes” occur in the final lines within the noun 
phrase qualifying mizu. Such an agglutinative 

nature of English illustrates a fundamental syntactic 
difference from Japanese, in that in Japanese the 
modifying phrase precedes the modifi er. Rhetorical 
devices such as engo  were used effectively 
in Japanese poetry, syntactically allowing the 
fluid pattern of “subject+verb” to occur readily. 
Consequently, spiritual and material phenomena 
were illustrated sequentially. 

Unfortunately, English translations mostly lack 
relevance to the poetic motif, owing to the different 
syntactic nature of English. In some cases translators 
did not witness such rhetorical devices ingeniously 
laid out.

The translation below was a personal collaboration 
with Joyce Ackroyd5. Our effort was to render this 
poem with front-to-back or left-to-right predication 
so that each action or event may be illustrated in 
accordance with the progression of seasons.

3) With dampened sleeves, 
 Last summer cool springs we scooped
 To drink, froz’n long since.
 Shall this soft presage of spring
 Release them from winter’s grip? (Ackroyd 

& Uchiyama)

4. The perceiving by the agent of effects caused 
by inanimate subjects in English

The Japanese generally find it difficult to 
conceive of an inanimate subject performing a 
conscious act of will or instigating a process. Such 
English sentences need to be translated so that they 
correspond to Japanese perceptions of phenomena. 
The conversion of the inanimate subject in the 
English sentence into an adverbial phrase or clause 
in Japanese is one method of dealing with this 
problem (Uchiyama, 1991).

4.1 According to the analysis of Quirk et al. 
(p. 743-749), the inanimate subject can 
be regarded as the cause of the perceived 
happenings, or as the instrument or means 
to an end. Accordingly the inanimate subject 
must be treated in Japanese as an adverbial 
phrase (Kunihiro, p.161). Similarly, the object 
of the sentence should be identified as being 
the Japanese subject of an action or event. In 
this situation, the use of a transitive verb is not 
possible and instead requires an intransitive 
counterpart or passive form of the verb to 
express the effect of the cause or means. 
The following examples show the typical 
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transformation pattern:

(a) Original: The avalanche destroyed several 
houses.

 Adjusted: Because of the avalanche, several 
houses were destroyed.

 Japanese: Nadare de kaoku ga nanken ka 
tokai shita.

(b) Original: A car knocked them down.
 Adjusted: By a car, they were knocked down.
 Japanese: Kuruma ni  sono hitotachi wa 

hikitaosareta.

(c) Original: The computer has solved the 
problem.

 Adjusted: By the computer, the problem has 
been solved.

 Japanese: Kompyuta de sono mondai wa 
kaiketsu shita.

The sentences with inanimate subjects represent 
an inevitable correlation between cause, or means, 
and effect. Therefore, the English inanimate subject 
must be converted to an adverbial phrase or clause 
so as to fulfill this role. The adverbial phrase or 
clause can be constructed by the use of particles or 
expressions such as de, ni and ni yotte/ni yori.6

4.2 Handling compound inanimate subjects
The translation process becomes even more 

hazardous when the inanimate subject in the original 
sentence is qualified by a modifying clause as 
below:

(d) Original: A shortage of seatsNP [which limited 
the number of Japanese touristsNP (who are 
able to make the trip)] prevented an even 
more spectacular increaseNP [that would have 
created more employment opportunities]

4.2.1 Quirk et al. draw attention to the question 
of predicate direction, which will be useful 
for handling compound inanimate subjects. 
The variable direction of predications which 
correspond to noun phrases postmodified 
by of contributes greatly to the complexity 
of these expressions and has a bearing 
on the correspondence with the genitive. 
Accordingly, there is left-to-right predication 
below in 1 and 2, and right-to-left predication 
in 3 and 4:

The imprisonment of the murderer
～ (someone) imprisoned the murderer [1]
a woman of courage
～ The woman has courage [2]

the arrival of the train ] the train
the train’s arrival ] arrived  [3]
the funnel of the ship ～ The ship has a funnel. 
 [4]

With the left-to-right examples,  i t  seems 
reasonable to assume a verb-object relationship. 
Similarly, the right-to-left examples show a subject-
verb relationship. These relations are more obvious 
in [1] and [3], where the heads are deverbal 
nouns, than in [2] and [4], where the predicational 
relationship is covert or implicit (Quirk et al. 
p.1278).

If the English subject is compound one – 
comprised of two or more nouns, particularly when 
one stems from a verb, or is comprised of a noun 
and adjective, particle, or a numeral – it can be 
translated as an adverbial clause by predication, with 
the use of grammatical expressions such as to, tara, 
node, tame (ni), and niwa.

(e) Original: A shortage of seats limited the 
number of Japanese tourists who are able to 
make the trip.

 Adjusted (version 1): As available seats were 
insuffi cient, the number of Japanese tourists 
who are able to make the trip is limited.

 Japanese: (Hikoki no) zaseki ga tarinai tame 
ni ryoko ni dekakerareru hazu no nipponjin 
kankokyaku no kazu ni genkai ga shojita.

We have right-to-left predication which assumes a 
subject-adjective relationship. If we want to follow 
the order of the English original and deal fi rst with 
the modifi ed word, “Japanese tourists”, and then the 
modifying clause, “who are able to make the trip”, 
the modifying clause must be converted to one of 
opposite meaning using a negative so it corresponds 
with the overall context:

 Adjusted (version 2): As available seats 
were insuffi cient the number of Japanese was 
limited, preventing many from making the 
trip, even though they wanted to.

 Japanese: (Hikoki no) zaseki ga tarinai 
tame ni nipponjin kankokyaku no kazu ga 
kagirarete shimai, ryoko ni ikitakutemo 
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ikenaku natte shimau no de aru.

(f) Original: A shortage of seats prevented an 
even more spectacular increase.

 Adjusted: As the number of seats was 
insufficient, we were precluded witnessing 
an even more spectacular increase.

 Japanese: (Hikoki no) zaseki ga tarinai tame 
ni kankokyaku ga hiyakutekini zodai shite 
iku mikomi wa nakunatta.

Left-to right predication assumes a subject-
adjective relationship:

(g)  Original: A more spectacular increase would 
have created more employment opportunities

 Adjusted (version 1): If an increase had 
been more spectacular, more employment 
opportunities would have been created.

 Japanese (version 1): (kankokyaku no) nobi 
ga sarani hiyakutekina mono datta nara, 
koyo kikai ga sarani zodai shite ita daro.

This last subjunctive sentence can be rewritten in 
an actual sense, exactly opposite the original:

 Adjusted (version 2): Because an increase 
was  no t  more  spec tacu lar ,  no  more 
employment opportunities could be created.

 Japanese (version 2): (kankokyaku no) nobi 
ga sarani hiyakutekina mono de wa nakkata 
koto kara, koyo kikai ga sarani zodai suru to 
iu yona koto mo nakunatta no de aru.

4.2.2 We can now put the three Japanese sentences 
(e), (f) and (g) together:

(h) Original: A shortage of seatsNP [which 
limited the number of Japanese touristsNP 

(who are able to make the trip)] prevented 
an even more spectacular increaseNP [that 
would have created more employment 
opportunities]

 Adjusted (version 1): As available seats 
were insufficient, the number of Japanese 
tourists who are able to make the trip was 
limited, and consequently made it impossible 
for us to witness an even more spectacular 
increase. Otherwise (if all had gone well), 
more employment opportunities would have 
been created.

 Japanese (version 1): (Hikoki no) zaseki ga 

tarinai koto kara, ryoko ni dekakerareru 
hazu no nipponjin kankokyaku no kazu ni 
genkai ga shoji, kankokyaku ga hiyakuteki 
ni zodai shite iku mikomi wa nakunatte 
shimatta. Moshi juntoni itte itara, koyo kikai 
ga sarani zodai shite ita daro.

 Adjusted (version 2): As available seats were 
insuffi cient, the number of Japanese tourists 
was limited, and this prevented them from 
making the trip, even though they wanted 
to. It thus became impossible for us to 
witness an even more spectacular increase, 
and this meant that no more employment 
opportunities could be created.

 Japanese (version 2): (Hikoki no) zaseki ga 
tarinai to, nipponjin kankokyaku no kazu 
ni genkai ga shoji, ryoko ni ikitakute mo 
ikenaku naru koto kara (kankokyaku no) 
hiyakuteki na nobi wa nozomenaku nari, 
koyo kikai ga sarani zodai suru to iu yona 
koto mo arienaku naru wake de aru.

4.2.3 The processing of the inanimate subjects was 
successfully undertaken first, followed by 
the noun-phrase, the subject of which were 
also inanimate. With regard to the original 
English sentence (d) which contains three 
relative clauses including the one whose 
subject is animate, it turned out that each 
clause can be consecutively translated one 
clause after another.

Conclusion

1. I highlighted some causes of obscurity of 
the subject arising from the self-centered 
mindset of Japanese and the perspective of 
Japanese expressions.

