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≪序論≫　長期的な総合戦略が求められ始めたのは何故か―五つの背景理由

近年、国際交流・国際協力の分野で活動する日本の「国際活動NPO （Non Profi t Organization）」
の関係者の間で、「これからはグランド・デザインを考えていくことが必要なのではなかろうか」
といった議論が交わされている。「グランド・デザイン」とは、言わば「長期的な総合戦略」或い
は「総合的な透視図」である。つまり将来に向けて、どのような理念・戦略・方法により、自分た
ちの活動を展開していけばよいのか―そんな議論がことある度に行われているのだ。
本稿では、こうした「グランド・デザイン」の必要性が浮上してきた背景を分析しながら、なぜ
今それが求められているのかを考えたうえで、＜より成熟した、より良き未来＞を形成していくた
めのグランド・デザインづくりをしていくにはどのような視座が必要なのかを、幾つか考察してみ
たい。そして併せて、今後の国際社会において私たち自身がどのように歩んでいったらいいのか、
その方向性を探ってみることとしたい。

Ａ　状況対応型から状況開発型へ

「グランド・デザイン」の必要性が言われるようになった背景には幾つかの理由が考えられる。
ここではそれらを大きく五つにまとめ、述べてみたい。
まず第一の背景として挙げられるのは、日本の国際活動NPOが「状況対応型」から「状況開発型」
へと、その活動の質を転換させようとしている点だ。
これまでの十数年間、日本の国際交流・国際協力活動は、その時点その時点で実際に直面する種々
の問題・様々なニーズに応じ、問題の解決を図りまたは需要を満たしていくことで、それぞれの活
動が充分に成り立ってきた。言うなれば「状況対応型」だったのである。日本の「国際交流」「国
際協力」「国際化」さらには「国際貢献」が声高に叫ばれる中で、まだ手付かずの事業や解決すべ
き問題が色々あったため、まずそれらに着手することが急務とされていた。活動の長期的な戦略な
ど考える余裕はなかったと言ってよい。
もちろん、様々なニーズに対応するこれらの活動は今後とも必要であり、続けられていくに違い
ない。だが、最近になって、こうした状況対応だけで果たしていいのだろうか、という反省の気運
が生まれてきたのである
「グランド・デザイン」の必要性が人々の意識に上がり始めた背景には、これからは二―ズへの
対応だけではなく、状況についてより深く考えたうえで、新たに自分たちでその状況を変革・創造・
開発するという、「状況の変革・開発型」の活動の必要性・重要性が意識され始めたのである。そ
してかかる転換のために、自分たちはどのような長期的ビジョンを持ったらいいのか、つまりどん
なグランド・デザインを描いていったらいいのか、ということを考えざるを得なくなってきたので
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ある。

Ｂ　多様性に埋没せぬための存在理由

第二の背景として挙げられるのは、国際交流・国際協力の類型や形態が非常に増加し多様化して
きたということだ。とりわけ主体の多様化には著しいものがある（以上⇒図1～図3）。

＜図１＞　国際交流のタイポロジー（作成：筆者）

＜図2＞　国際交流のタイポロジ―とその志向・類型および形態（作成：筆者）

タイプ 志向・類型 形態
1 Mission Oriented 理念実現志向型／状況変革志向型 平和の実現／経済の公正化／民主化の実現／

人権の確立／人材の育成／友好の推進／文化・
芸術の再生／福祉の実現／地域社会の活性化
／国際教育の普及／少数者の保証／開発援助
等の事業

2 Issue Oriented 問題解決志向型／人道支援志向型 難民支援、土地なし農民支援／差別の撤廃、
外国人労働者の支援／環境悪化への対策／貧
困・飢餓への取り組み／災害援助／国際的文
化財の保存修復等の事業
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3 Profi t Oriented 国益志向型／企業益志向型／組織
益志向型／地域益志向型／個人益
志向型／民族益志向型／集団益志
向型／人類益志向型

基本的には左記の利益になることを目的とし
た国際交流事業・活動*（利益の考え方は、金
銭的収入を目的とした利潤追求と直接金銭を
直接伴わない集団的利益の追求がある）

4 Personal Interest
Oriented

学習・研究志向型／自己実現志向
型／文化創造志向型

知的充実のための交流／自己実現のボランテ
ィア活動／文化・芸術創造のための交流等の
事業

5 Customers’
Service Oriented

需要対応志向型／消費者対応志向
型／顧客・視聴者・読者対応志向
型

外国教育／留学事業／映画、演劇、音楽会、
出版、マスメディア等の事業／企業人・市民
への国際教育事業等

6 National Policy
Oriented

総合的安全保障志向型／国益・民
族益生存圏確保志向型／文明・文
化・技術移転（協力）志向型／異
文化・少数民族統合・同化・融和・
推進志向型／多文化主義実現志向
型