2. I  h ighl ighted the  effec t  of  Japanese 
pe rcep t ion  i n  con junc t ion  w i th  t he 
sequential illustration of mental and material 
phenomena.

3. I highlighted the effect of the issues arising 
from inanimate subjects in English and 
subsequently outlined adaptive strategies to 
overcome such problems.

* This paper is based on the lecture I gave for the 
members of East Asia Studies in Israel, in Tel 
Aviv, June 2009.
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Notes

1. The Kokinshu is the fi rst imperial anthology ordered 
by Emperor Daigo. Completed in 905. Compiled by 
Ki no Tsurayuki, Oshikochi Mitsune, and Mibu no 
Tadamine. Contains 1,111 poems. Seasonal and love 
poems dominate the collection.

2. For the transferring and transliterations of Japanese 
texts, I quoted Kokin Wakashu by Ozawa [1971].

3. The Li Chi, one of the five Confucian books, is a 
later restoration of the original of Classic of Rites. It 
is a source book of ancient Chinese rites and court 
manners. In addition to rules and regulations, it 
contains many interesting anecdotes relating to these 
rules [Liu Wu-Chi: 1966, p.11].

4. Engo “word association” entails the relationship of 
disparate elements in a poem through the use of a 
word that has or creates an “association” with the 
preceding word or situation, often bringing out an 
additional dimension of meaning and giving two 
expressions a secondary richness.

5. Joyce Ackroyd (1918-1986) wrote widely on Japanese 
language, literature and history. Her publications 
include Lessons From History, Arai Hakuseki’s 
Tokushi Yoron (University of Queensland Press, 1982) 
and Told Round a Bushwood, The Autobiography of 
Arai Hakuseki (Columbia University Press, 1995).

6. de as in the above sentence (a) denotes reason or 
cause. 

 ni as in (b) is used when the Japanese subject is a 
recipient of the effect of an event.

 de as in (c) indicates means to an end
 ni yotte/ni yotte is more emphatic than the above 

particles; it is usually used when an action of general 
or abstract nature is described. It is also used when 
an action undertaken for something or a concept of 
abstract nature is described objectively.
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メディアとローカル化
～ハワイのコリア語メディアと主流メディアの事例から～

白　水　繁　彦* 

Media and Localization 
～ Functions of Korean Media and the Main Stream Media in Hawaii ～

Shigehiko SHIRAMIZU

本稿はハワイにおけるコリア語メディアと主流新聞の調査研究の報告である。本稿の目的は，第
1にコリア語メディアの送り手へのインタビューをとおしてエスニック・メデイアの機能を検討す
ること。第 2に，主流メデイアのエスニック文化の扱い方を検討することである。目的の第 1につ
いては，現代のコリア語メディアはディアスポラ・メディアの側面を持ちながら一方で受け手の文
化変容を進める側面ももつという仮説を提示した。第 2については，主流メデイアの文化欄はエス
ニック文化紹介と同時に「ローカル化推進装置」としての役割をもつという仮説を提示した。

キーワード： エスニック・メデイア，ディアスポラ，文化変容，ローカル化の推進装置
Key words： ethnic media, diaspora, acculturation, promoter of localization

1　本稿の目的

本稿は筆者が日本国内や海外で続けてきた
「エスニシティとメディア」にかんする調査の
一環としてのハワイにおける 2009年のフィー
ルドワークの報告である（なお，これまでの調
査の報告については以下の文献を参照された
い。白水 1996, 2002, 2004a, 2004b, 2008a, 2008b, 

2009a, 2009b）。今回とりあげるのはハワイにお
けるコリア語メディアと，主流メディアのエス
ニック文化欄である (1)。
本稿の目的は，第 1に，これまであまり報告
されることのなかったハワイのコリア語メディ
アについて，送り手へのインタビューをとおし
て実態の一端を紹介し，併せてそのメデイアの
機能を検討すること。第 2に，主流メデイアの

文化欄のエスニック文化の扱いかたを検討する
ことである。
エスニシティとメディアを問題にするからに
は，まずエスニック集団とメディアが拠って立
つ基盤についてみておく必要がある。以下，当
該社会の人口学的，社会構造的側面から検討し
てみたい。

2　ハワイにおけるメディアをめぐる状況

2-1　単一民族社会から多民族社会へ

ハワイは今日，エスニック・コミュニティが
多数存在する多民族社会である。むろん，その
歴史のはじめから多民族社会であったわけでは
ない。1778年，イギリス人ジェームズ・クッ
クを船長とする一団が来島するまではポリネシ
ア系の人びとだけが住む，いわば単一民族社会

 * 駒澤大学グローバル・メディア・スタディーズ学部教授
付記：本稿は文部科学省科研費［平成 20年－ 22年基盤研究（B）（海外学術調査）「多文化社会ハワイにおけ

る沖縄系，日系，中国系，コリア系の民族間交渉と文化創生」］の助成による研究の一部である。

Komazawa_GMS_Prof.Shiramizu.indd   9Komazawa_GMS_Prof.Shiramizu.indd   9 2010/03/16   11:44:092010/03/16   11:44:09



̶　　̶10

Journal of Global Media Studies   Vol. 6

であった。クックらがヨーロッパにハワイの存
在を知らせてからというもの，宣教師や商人，
捕鯨船員をはじめとするハオレつまり白人た
ち (2)が次々と来島するようになる。中には住
みつく者もいて，ハオレの人口も増えていく。
やがてその子弟を中心に，1830年代後半あた
りから砂糖きびプランテーションを経営するも
のが出てくる。先住ハワイ人 (3)を労働力と見
込んでのことである。
ところが，先住ハワイ人の人口は，短時日の
うちに外来の病原菌や異文化にさらされたこと
もあり，急激に減少する。当然，労働力の不足
を来たすようになる。そこでプランテーション・
オーナーたちは先住ハワイ人以外にも労働力を
求め，アジアやヨーロッパ，アメリカ大陸に求
人の手を伸ばす。こうしてハワイは急激な多民
族化の道を歩み始める。
労働者として連れてこられた「外国人労働
者」を早い順にみると，まず，中国人である。
かれらは 1789年から，主としてハオレの従者
として来ていたが，契約労働者として集団移住
してきたのは 1851年からである。次に連れて
こられたのが日本人労働者で，かれらの集団と
しての初来島は 1868年である。これはいった
ん途切れるが，1885年からはハワイ政府と日
本政府との公的な取り決めによる労働者派遣が
開始されたこともあり年々大量に来島する。日
本人労働者の流入は 1924年のアメリカ政府に
よる「排日移民法」施行まで続き，しだいに大
きなエスニック集団になっていく。日系人は二
世以降の世代を含めれば第二次大戦前にはハワ
イ人口の約 4割を占める突出した大集団であっ
た（1939年 15万 5000人）。近年フィリピン系
に超されたが，それでもアジア系では第 2位を
占めている（後述）。
さらに，耕地の現場監督要員であるポルトガ
ル人の初来島が1878年で，その後，オキナワン (4)

（1900年），コリアン（1903年），フィリピン人

（1906年）の来住と続く。コリアンは 1910年
の日韓併合（韓日併合）以後光復までは日本人
という身分で来島せざるを得なかった。

2-2　エスニック・メディアと人口，使用言語

このような新しい来住者とその子孫をメン
バーとする一種の統計的集団をエスニック・マ
イノリティ集団，略してエスニック集団とい
う。これらエスニック集団を基盤とするのがエ
スニック・メデイアである。エスニック・メディ
ア（より正確にはエスニック・マイノリティ・
メディア）とは，当該社会内に居住するエス
ニック・マイノリティの人びとによって，その
エスニシティのゆえに用いられるメディアであ
る（白水 2002:14）。エスニシティのゆえに，と
いうのは，主流社会の言葉が理解できないため
に自分たちの言語（エスニック言語）でメディ
アを持たざるを得ないといった，やや消極的な
理由のみならず，自分たちの言語や文化を保持
したい（または広めたい）とか，民族的な誇り
を表したいといったエスニック・アイデンティ
ティに関わる理由から受け手（もしくは送り手）
となることを意味する。後者のアイデンティ
ティ志向の場合はメディアに主流言語が用いら
れることもある。　
そのようなわけで，ハワイにおけるエスニッ
ク集団の人口と使用言語を先ずみておく必要
がある。アメリカ合衆国国勢調査局 American 

Community Surveyの推計によれば 2008年現在
でのハワイ総人口は約 129万人である。この統
計によれば，出自国別人口の割合の上位 10は
以下のとおりである。
フィリピン系 13.6％，日系 12.6％，ポリネ

シア系（多くが先住ハワイ系）9.0％，ドイツ
系 7.4％，アイルランド系 5.2％，中国系 4.1％，
イギリス系 4.6％，ポルトガル系 4.3％，コリア
系 3.1％，メキシコ系 2.9％。これがいわゆるエ
スニック集団別の人口にかなりの部分重なると
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思われる。なお，この統計をもとに計算すると
コリア系人口は約 4万人ということになる。
つぎにかれらの使用言語をみてみると，この
統計によればハワイ人口（5歳以上）の 74.6％
が家庭で英語だけを用いているという。いっぽ
う，エスニック言語（マイノリティ言語）を主
として使用する者の多いのはタガログ（フィリ
ピン系）で 5.37％，ついで日本語 4.96％，イロ
カノ（フィリピン系）4.05％，中国語 1.92％，
ハワイ語 1.68％，スペイン語 1.66％，コリア語
1.61％，サモア語 1.01％，その他である。これ
によれば，家庭でコリア語を主として使用して
いるのは 15000人ほどということになる。むろ
ん，後述するように，自分をコリアンと自覚し
たり，コリア語が理解できるのはこれを大きく
上回ると思われる。

2-3　ハワイのメディアの現状

2-3-1　新聞

2000年現在ハワイで発行されている新聞・
ニューズレターの類はざっと 135タイトルある
（Chapin 2000）。このうち 10紙が日刊紙である。
さらにこのうちの 4紙は典型的なエスニック・
メディアで，外国語（エスニック言語）を主と
し，しかも当地ハワイで全面的に編集した紙面
または一部編集した紙面をもつ。内訳は，日本
語 1紙（全面当地で編集），コリア語 2紙（一
部当地編集），中国語 1紙となっている（一部
当地編集）。中国語紙のなかにはハワイで入手
できるカリフォルニア版もある。ともあれ，日
刊紙の 4割以上がエスニック系メディアである
というのもハワイならではの特徴である。上記
135種のうちハワイ語のタイトルは 20種余あ
り，この多くが先住ハワイ人向けのプレスであ
ると思われる。
エスニック言語のうち日本語紙以外は，出自
国発行の有力紙のアメリカ版のハワイ版という
かたちをとるもの（コリア語紙：後述）や，ア

メリカ本土（西海岸）発行紙のハワイ版という
かたちをとるもの（中国語紙）がある。いずれ
にせよ，情報インフラのグローバリゼーション
により，ニューカマーの多いエスニック集団は
アメリカなどにエスニック版の本部を置いて，
インターネットなどを用い国境を越えて，ごく
短い時間差のもとに発行するという態勢を整え
ている。
ハワイで発行される主要な新聞の発行部数
を調査したMondo社の発表によれば上位 18紙
は以下のようになる (5)。1位の『ホノルル・ア
ドバタイザー』Honolulu Advertiser （日刊，英
語，一般紙，発行部数 120000部）や，2位の
『ホノルル・スターブレティン』Honolulu Star- 

Bulletin（日刊，英語，一般紙，65000部）は別
格として，3位に無料紙の『ホノルル・ウィー
クリー』Honolulu Weekly（週刊，英語，イベン
ト情報，41000部），4位に 100年余の歴史をも
つ『マウイ・ニュース』Maui News（日刊，英語，
一般紙，マウイ島ワイルク市，22000部）が入っ
ている。18紙のほとんどが主流メデイア（英
語，マジョリティ向け）だが，なかにエスニッ
ク新聞として，17位に『ハワイ報知』（日本語・
一部英語，日刊，4000部）が 1紙入っている。
じつはハワイ報知社は『ハワイ・ヘレラルド』
Hawaii Heraldという月 2回刊の日系人向け英

図 1 現在ハワイで発行されているエスニック・メ
ディアの数々。中に若干の旧刊が混じっている
（2010年 1月 20日　白水撮影）
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語紙も発行しており，筆者の調査では発行部数
は 6000部前後である。月 2回刊ということで
この表に載っていないと思われるが，もし載せ
るとすれば 15位くらいになるであろう。
なお，同様に筆者の調査によれば『ハワイ報
知』と同程度か若干少ない発行部数を持つのが
コリアン向けの『中央日報』（コリア語，日刊），
『韓国日報』（コリア語，日刊）である。
このようにハワイには多様な新聞がある。と
いうのは「外国」からの移住者は，とくに初代
においてはハワイ語や英語の理解が困難であ
るから，母語のメディアを必要としてきたので
ある。その結果，世界でも最もエスニック言語
使用のメディアが多い社会のひとつとなった
(Beechert 1985)。さらに，主流言語によるエス
ニック・メディアも多いので，おそらくエスニッ
ク・メディア率（当該社会のなかの全メディア
中に占めるエスニック・メディアの割合）も最
も高い社会のひとつであろう（ハワイで発行さ
れる印刷エスニック・メデイアの例は図 1参照。
なお，下方の『ハワイ報知』は特別号で 2003

年 9月 12日発行）。

2-3-2　ラジオ

ラジオやテレビといった放送界にもエスニッ
ク・メディアは早くから進出し，多くのオーディ
エンスを魅了し続けてきた。近年はチャンネル
数が 50を越える CATVが約 9割の家庭に普及
し，エスニック番組も増加した。放送は主にエ
ンターテイメント方面でエスニック集団に奉仕
してきたと言えよう。
ハワイのラジオ局は全島で 92局あり，うち

61局は FM局で，残り 31局は AM局である
（H.R.T.G. 2003）。人口比にすると全米でも有数
のラジオ王国である。その要因のひとつはもち
ろん多民族的背景にある。エスニック集団が多
いということはその分，興味関心も多彩で細分
化されているということだ。それだけマーケッ

トが細分化されているわけで，それに対応して
局が増えるということである。1995年の調査
ではあるが，15局がエスニック・メディアと
してのラジオ局であった。先住ハワイ系や，日
系などアジア系，太平洋系等のエスニック番組
を放送していた。エスニック・ラジオ局の数は
若干の出入りはあってもその後も基本的に変化
はないと思われる。
ハワイのエスニック集団の多くは，単独でラ
ジオ局を構える力がない場合は，ある局から 1

時間なり 2時間なり時間枠を買って，番組を流
していた。その意味でもラジオはその初期から
多文化が併存していたといえる。エスニック言
語のラジオ局としては中国語が古く，「檀華播
音社」が 1933年 5月 1日に放送を開始してい
る（1935年放送停止）。
ラジオ局が急増したのは戦後で，ハワイは全
米有数のラジオ州となった。とくに 60年代，
70年代のエスニック・アイデンティティの高
まりはラジオ局の多様化にも貢献した。注目す
べきは先住ハワイ人の「復権」を謳う番組が増
えたことだ。ラジオはテレビに比べ，きわめて
「ローカル」の嗜好，趣味に彩られたメディア
であり，昨今のハワイのラジオはいっそうその
傾向を強めている (6)。
　

3-1　ハワイのコリア語メディア

ハワイには 2010年 1月現在，日刊 (7)新聞と
して『韓国日報』ハワイ版 HanGuk Ilboと『中
央日報』ハワイ版 JoongAng Ilboが発行されて
いる。両者とも韓国における大新聞のいわば孫
会社である。両者は韓国人の海外進出にともな
い，海外現地版を発行してきたが，特にロサン
ジェルスに本部を持つアメリカ版は両者とも活
動が活発で，カナダから南米まで主要都市で発
行されている。
『韓国日報』ハワイ支社の場合，アメリカ本
部傘下の 13支社のうちの一つであるという。
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海外現地版の発行については『韓国日報』がや
や先行しており，ロサンジェルスに『韓国日報』
が進出したのは 1969年で，インタビュー相手
の Lee（李）Young Ho氏 (8)によれば「韓国の
新聞では最初の海外進出である」という。
むろん，韓国の大新聞の海外進出としては最
初という意味である。ハワイにおいても『韓国
日報』ハワイ版が 1972年 8月に創刊され，数
年遅れて，『中央日報』のハワイ版が創刊された。
ともあれ，アメリカ各地において両者はライバ
ル関係にあり，『韓国日報』あるところ『中央
日報』あり，といわれるようだ（図 2と図 3参照）。

Lee氏はハワイにおけるコリアン・コミュ
ニティの人口は約 45000人という。 2008年
発表のアメリカ合衆国国勢調査局 American 

Community Survey によれば，コリアンは約
40000人となっている。様々な事情により統計
に表れない人数があるのは他のエスニック集団
にもみられることであり，Lee氏はそれらを勘
定に入れて 45000人と考えていると思われる。
そのうち，コリア語が話せる人が約 3万人であ
ると Lee氏はいう。前述の統計によれば，日常
的に家族内でコリア語を話しているのは 15000

人ほどであったから，日常的には使わないが，
「話せる」のはおよそその 2倍いると Lee氏は

推定しているようだ。では印刷メディアの受け
手になるコリア語の「書き言葉」のわかる人は
何人くらいいるか。一般に，「聞く・話す」よ
り「読む」ほうが習得が困難であるので，『韓
国日報』などのコリア語印刷メディアの潜在的
受け手は 2万人弱と考えてよさそうである。
いっぽう，後述の『ラジオ・ソウル』Radio 