「総合安全保障」としての文化事業／国民統合・
同化の文化事業・政策／国内多文化主義の実
現の文化事業・政策／国益を意識した「国際
貢献」の経済・技術協力、教育、医療協力事
業

7 Administrative
Policy Oriented

自治体行政政策実現志向型 自治体主導による住民・外国人への行政サー
ビス及び海外協力。自治体の民間国際NPO支
援事業等

8 Organizational
Expansion 
Oriented

大義名分型志向型／予算、人員、
ポスト確保志向型／事業多角化・
拡大志向型／横並び・画一化志向
型

「バスに乗り遅れるな」式の横並び国際交流事
業／組織拡大（予算・人員・ポスト）を目指
した国際交流事業
*これらは特に理念もなく、組織の拡大を動機
としたものが多い。

9 Co-project 
Oriented

経済協力／技術協力／文化協力／
医療協力／学術協力／教育協力等
の共同事業志向

経済、技術、文化、教育、学術、医療等の諸
方面の二国間・多国間の国際機関・政府機関・
企業・国際NPOおよび共同事業および専門家、
市民間の共同事業

10 Networking 
Oriented

情報交換、相互学習志向型 同種国際活動団体のネットワーク、異種国際
活動団体・個人間のいネットワーク、地域内
国際活動団体・個人間のネットワーク、ネッ
トワークを通じての交流事業等

11 Grant Making
Oriented

財政助成志向型、先導的事業発掘
志向型、社会貢献志向型

各種国際交流事業への助成、国際的研究事業
への助成、留学生への奨学金助成、企業の国
際貢献メセナ等の事業

12 Research/
Advocacy 
Oriented

調査・研究・政策提言志向型 様々な国際関係（交流・協力）問題に関して
の調査、問題点の研究、解析、および具体的
政策提言／国際会議の実施等の事業

13 Situation/ 
Social Anomy 
Oriented

（労働市場）追求志向型／（富）充
足志向型／（欲望）充足志向型／
（自由）追求志向型／（愛・情）追
求志向型／（真・善・美）追求遊
行志向型／（利権）拡大志向型

国際労働者の移動／自由・美・真理を求めて
人の移動／国際結婚／「性」マーケットの事
業／経済的利益・利権・利潤を求めての事業
活動・外国人マフィア活動
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＜図3＞　国際交流事業・活動および国際的接触・異文化接触の主体（作成：筆者）

　国際交流の主体は下図の通り、今日大きく多様化してきている。国際的な多様な接触形態を考慮
しておかないと、国際交流・国際協力の全体像を把握できない。

組織的主体 個人的主体
1.国際機関 11.一般民間財団 21.教師・学者・知識人
2.政府・外国政府系文化団
体

12.宗教団体 22.芸術家・芸能者・スポーツ選手

3.政府系特殊法人、公団、
財団

13.宗教系財団、団体 23.生徒・学生

4.自治体 14.一般NPO 24.一般市民・農民等
5.自治体系国際活動第3セ
クター

15.国際活動市民NPO 25.風俗関係者・ヤクザ・暴力団・外国人・マフ
ィア・外国人雑遊民

6.企業 16.一般市民NPO 26定住外国人・非定住外国人・各種外国人難民・
一時定住外国人

7.マスメディア系企業 17.国際NPO 27.先住民・少数民族
8.企業系国際活動財団 18.学術・教育・研究機関 28.被差別者・社会的、文化的マイノリティ
9.企業系民間財団 19.文化団体 29.〔組織的主体〕の中での個人等
10.国際活動民間財団 20.美術館・博物館等

これまでは、こうした活動の主体は、主として国際活動NPOとされてきた。しかし日本ではこの
七～八年というもの、例えば自治体も重要な主体の一つになってきたし、企業も様々な公益的国際
活動に着手している。また政府も各種の国際事業に本腰を入れてきている。そしてもちろん海外の
国際活動NPOとの連携も具体化してきている。さらには団体のみならず、個人も色とりどりに具体
的な活動を展開するようになってきたのである。
しかし、こうした急速な多様化の結果、各々の主体は、今度は自分たちのアイデンティティや存
在意義がいったい何なのか、どこにあるのかを問われざるを得ない新たな状況に直面し始めたので
ある。そこで、自分たちの本来の役割と方向性をとらえ直し、自己の座標軸を定めるためにも、グ
ランド・デザインを考えることの必要性が生じてきたのである。