Seoulなどのコリア語ラジオ放送については，
コリア語を主としながらも一部英語を交えたバ
イリンガル放送であり，また，コリア語の，読
み書きは苦手だが聞くほうはできるという二世
もいるので潜在的受け手は約 3万人をかなり超
えるはずである。なお，ハワイで放映されるテ
レビのエスニック・チャンネル（2局）は英語
の字幕（サブタイトル）が付される場合が多く
（白水 2004a：220），当該エスニック集団を超
えて視聴されることも少なくない。
とくに韓国産のドラマについては，日系など
他のエスニック集団の人びとにも人気があるの
で，潜在的受け手は 45000人をはるかに超える。
なお，ラジオ放送は『韓国日報』ハワイ支社
が『ラジオ・ソウル』社（KBFT）を兼営しており，
コリア語を主，英語を従として 24時間電波を
出し続けている。このエスニック・ラジオ局も
ロサンジェルスの『韓国日報』アメリカ版の本

図 2　『韓国日報』ハワイ版 2009年 9月 10日号
右 Aセクション（ハワイ，アメリカ版）

左 Bセクション（韓国版）。
A，Bが1セットで販売される。（2010年1月20日　白水撮影）

図 3　『中央日報』ハワイ版 2009年 9月 10日号
韓国版は中に綴じ込んである。
（2010年 1月 20日　白水撮影）
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部が経営しているラジオ局の支局というかたち
になる。ハワイにはもう 1局，キリスト教会が
経営するコリア語放送局『ラジオ・コリア』社
Radio Korea（KCBH）があるが，1日 1時間の
放送である。ハワイの『中央日報』はラジオ局
を持っていないが，ロサンジェルスの『中央日
報』はラジオ局も兼営している。『ラジオ・ソ
ウル』は 2000年に放送を開始した。ちなみに
『ラジオ・コリア』は 2006年の発足で，こちら
もロサンジェルスに本部があるという。
筆者は今回の訪問に先立つ 9年前，すなわち

2000年 9月，『ラジオ・ソウル』の真新しいオフィ
スを訪ねたことがある。『韓国日報』ハワイ支
社と同居するその社屋に入るなりコリア語が飛
び交っているさまに驚き，ハワイに居ることを
忘れるほどだった。今も同様にコリア語が支配
的である。スタッフは新聞とラジオでまったく
分かれている。コリア語のみで書かれる新聞の
関係者にはバイリンガルの人は少ないという印
象を持ったが，ラジオのほうになると，少なく
ともパーソナリティは完全なバイリンガルの女
性がつとめている。韓国生まれアメリカ（また
はハワイ）育ちの女性たちである。取材や番組
でコリア語と英語の両方を頻繁に使うからであ
る。かつても今も韓国やアメリカで流行してい
る楽曲が次々と流される。

3-2　『韓国日報』ハワイ版の概要

『韓国日報』ハワイ版は，他のアメリカ版同
様，紙型は縦長の大判である（図 2参照）。総
ページ数は大体 24ページからなる。使用言語
はすべてコリア語である。紙面は大きく分けて，
アメリカ・ハワイ版（Aセクション）と，韓国
版（Bセクション）との 2部構成となっており，
韓国セクション（12ページ）は韓国のニュー
スなど韓国情報からなり，記事の多くが出自国
韓国の『韓国日報』の再録と思われる。いっぽ
う Aセクションは第 1面と第 2面がハワイの

ニュース，第 3面以下がアメリカと世界（US 

and World）である。Aセクションの第 1面と
第 2面がハワイ支社制作である。毎日 PCの編
集ソフトを用いて版下を制作し，それをロサン
ジェルスのアメリカ本部にデジタル回線で送
る。第 3面以降はアメリカ本部がつくったアメ
リカ版である。Aセクションと Bセクションを
アメリカ本部で印刷。それを毎日飛行機でハワ
イへ運ぶというシステムである。ハワイに送ら
れた新聞はその多くが郵便で契約家庭に送られ
る。
発行部数は一日当たり「公称」5000部。他
の多くのエスニック集団向け印刷媒体（エス
ニック・プレス）同様，ABCという部数調査
の公的機関の査定を受けていない。未公査の印
刷媒体の場合，公称と実際はかなりの開きがあ
るのが一般的である。それに加え，エスニック・
プレスは広告収入に頼る傾向が強い。大新聞な
どの場合，新聞販売収入と広告収入の比率は大
体 5：5である。いっぽう，エスニック・プレ
スの場合は広告収入の比率が高いのが一般的で
ある。販売収入はほとんどなく，広告収入だけ
であるというエスニック新聞も少なくない。近
年は販売収入は最初からあきらめて，フリーマ
ガジンと称して無料の印刷媒体が増加してい
る。ちなみに『韓国日報』ハワイ版は販売収入
と広告収入の割合は 2：8であるという。『韓国
日報』ハワイ版の広告料は，5コラムサイズで
モノクロの場合 1回掲載 100ドル，カラー 200

ドル，全面広告はモノクロ 250ドル～ 300ドル，
カラーの場合 500ドルであるという。
広告主の多くはいわゆるエスニック・ビジネ
スである。すなわち同胞相手のビジネスで，ハ
ワイの美容院や不動産仲介業，韓国直輸入の食
材などを扱う雑貨店や食料品店，コリアン・レ
ストラン（たいていが「本場の味」「家庭料理」
「安い」を謳う），自動車修理業，印刷屋，英語
学校などが常連である。
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広告は，日常生活の衣医・食職・住遊にかか
わる様々な職種が含まれるが，広告主のほとん
どがハワイの韓国系メディアの多くと付き合い
があるという。すなわち一つの企業，商店が新
聞 2紙のほかラジオやフリーマガジンにも広告
を出すということが少なくない。メディア間の
広告獲得競争は熾烈を極め，過当競争といって
も過言ではない状況である。したがって，上記
の広告代金は多分にタテマエで，上客には値引
きも行なわれるようだ。
広告といえば，近年のメディア業界は経営的
にけっして順調とはいえない。『韓国日報』ハ
ワイ支社もグローバルな経済の落ち込みの影響
を受けているという。特に 2009年 5月頃から
影響が顕著に顕れている。「昨年（2008年）と
比べて売り上げが 30パーセント落ち込んだ」
そうである。
つぎに，ニュースの情報源をみてみよう。ア
メリカ国内外のニュースについては，アメリカ
本部が各種通信社と契約しており，情報源とし
ているという。ハワイ内のニュースについては，
主流新聞である『ホノルル・アドバタイザー』
や『ホノルル・スターブレティン』と記事の相
互使用関係を結んでいるという。
　
『韓国日報』ハワイ支社長 Lee氏について

『韓国日報』ハワイ版の発足は前述のように
1972年。初代の支社長は Peter Park氏。現在の
Lee氏は 6代目である。氏は 1948年 2月生まれ。
ソウル市内の学生だった 1968年から KBSのラ
ジオでアルバイトをしたという大ベテランのメ
ディア人である。1970年に大学を出てからずっ
とメディア関係（主にラジオ）の仕事をしてき
たが，1985年，『韓国日報』ハワイ支社に派遣
される。同社はホノルル市内でもやや山手であ
る南キング街に社屋を構える。1階部分が新聞
社，2階部分がラジオ局である。Lee氏はその
両部門の長である。

従業員数

『韓国日報』ハワイ版担当の従業員はフルタ
イムが 6人，パートタイムが 3人。『ラジオ・
ソウル』の従業員はフルタイム 3人，パートタ
イム 6人であるという。ちなみに他島には支部
や通信部はなく，通信員も置いていない。した
がって他島の情報についても主流メディアの情
報に頼るということになる。

好まれる情報とコリアン・メディアの使命

コリアン住民が最も好む情報は第 1に健康問
題，第 2に娯楽，とくにドラマのことや俳優の
こと，俳優を含めた有名人のゴシップ，第 3に
ビジネス，金融など経済にかんする事柄だとい
う。
『韓国日報』ハワイ支社の新聞編集部には「春
秋の筆法」「正々堂々」「独立不羈」が墨書して
ある。これは韓国の本社でもアメリカ本部でも
同様のモットーであるという。
このうち，日本の新聞ではあまり見ないのが

「春秋の筆法」である。それは Lee氏によれば「正
確を期すこと。事実を伝えること。たとえて言
えば通訳と同じ。意図的に付け加えたり，差し
引いたりしない。ありのままを伝える，という
こと」である。
『韓国日報』全体のモットーとは別に，Lee

氏自身はコリアン・（エスニック）メディアの
使命についてどう考えているか。氏は「ハワイ
の韓国系住民は 100パーセント韓国系メディア
を頼りにしている。だから，とりわけハワイの
ニュースは新聞，ラジオとも出来るだけ早く正
確に同胞に伝えなければならない」という。
とはいっても情報のソースには限りがある。
とくにハワイ州やホノルル，他島の情報に関し
ては主流メディアに頼らざるを得ない。Lee氏
は「その意味では主流メディアと競争はできな
いが，そこから得た情報を出来るだけ早く，正
確に伝えるという努力をしている。とにかく，
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同胞は（心理的に）孤立している。心細い気持
ちで暮らしている。だから，身の周りで何が起
きているかを伝えるのがわれわれの仕事の重要
な使命のひとつである」という。

3-3　『韓国日報』ハワイ版の集団間的機能

いうまでもなくエスニック・メデイアの基盤
はエスニック集団である。エスニック・メデイ
アはエスニック・ビジネスの一種ではあるが，
同時に「公器」としての側面ももつ。それは一
般のマスメディアと同様である。エスニック・
メデイアは，もっぱら同胞集団の内部で完結す
るニーズに応える側面（エスニック・メデイア
の集団内的機能）と，同胞集団と他のエスニッ
ク集団や主流社会の間を取り持つ側面（エス
ニック・メデイアの集団間的機能）をもつ。「間
を取り持つ」とはいっても，穏やかに調整的な
役割を演じるだけでなく，同胞集団を擁護する
ためには時として激しく非を鳴らすこともあ
る (9)。たとえば，1920年代，30年代のハワイ
の日本語新聞は白人支配層による日本人・日系
人差別や日本語学校圧迫に対し，社によって多
少の戦略・戦術の違いはあっても全力をあげて
戦いを挑んだことがある (10)。　　　　
『韓国日報』ハワイ版の集団間的機能をみて
みよう。1970年代後半，ハワイの主流英字新
聞が現地のコリアン・コミュニティの人びとの
神経を逆撫でするような記事を掲載したことが
ある。観光地ハワイには夜の仕事も少なくない。
ホノルルの繁華街の一角に「コリアン・バー」
と一般に呼ばれる酒場が，かつてほどではない
が多数集まっているところがある。どちらかと
いえば「朝鮮戦争」以降に来島したニューカ
マーの女性が働いていることが多かった。この
女性たちのことが世上のうわさとなったことが
ある。
以下は Lee氏の説明である。
｢主流新聞である『ホノルル・スターブレティ

ン』がここで働く女性たちのことをリポートし
たのだが，われわれからみれば，まるで同胞
の女性たちが総ていかがわしいところで働いて
いるかのような書きぶりであった。まじめにく
らしているコリアンたちは悪いイメージで見ら
れるのは我慢できなかったようだ。『韓国日報』
ハワイ版はコミュニティの怒りを代弁して，主
流新聞の非を鳴らすキャンペーンを開始したわ
けです。『韓国日報』の記事に動かされたコリ
アンの有志は主流新聞社に対して様々な方法で
抗議を続けた。その結果，主流新聞側が折れ，
謝罪記事を掲載。それをみて『韓国日報』はキャ
ンペーンを終わらせ，有志のデモをはじめとす
る示威行為も終結したのです｣ (11)

このように自分たちエスニック集団のために
は執拗なキャンペーンも辞さないエスニック・
メディアは少なくないのだが，エスニック集団
間の連携・協働ということになると一般に積極
的とはいえない。それは，他のエスニック集団
への対立意識，対抗意識の故でもあるが，多く
の場合，主流社会に対しては大いに関心がある
ものの，他の集団に対しては関心が薄いという
ことがその背景としてあるようだ。しかし，い
つ災害などの大事に見舞われないとも限らな
い。実際，2007年 10月のハリケーン襲来の折
の被害は大きかった。放送関係では，ハワイ全
域にわたって 24時間以上の大停電に見舞われ
たため，ほとんどのラジオが放送を停止せざる
を得なかった。情報ブラックアウトの危機に瀕
したわけだ。この時，KSSK（英語ラジオ放送
局）だけが自前の発電装置を持っていたために
放送を続けた。他局は KSSKに電話で情報を送
り，放送してもらうという方法でなんとかその
任務を果たすことができたという。
『ラジオ・ソウル』は以前から発電装置設置
の必要性を行政に訴えてきたが，このハリケー
ンの襲来による大停電という出来事により，よ
うやく行政が動き始めた。州政府が『ラジオ・
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ソウル』の要請を容れて，2010年中には同局
に発電装置を設置する，と決めたという。設置
されれば，緊急時には他のエスニック集団も
『ラジオ・ソウル』に情報を送り，母語で放送
ができることになる。Lee氏は「中国語やベト
ナム語（の人）など，恩恵に浴するグループは
少なくないはず。とにかく停電の折は他局の人
もここに来て放送すればいいし，市民は周波数
1540に合わせれば自分たちの言葉で情報が得
られる」という。
発電装置はアンテナサイトとラジオ局の両方
に必要なのでそれなりの費用がかかる。おそら
く 15000ドルは下らないだろうという。しかし，
大災害など緊急時の放送の役割の大きさを考え
れば行政にとって必要な投資だと Lee氏は考え
ている。

4　主流メディアとエスニック文化

エスニシティとメディアをめぐる次のテーマ
は，主流メディアの文化欄のエスニック文化の
扱いかたである。筆者は 20余年にわたってハ
ワイの二大主流新聞を折にふれ読んできた。二
大紙というのは前述の『ホノルル・アドバタイ
ザー』と『ホノルル・スターブレティン』である。
この 2紙を比較してみると，国際，国内，州内
の政治や経済の記事についてはともかく，こと
エスニック文化について読み応えがある記事が
多いのは『ホノルル・スターブレティン』であ
る。そこで実際の担当記者の見解を質してみよ
うと思う。

4-1 『ホノルル・スターブレティン』の文化欄

担当記者

筆者とのインタビューに応じてくれたのは
『ホノルル・スターブレティン』の文化欄担当
記者のひとり Betty Shimabukuroである (12)。主
としてフードセクション（食文化欄）を担当し
ている。彼女がそれを担当するようになった

きっかけは「前の担当者が 1998年にマウイへ
行ってしまったから引き継いだだけだ。それま
ではクッキングにはさほど関心がなかった。む
ろん料理の勉強もしたことがない」という。

図 4 Shimabukuro記者による沖縄料理・沖縄文化の
本の紹介

『ホノルル・スターブレティン』2008年 8月 27日号
（2008年 9月 1日　白水撮影）

氏はしばしばハワイの多様なエスニック・コ
ミュニティの食文化をレシピ付きで紹介する。
氏は食文化に対する特別な思い入れがあったの
ではないかとの筆者の予想はみごとに外れてし
まった。
彼女の姓は「島袋」だから沖縄系のはずであ
る。しかも氏の沖縄料理やホノルルの沖縄料理
店の紹介記事は詳細にわたっており読み応えが
ある。当然，沖縄文化についてはかねてより関
心が深かったのではないか。
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「父は沖縄系の二世である。わたしは，父が
東海岸のペンシルベニア大学で博士号を目指し
て勉強をしている時に生まれた。母は中国系で
ある。父も日本文化や沖縄文化のことをあまり
話さなかった。沖縄についての教育はまったく
なかったといってよい。だから私は日本料理は
もちろん沖縄の食文化についてはあまり知らな
かった」
またも予想が外れてしまった。そういわれて
みれば，氏は『肝心（Chimugukuru）』という沖
縄食のレシピと沖縄文化についての本を紹介し
た記事のなかで（図 4），女性リーダーの名前
を間違っている。ボビー・「クバ」と書くべき
ところを「クボ」と書いている。この点に関して，
あるエスニック文化主義者は「もし彼女が沖縄
文化に詳しければ，まず間違えようがない。な
ぜならクボは日系（ヤマトゥンチュ）の名前だ
が，クバは典型的なウチナーンチュの名前だか
ら」と指摘する（沖縄系三世のジャーナリスト
の K氏）。ところで，エスニック文化主義とは，
エスニック・マイノリティ集団の成員は，自ら
の民族的出自を自覚し，確固たるエスニック・
アイデンティティ形成に努めるべきであるとい
う思想である。Shimabukuro氏は，出自として
はウチナーンチュだが，エスニック文化主義者
ではない（むしろ主流メデイアの記者として，
できるだけすべてのエスニック集団から等距離
にいようと努めているように見える）。
では，氏は沖縄料理にかんする知識はどこか
ら得たのか。
「仕事の中で学んだ。沖縄料理の上手なオキ
ナワンの女性にインタビューして，レシピを
教えてもらったり，沖縄料理を出す店が出来た
ら取材に行って食材やレシピを学んだ。じつは
沖縄料理がポピュラーになったのは最近のこ
とだ。それまでは沖縄系のレストランですら
メニューにのせることは稀だった。たとえば
Zippy’s（ハワイのファミリーレストランチェー

ン）も沖縄料理らしきものを扱っている。もっ
とも，ハワイの沖縄食はもはや沖縄料理とはい
いがたいものがほとんどだ」
有能なジャーナリストである氏はすでに，移
民が出自国から担ってきた食文化と現地ハワイ
で展開された食文化の違いに気が付いている。
たとえば，沖縄食においては「沖縄では野菜が
食材の中心だったはずだが，ハワイでは肉が中
心になる。それは日本食においても同様である」
と分析する。
だから，「ハワイの人びとが日本食や沖縄食
が健康にいいといってありがたがって食べる
が，ハワイ流のレシピで作られた日本食や沖縄
食がダイエットになるかどうか疑問だ」と考え
ている。