Ｃ　質的・空間的に複雑化するテーマ

第三の背景として挙げられるのは、国際交流・国際協力活動をめぐるテーマの複雑化である。
今日、単眼的な視座では私たちを取り巻く諸状況の本質を把握することができなくなっている。
国際交流・国際協力に関しても、各主体が扱うテーマが複雑化した結果、活動を行なっていくため
にはどうしても総合的な視座から大状況をとらえ、その中で具体的なことを考えなければ事の本質
には迫れないし、また先導的事業を行えない、という事態が起きてきたのである。
このことは、試みに外国人をめぐって日本で起きている様々な問題を例に見れば、容易に理解で
きるであろう。
それは、一つには国家として外国人を受け入れるのか否かという政治的な問題 （political issues） 
であると同時に、人の大移動を生み出す基礎要因としての経済格差という経済的な問題 （economical 

issues） でもある。また日本の社会がより多文化社会の方へ向けていかに円滑に移行していったら
いいのかという社会的な問題 （social issues） でもある。或いは、住民としての外国人に対して各自
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治体がどのような政策を展開していったらいいのかという行政上の問題 （administrative issues） でも
ある。また、来るべき多文化社会で私たち一人一人がどのように異なる他者たちを認識すればよい
のかという個々人の人間観の問題 （individual issues, human issues） でもある。さらには、多様に異
なる価値やルールが混在する中でどのようにこうした人々との共通の規範を創り出せるのかという
文化の問題 （cultural issues） でもある。さらには、外国人の人権をどのように考えていけばよいの
かという法的な問題 （legal issues） であり、教育的な問題 （educational issues） でもあるのである。
このように、一つの事例を見ただけでもそれが実に様々な側面を複雑に併せ持っていることが解
る。
加えて、その空間的な拡がりに関しても、これと同様、複雑な錯綜構造が存在しているのである。
同じく外国人の問題を例に見れば、アラブ・アフリカ・東欧・東洋圏の人が増えてきている西ヨ
ーロッパ諸国、中南米・アジアからの人々が特に多い米国、アジア・南米からの人が多い日本と、
こうした問題は世界的に共通な問題 （global issues） である。同時に、一つ一つの国を跨ぐ地域的な
問題 （regional issues） でもあれば、場合によっては他国間の問題 （multi-lateral issues）、さらに二国
間の問題 （bi-lateral issues） としてもクローズアップされる。翻れば、私たちの暮らす足元の国内の
問題 （national issues） 及び地域社会の問題 （local-communal issues） でもある。
この問題の拡がりは、その領域においても、また地域においても、こうした複雑化の様相を呈し
ているのだ。
同様のことは、平和・人権・環境・難民・貧困・海外援助・地域開発・人材開発・技術協力・文
化協力・学術協力・芸術交流……といった分野においても言えるのである。こうしたことから、状
況を考えるための総合的な視座が今後の方針づくりに不可欠となってきたのである。

Ｄ　世界の人と共有できるヴィジョン

第四の背景として挙げられるのは、世界の人々と共有できるヴィジョンの必要性が出てきたこと
である。
従来、日本の国際NPOが行ってきた国際交流・国際協力活動は、三つのグループに類別できる（⇒
図4）。一つは、日本国内や地域社会を活動の基盤としてきたグループ。二つは、海外を主たる活動
の基盤とするグループ。三つは、国内と海外の両方を活動の基盤としているグループである。

＜図４＞　国際交流活動の範囲と相互関係図（作成：筆者）
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日本の場合、この中でも圧倒的に多いのは、国内活動を中心とするグループである。いわゆる「草
の根」団体や自治体の活動、または国際理解教育を掲げる活動などの大半は、主として日本国内を
中心にその活動が進められてきている。
ところがここにきて、国内を中心とした活動だけでは将来的になかなか立ち行かなくなってきて
いる状況が生まれつつある。国際社会との関わりの中で、自分たちの活動をどのように方向づける
のかという問題が、具体的に生じてきているのだ。それゆえ、国際社会を意識したグランド・デザ
インが必要となってきたのである。
またもう一方において、国際社会で活動しているグループでも、逆に国内において自分たちの活
動をどのように理解・浸透させていったらいいのかという課題を持っている。加えて、国内での支
援体制をどのように整備していくのかという問題も抱えている。ここでもまた、グランド・デザイ
ンを考える必要に直面しつつあるのである。
つまり、国内社会と国際社会が同時並行して戦略の視野に入ってこなければ、これからの方向性
を見出すことはできない、ということになってきたのである。
さらにはっきりしている点は、もはや日本人だけの都合や論理だけでものごとを考えていては、
活動自体が成立しないという認識が深まってきたことである。相手といかに協同しながら今後の方
向性を決めていくのかという課題が生じてきたのである。
従来のように、自分たちの関心や興味、或いは様々な個人的・組織的動機などばかりに立脚する
活動ではもはや成り立たないという認識である。活動の中で世界の人々と共有できるような方向性
を模索しないことには、その活動が何らの実効性・具体性をも持ち得なくなってきたのである。あ
まりにも「日本的な国際交流」に人々は気づき始めたのである。
そのためにも世界の人々と、状況認識や論理や展望を擦り合わせる共同作業の中から、きちん
としたグランド・デザインの形成プロセス （⇒図5） を経て、新たな方向性を見出していくことが
必要となってきたのである。