4-2　エスニック・フードとハワイ化

氏の考えを敷衍すれば，多くの日本食や沖縄
食はハワイ化されていて，そのハワイ化したも
のを好んで受け入れているということになる。
たとえば，日本食は一般にハワイの食文化にお
いて確固たる地位を築いている，といわれる。
たしかに日系人だけでなくほかのエスニック集
団やハオレたちも「普通に」日本食を楽しむ。
だが，「日本料理」だと思って食べているもの
がじつはハワイ化した料理だとしたらどうだろ
う。文化のハワイ化という現象は重要な問題で
ある。後段で取り上げてみたい。

Shimabukuro氏のこれまでの記事を見てみる
と，じつにさまざまなハワイの食のシーンを紹
介している。したがって，種々のエスニック・
コミュニティの食に詳しいはずだ。日本料理や
昨今プレゼンスを強めてきた沖縄料理のほかに
人気のあるエスニック・フード（あるエスニッ
ク集団に起源をもつ食）はなにか。
「東南アジア，とくにベトナムやタイの料理
は人気がある。レストランも多いし民族を問わ
ず客が入っている。それに対し，フィリピン料
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理はエスニック集団の大きさの割にはエスニッ
ク・レストラン（フィリピン料理店）の数が少
ない」
タイやベトナム料理は世界に冠たる中華料理
と適合性が高いのかもしれない。一般の人にも
馴染みやすいのであろう。それに比べればフィ
リピン料理は馴染みにくいのかもしれない。と
ころで，フィリピン系は先ごろ壮大なエスニッ
ク・ホール（エスニック集団の，エスニック集
団による，エスニック集団のための会館）を建
設した。フィリピン会館建設のプランにあたっ
ては豪壮な沖縄県人会館（ハワイ・オキナワ・
センター）も参考にしたといわれる。オキナワ
ンの女性たちは沖縄食を自民族のアイデンティ
ティ・フードにまで高めるために詳細な調査を
重ね，3版にわたるクックブック（沖縄文化・
料理の紹介とレシピを収める）を制作した。前
述の『肝心』である。フィリピン系にはそうし
た動きはないのか。
「フィリピン料理のレシピ本は小さいもの
があるだけである。それとてハワイ電力会社
（HEC）が社会貢献を兼ねた自社 PRのための
栄養講座や料理教室の展開の過程で出来たと考
えたほうがよい。ちなみにこれもハワイ風フィ
リピン料理であるといえるものだ」
ハワイ風というのはハワイ化された，という
意味である。ここで注目すべきは文化変容の促
進機関としての HECであるが，この組織の機
能については本稿の目的とするところではない
のでここでは割愛せざるを得ない。
ところで，フィリピン系はアジア系で最大の
集団なのになぜオキナワンのようなエスニック
文化主義に裏打ちされた文化運動が目立たない
のか。
「そうした運動が盛り上がらないのはフィリ
ピン系だけではない。ほかの，たとえばコリア
ンなども同様である。オキナワンの文化運動は
女性が担っている。つまり“フイ・オ・ラウリ

マ”Hui O Laulimaという女性団体が中心を担っ
ている。リーダー格は 10人ほどしかいないが，
彼女たちの活動に鍵がある。三世が中心の彼女
たちは，リタイアしていたり専業に近い立場の
主婦だったりと，自由になる時間を持っている。
一方，移民したての人が多いエスニック集団の
人びとは生き抜くのに忙しくてなかなかそのよ
うな時間は見出しにくい。
さらに，“フイ・オ・ラウリマ”のメンバー
の多くが高学歴であり，専門的な知識や技術を
もっている人がいる。すなわち本を企画し販売
するためのマーケティングの知識もある。沖縄
文化のさまざまな側面に関心があるし，行動力
もある。だから沖縄文化の展示会も開くし，基
金集めのためにアンダーギー（オキナワンドー
ナッツ）を作り，機会をとらえてどんどん売り
に行ったりする。そうした中心的な活動部隊が
ほかのエスニック集団にはなかなか見当たらな
い」
では日本文化や料理についての日系人リー
ダーによるキャンペーンはないのか。
「日本文化や日本食は，ハワイにおいてはロー
カル社会（ハワイ社会）に溶け込んでいる。ロー
カル文化の主要な要素になっているのでいまさ
ら存在を主張する必要はないと思われている
のではないか。その点，オキナワンの女性リー
ダーたちは焦点をしぼる必要があったのではな
いか」
氏のいいたいことはこういうことである。す
なわち，オキナワンの文化は長い間，日系文化
に埋もれていて，日系以外の多くの人種民族の
人たちからは存在がわからない状態だった。だ
からエスニック文化主義に目覚めたオキナワン
のリーダーたちは沖縄文化を「発掘」し，皆の
前に「提示」してみせなければならなかったの
である。
「ハワイの食文化といえば面白い現象がある。

1990年代からハワイの人びとが大挙してラス
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ベガスに遊びに行くようになった。かれらは炊
いたご飯（steamed rice）がないと食事をした気
がしないようで，なんとラスベガスにまでハワ
イ風のレストランが何軒も出来た。同じように
カリフォルニアのホテルにもハワイ風の食事が
できるレストランがある」
ハワイではローカルの人びとは Zippy’sなど
で出す料理をアメリカン・フードという。筆者
が，日ごろどんな食事をしていますか，と問う
と，たいていの人が「ふつうのアメリカン・フー
ドだよ」と答える。しかし，Shimabukuro氏の
話を聞いていると，そのアメリカン・フードと
いうのはハワイ風の（ハワイ化された）アメリ
カン・フードで，それにはできれば炊いたご飯
が付いていたほうがよいようだ。

5　考察

5-1　ディアスポラからロコへ

ハワイにおける，エスニック・メディアと
主流メディアのキーパーソンの二人に話を
伺ったいま，筆者はエスニシティとメディア
を考える際の重要なヒントをいただいたと感
じている。ひとつは，ディアスポラの文化変容
（acculturation）の問題である。ここでいう文化
変容とは，社会心理学的な用法で，個人が以前
の文化（韓国出身のコリアンなら韓国文化）の
なかの多くの局面を保持しつつ新しい文化（ハ
ワイのローカル文化）へと社会化されるプロセ
スのことである（Rogers 1999:190）。同化とは
対照的に，文化変容された個人は複数の文化の
複合体となる。 移民初代や逗留者（跨境的滞
在者＝ transnational sojourner）は特にその傾向
が強い。
ハワイの住民のアイデンティティを考えてみ
ると，ポリネシア系の先住ハワイ人以外は，ほ
とんどが「ディアスポラ」の状態から出発する
といってよい。ハワイ住民のアイデンティティ
のありようを図式化するなら以下（図 5）のよ

うになろう。

  ディアスポラ　　　　　　　　　　　　ロコ
 　1―――2――――3――――4――――5

図 5　ハワイ住民のアイデンティティの変容概念図

すなわち，ハワイの住民の個々人はディアス
ポラからロコに至る線上のどこかに位置する
と考えてよい。ロコというのは Loco，つまり
Localのハワイ英語の発音による，土地っ子と
もいうべきハワイの住民のことである。ディア
スポラというのはギリシャ語で離散民のことで
ある。原義としてはパレスチナの外で暮らすユ
ダヤ人のことだが，本稿では，異国に居住する
身でありながら出自国への強い思いを持ち続け
る人びとのことをいう。したがってディアスポ
ラ・メディアとはそうした人びとを対象とする
メディアのことである。エスニック言語が用い
られるメディアの多くがディアスポラ・メディ
アとしての側面ももっている。
図式的にいえば，たとえば，移民の初代（一世）

は来島当初は左端の 1あたりに位置する人が多
いだろう。それが長く住むうちに文化変容が進
み 2近くまで来る人もいるかもしれない。二世
になるとかなり右へと移動し，人によっては 4

あたりに位置するかもしれない。今日の三世以
降の世代はほとんどが右端に位置するといって
よい。たとえ自分のエスニシティに目覚めて「自
分はオキナワンだ」とか「コリアンだ」という
三世や四世がいたとしても，ロコであることに
変わりはない。というより，そういう人ほどハ
ワイ・ローカル＝ロコであることに誇りをもっ
ていることが多い。
『韓国日報』ハワイ版は全ページがコリア語
表記ということもあって，その読者のほとんど
が，「住んでいるのはハワイだが，こころはコ
リアンである」と思っている人たちであろう。
図 5でいえば，1のあたりにいる人が多いだろ
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う。そのこともあって，『韓国日報』ハワイ版
には本国版が別刷りとして付いている。アメリ
カ版とハワイ版は一体となって印刷されてい
る。一見すると，本国→アメリカ→ハワイとい
う，アメリカ（ロサンジェルスのアメリカ本部）
を仲介者とする一方通行の「コミュニケーショ
ンの 2段の流れ」のような様相を呈している。
そう見る限り，『韓国日報』ハワイ版は「ここ
ろは韓国を向いている」人を対象としている典
型的なディアスポラ・メディアであり，ディア
スポラたるコリアンの心情に訴える韓国の情報
を伝え，韓国文化の維持・涵養に寄与している
ように見える。たしかにそうした側面もあろう。
しかし，読者の側に立って考えてみると，生
活に直接的には関係ないが心情に訴える本国情
報（本国版）と，ハワイの政治・経済・文化に
直接間接に影響をおよぼすアメリカや世界の情
報（アメリカ本部版），そしてコリアンの生活
に直接影響をおよぼすことの多いハワイの情報
（ハワイ版），この 3者が，いわば三位一体となっ
て届けられるということである。そして，生活
へ直接影響するか否かという点では，＜間接 =

本国情報＞＜間接・直接 =アメリカ情報＞＜直
接 =ハワイ情報＞という三種の異なったレベル
の情報を受け取っていることになる。生活への
必要度からいえばローカル（地元）の情報は重
要である。目を通さざるを得ない。前述のよう
に Lee氏は，エスニック・メディアの送り手と
して最も注力するのはハワイの情報を少しでも
早く正確にコリアン・コミュニティに伝えるこ
とだといっている。

R.パークのいう移民新聞のパラドックス
（Park 1922）は，以上のような事情に鑑みると
今日でも有効な説であるといえる。コリアンの
送り手によって母語（コリア語）でつくられる
メディアに接していながら，生活の必要性から
接していた欄（アメリカ，ハワイの頁）によっ
ていつの間にか文化変容をきたしていく。つま

りハワイの文化を身につけ，気持もだんだんロ
コ化していく。図 5でいえば 2のあたりまで行
く人は少なくないだろう。この点で示唆的なの
は送り手の長である Lee氏自身，市民権を取得
し，もはや国籍上は韓国人ではなくなったこと
である。　
本稿の目的の第 1は，コリア語メディアの機
能を検討することであった。いま仮説的に述べ
るなら，今日のコリア語メディアはディアスポ
ラ・メディアとしての機能（出自国情報の伝達，
出自国文化の維持・涵養など）と同時に，ニュー
カマー・コリアンの文化変容を進める，という
側面ももつと考えてよい。そしてその変容の方
向はローカル化ということである。さらに，主
流社会による「誹謗」や差別的処遇に対して闘っ
たり，共同利用の発電機を備える努力をするな
ど，コリア語メディア（少なくとも『韓国日報』
ハワイ版）は他のエスニック・メデイアと同様，
集団間的機能を有する，といってよいだろう。

5-2　ローカル化の推進装置：主流メディア

一般に，主流メディアはエスニック文化を頻
繁に取り上げることはない。時折，「風変わり
な」「異国情緒に富む」文化として取り上げる
のが一般的である。それは特に，朝日や毎日，
読売，NHKといった日本の主流メディアにお
いて顕著である。しかし，多民族社会ハワイに
おいては事情が違ってくる。いま，ディアスポ
ラからハワイのロコに向う文化変容の過程をコ
リア系メディアを例に引きながら検討したが，
ハワイの主流メディアはローカル文化をさらに
ローカル化する推進装置のような役割を果たし
ている。そのことを Shimabukuro氏と話しなが
ら強く思った。
氏は月に何度となくエスニック・フードのな
りたちやレシピを紹介する。ハワイはアメリカ
でも特に外国生まれの住民の多い地域である。
それでも前述のように 5歳以上の人びとの 8割
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近くは家庭で日常的に英語を話している。とい
うことは国勢調査の際に自分のエスニシティ
を「日系」とか「中国系」とか「フィリピン系」
などと答える大多数のハワイの住民も，主とし
て接しているメディアは英語の主流メディアで
ある可能性が高い。じつは『ホノルル・スター
ブレティン』の 2倍近い発行部数を誇るハワイ
第一の主流新聞である『ホノルル・アドバタイ
ザー』にもエスニック・フードなどのエスニッ
ク文化を頻繁に取り上げる文化欄がある。だか
ら，ハワイの住民はたとえエスニック・メディ
アに接していなくても自分のエスニック集団の
文化のみならず他のエスニック集団の文化のこ
とを頻繁に目にすることになる。テレビにおい
ても同様である。そしてそれが現に街角でいく
らでも目にすることができる。エスニック・フー
ドならば，メディアで接したものを実際に食べ
てみるチャンスは多い。

1970年代から 80年代にかけて，米国の他の
地域同様，ハワイも多文化主義の洗礼を受けた。
社会には多様な文化が存在するほど豊かである
とする，信仰にも似た信念である（こうした潮
流の中での中国系住民の文化変容については中
野（2008）を参照されたい）。そうした風潮の
なか様々なエスニック文化が主流メディアでも
紹介されていく。Shimabukuro氏もフードセク
ションの担当になって以来，コリアン・フード，
チャイニーズ・フード，フィリピン・フード，
オキナワン・フードという具合に次々とレシピ
を交えて紹介してきた。だが，ジャーナリズム
学部出身の氏はエスニック文化について詳しく
なかったし (13)，料理など習ったこともなかった。
ここで注目すべきは，氏が特定のエスニック
文化に対して特別な知識もなかったし，思い入
れもなかった，ということである。その後，知
識のほうは蓄積が進んだと思われるが，いまで
も特定のエスニック文化に対する思い入れがな
いように見える。それをポジティブにとらえれ

ば，特定の文化に偏しない，すべてのエスニッ
ク文化に対して同じ距離を保つ，主流メデイア
の送り手としてはフェアな姿勢だということに
なる。氏の記事を見ると膨大な量のエスニック
文化を紹介している。おそらく氏はそうした
フェアな姿勢で選んだトピックを読者に提供し
ているだろう。そのことは氏が紹介してきた
フードの種類の多さ，登場する人びとのエスニ
シティの多様性などからも推察できる。より幅
広く，という原則は持っていても，そこは大衆
メディアである。読者に好まれるほうがいい。
少なくとも違和感をもたれないもののほうがい
い。多かれ少なかれ「選択」をしているはずだ。
メディアはいずれにしても情報のゲートキー
パーであるが，彼女はハワイにおけるエスニッ
ク文化のゲートキーパーの役割を果たしている
に違いない。では読者に受け入れられやすいも
の，読者が好むものとはなにか。それは，ハワ
イの食文化を例にとれば，人びとが普段口にし
ている食に近いものであろう。

Shimabukuro氏によれば，ハワイの多くのエ
スニック・フードはハワイ化されたものである
という。ハワイ化とはなにか。社会学的にいえ
ば文化の「ローカル化」ということである。ロー
カル化（localization）とは，文化の接触変容現
象の一種で，他の社会から移入された文化要素
が受容社会において改変され変容していく過程
である。その変容の方向は，受容社会の人びと
にとって利用しやすい（わかりやすい）ように
なるのが一般的である。
文化のローカル化の典型的な例がハワイの土
地っ子（ロコ）やリピーターの観光客ならだれ
でも知っている「ロコモコ」という料理である。
ご飯の上に目玉焼きとハンバーグを乗せ，それ
にグレービーソースをかけた，一種の丼もの
だ。手軽な丼ものというベースはアジア系のプ
ランテーション労働者の弁当に発しているだろ
うが，具やソースはアメリカ風だ。そして名前
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もピジン英語とハワイ語の混交である。つまり
名前も中味もハイブリッドである。ハワイ文化
のローカル化の特徴のひとつはこのハイブリッ
ド化ということである（後述）。たとえば「ベ
ントー」と日本語を名乗るものまでローカル化
されている。Zippy’sのテイクアウトランチに
Bentoというものがあるが，その食材，味付け，
盛り付けのどれを見てもプランテーションスタ
イルというか，ローカルスタイルである。沖縄
料理に関しても，Zippy’sのそれは名前すらロー
カルスタイルである。ラフテーや蒲鉾などの具
から推すと，「ポークサイミン」として売られ
ているものの祖形が沖縄ソバで，「フライドヌー
ドル」の祖形が沖縄ヤキソバであろうと想像で
きるが，実物はもはや別物である。そして，多
文化主義の波に乗って「発見」された伝統的な
料理でさえ，三世，四世の手にかかるとその多
くはローカル化されたエスニック・フードにな
る。かの“フイ・オ・ラウリマ”が丹精込めて
編纂した沖縄料理のクックブックでさえ，われ
われの研究によれば，もはやそこで展開される
料理は「オキナワン・フード」（白水 2008b:15）
と英語風に呼ぶか，少なくとも「ハワイのオキ

ナワ料理」（佐藤 2008:49）とカタカナで呼ぶべ
きものである。逆にいえば，ローカル化されて
いるからハワイ住民に広く受け入れられるので
ある。
このように考えてくると，Shimabukuro氏が
読者のことを考えて選べば選ぶほど，そうした
ハワイ化（ローカル化）したエスニック・フー
ドを紹介することになる。では，移民が持ち来っ
た民族文化（移民文化と呼ぶ）はどのような過
程でローカル化してきたのか。まず，移民文化
がローカル化するには，受け入れ側の文化との
接触混交が必要である。基本的にはプランテー
ションや学校，軍隊などの第二次集団での交際
を通して接触混交が起こる。プランテーション
でランチのおかずを交換しあって他の民族の食
に慣れていったという話はよく聞くところであ
る。様々な機会を通して慣れた人が自分のラン
チや家での食事に取り入れる。そのエスニッ
ク・レストランの客になるかもしれない。一方，
家族親族を中心とする第一次集団にいる限りは
移民文化は変容しにくい。せいぜい食材の制限
による変容くらいである（餅米が手に入らない
から小麦粉で団子を作るなど）。ハワイの場合，
これまでの記述からわかるように，ローカル化
といっても移民文化が受け入れ側の文化に吸収
されてしまう式の変容ではない。すなわち，ど
れかの文化が一人勝ちするようなありかたでは
なく，先住ハワイ系，アメリカ系，日系など先
着アジア系が基層を成しながらも各種の移民文
化が複雑に混交したハイブリッド文化となって
いる（こうした現象をとらえて，城田（2008：
28）は，より微視的な観点から「クロス・エス
ニック化」という概念を提出している）。
ここで，本稿の目的を想い起してみたい。目
的の第 2は主流メデイアの文化欄の役割を検討
することであった。上述したことをもとに仮
説的にいえば，今日の主流メデイアの文化欄は
各種エスニック文化を紹介すると同時に，エス

図 6 食のハイブリッドの典型 Zippy’sの「ププ」
（オードブル）

テリヤキ・ビーフ，チキン・カツ，ポルトガル・ソーセージ，
マヒマヒ（ハワイ語。日本語で，しいら）のフライ，
ホットドッグの盛り合せ（Zippy’s のウェブサイトより）
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ニック文化のローカル化を推し進める役割も
もっている。いわば，ローカル化の推進装置と
でも呼ぶべきものである。
食文化を例に引けば，ディアスポラに育てら
れたエスニック集団の人びとですら自分たちが
思っているよりずっとローカル化されたエス
ニック・フードを食べていると考えてよい。ま
してや三世や四世は推して知るべしである。プ
レートランチやオードブル（図 6参照）といっ
た「アメリカン・フード」でさえ，ハワイに
あっては各種エスニック・フードと混交し，「ハ
ワイのアメリカン・フード」としか呼びようの
ない食に変容しているのだから。そしてそのこ
とをハワイのロコたちが思い知るのは，ハワイ
を離れてアメリカ本土などへ旅行をした時であ
る。ほんの数日間の旅なのに，炊いたご飯と「テ
リヤキ・ミートローフ」や「ミソ（味噌）バター
フィッシュ」が食べたくてしかたがない。話し
ている言葉は独自の文法と発音をもつハワイ英
語（ピジン）である。こうなると，かれらはア
メリカ社会における「ハワイ・ロコ」という新
たなエスニック集団と考えられなくもない。

注

(1) 本稿では，いわゆる朝鮮半島（韓半島）出身者
（一世）およびその子孫を，英語の呼称にならっ
てコリアン（またはコリア系の人びと）と呼ぶ。
同様に一世の母語をコリア語と呼ぶ。

(2)  haoleハワイ語。原義は外来の人の意だが今日で
は白人の意で用いることが多い。

(3) 以後本稿では，ヨーロッパ人の来航以前から居
住するポリネシア系の人びとを先住ハワイ人
Native Hawaiianと称する。

(4) オキナワンとは沖縄県出身者（ウチナーンチュ）
およびその子孫のことである。沖縄県内の新聞
などは沖縄県系人と呼ぶこともあるが，本稿で
はハワイにおける呼び方にならってオキナワン
と称する。1900年に初めてハワイに到着した
時点からオキナワンは日本人でありウチナーン
チュである，という二重アイデンティティ特有
の心理状態のなかにいたと思われる。

(5) 順位および発行部数は全米の新聞のプロフィー
ルを載せている Mondo社の Highest Circulation 
Hawaii Newspapersによる。

(6)  「ハワイにおけるメディアをめぐる状況」「ハワ
イのメディアの現状　新聞」の項にかんしては
旧稿（白水 2004b）を加筆修正したものである。

(7) 日刊とはいえ，当地のコリア語新聞の発行は火
曜日から日曜日。つまり月曜のみ休刊日という
スタイルをとる。

(8) 『韓国日報』ハワイ支社長 Lee（李） Young Ho氏
へのインタビューは 2009年 9月 9日午後，ホノ
ルル市の同社の社屋において行なわれた。使用
言語は英語を主とし，時おり韓国語が混じった。
なお，Lee氏は 1948年韓国生まれの一世であり
（米国市民権取得），母語は韓国語であるが，英
語もよくする。ただし込み入った話の時は通訳
の専門家である Choi（崔）Johnson氏（韓国生ま
れ。米国市民権取得。英語の専門教育を米国で
受けた）を介して行なわれた。

(9) エスニック・メデイアの諸機能についての詳細
は白水 (1996)を参照されたい。

(10) ハワイの日本語新聞の主流社会に対するキャン
ペーンについては，白水（1996，1998）を参照さ
れたい。

(11) 「コリアン・バー」をめぐる問題については李里
花による的確な分析がある（李 2006）。なお『ホ
ノルル・スターブレティン』による謝罪記事は
1978年 9月 30日の同紙に掲載された。

(12) Betty Shimabukuro氏とのインタビューは 2009年
9月 10日の午前，ホノルル市内ダウンタウンの
本社で行なわれた。氏は父方からみれば沖縄系
三世，母方からみれば中国系三世。多言語使用
者かどうかは不明。少なくともインタビューの
間は英語以外の言語は用いられなかった。氏は
ジャーナリズムの教育をハワイ大学ジャーナリ
ズム学部で受けた。1979年，まずグアムの新聞
社に就職し，その後フロリダやカリフォルニア
などの新聞社で働き，1998年『ホノルル・スター
ブレティン』の文化欄に採用されたという。

(13) ジャーナリズム学部がエスニック文化の教育に
熱心でないのは，なにもハワイ大学に限らな
い。エスニック文化に詳しくなるためにはエス
ニック関係学部やエスニック研究学部のような
ところで学ぶ必要がある。かつて筆者がインタ
ビューした K氏はまさにハワイ大学のジャーナ
リズム学部とエスニック研究学部の両方で学ん
だコミュニティ ･ジャーナリストである（白水 
2004a:289-303）。
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 * 駒澤大学グローバル・メディア・スタディーズ学部講師。
付記：本稿は 2008年度本学特別研究助成（個人研究）の成果の一部である。
 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札幌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
ご協力いただいた意関係者の方々に，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，上記の札幌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）。
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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）
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2007年 7月 10日

 1. 投稿者は原則としてグローバル・メディア・スタディーズ学部の専任，非常勤教員とする。た
だし，当学部紀要編集委員会が必要と認めた場合には，当学部の教員以外の原稿を掲載するこ
とができる。

 2. 投稿原稿は日本語または英語で書かれた未公刊論文とする。
 3. 掲載された論文の著作権は，当学部に帰属する。
 4. 執筆者が，本誌に掲載された論文を他の出版物に転用する場合には，あらかじめ文書によって

当学部紀要編集委員会の承認を得なければならない。
 5. 原稿は原則としてワープロによる横書きとし，日本語の場合は，本文・注・図表・参考リスト

を含め，20,000字（概ね 12ページ）以内とする。英語の場合には，同様に 6,000語（概ね 15

ページ）以内とする。
 6. 引用文献については，日本語の場合，本文中著者名と出版年（著者（××××））で表示し，原

稿の末尾に文献リストを著者名のアルファベット順（日本語の著者名は，ローマ字表記した場
合のアルファベット順）に記載するものとする。英語の場合には，APA (American Psycholog-

ical Association)のマニュアルに準拠するものとする。
 7. 投稿原稿には以下の内容を記載するものとする。

(1) 論文の題名（日本語原稿の場合は，日本語題名と，英文題名の双方，英文原稿の場合は英
文題名のみ。）

(2) 投稿者の氏名
(3) 要旨（日本語原稿の場合は，600字程度，英語原稿の場合は 200～300語程度）
(4) 本文（日本語または英語）
(5) 注記
(6) 参考文献
(7) キーワード（5項目以内）

  また，投稿に際しては，原稿のコピー，および論文要旨（日本語原稿の場合は，1,600字程度 ,

英文原稿の場合は，600語程度）を各 5部提出する。
 8. 原稿の採用が決定された場合には，改めて上記 7に即した最終原稿と，原稿を収録したフロッ

ピーディスク，CD等の電子媒体を提出するものとする。
 9. 原稿料は支払わない。ただし，抜き刷り 30部を無料で送付する。
 10. 投稿原稿などは一切返却しない。
 11. 投稿先は当学部紀要編集委員会とする。
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