＜図5＞グランド・デザインの形成過程（作成：筆者）

これらの国際交流事業・活動および国際的接触・異文化接触の主体の多様性でもわかるように、いわゆ
る「国際交流」への認識、取り組み方、そのためのヴィジョン、理念、方法論、事業活動はことごとく
異なっており、グランド・デザインを考える場合、国際交流の形態ごとに、誰が （who）、なんのために 
（why） 、なにを （what）、どうするのか （how）、誰認識対して、誰と （to/with whom）、また、どこで
どこの地域を対象に （where） を考えておく必要がある。さらに国内外側の変化のなかで、いつ （when） 
どのような状況のもとで （under what conditions） やるのかによっても、全体の方向性 （vision） （grand 
design） が変更・修正されてくることがある。その意味では、多種・多彩なグランド・デザインが可能
であり、その方が実効性がある。
　以上の事情を考慮に入れた上で「国際交流のグランド・デザイン」を作成する場合、その形成過程は
以下の図の通りとなる。

国際交流の
グランド・
デザイン

who why what how to 
whom
with
whom

to
where

when under
what

conditions

strategy tactics

誰が 何の為
に

何をど
うする

どの様
に

誰と・
誰に

どこを
対象に

いつ どのような状
況のもとで

その戦略は その戦術は
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Ｅ　NPOの成長が生んだ必要性

最後の背景として挙げられるのは、国際活動NPO自体の力が強まってきたことと、そのことによ
る社会的認知が得られるようになってきたことである。
様々な問題に対して、解決の糸口を模索しながら同時に社会変革を起こそうと努めている日本の
国際活動NPOは、その理念・主題がこれまでも大きな意義を有していた一方で、その非力さについ
ては今日まだなお否定できない状態にあることも事実である。だが、この十数年間に生じた内外の
社会変化と国際活動NPOの発展の過程の中で、国際活動NPOが国際社会・国内社会を支えるうえ
で果たす役割は （⇒図6）、徐々にではあるが看過できないものにまで成長を遂げてきたとの認識が
このころ広まり始めているのである。
例えば、前述した平和・人権・環境・難民・貧困・開発・外国人労働者などの問題や、さらには
青少年交流・市民交流・学術文化交流、文化協力、人材育成、国際教育などの分野では、政府・自
治体・企業などに一定の限界があることがはっきりしてきたのである。一方で、国際活動NPOが有
効な事業推進主体であることが明らかになってきたのである。その意味で国際活動NPOの役割が社
会性を帯びてきたと言えるのである。
こうした状況の下、国際活動NPO自身の側も、或る面では自分たちのやりたいことをやっていれ
ば済んでいたこれまでとは異なり、次第に重さを増してきた自らの社会的責任を知認し、新たに発
生してきた役割を果たすべく様々な胎動を示し始めている。中でも重要な動きの一つは、行政や国
際機関に対して、また様々な社会機構に対して積極的に政策提言をするグループ、すなわち「政策
提言型国際活動NPO」が出現してきたことである （⇒図7）。
社会的に説得力のある総合的・戦略的グランド・デザインを考えることは、こうした事情からも
必要になってきたのである。言わば、国際活動NPO自身の成長過程が、その必要性を内包していた
と言えるのである。

＜図6＞　国際交流推進の体系（作成：筆者） ＜図7＞　国際活動NPOと関係機関・
個人の相互関係図（作成：筆者）
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≪本論≫　21世紀に向かっての歩み方―八つの視座からの探究

Ａ　理念の実効性と虚構性

以上のような背景の流れの中で、これからは、長期的な視野と総合的な視座をもって国際交流を
把握し、そのグランド・デザインを描くということが必要となってきたのである。
グランド・デザインを描くということはまた、未来に向けてどのような展望のもとにどのよう
な道程を歩んでいったらいいのか、を探る営為でもある。その歩み方の道標となるのが、理念 

（missions） である。
理念無くしてグランド・デザインを描くことはできない。また理念は、人・知恵・活動財源さら
には組織的支援を得るための核でもある。人々は、人や組織の掲げる理念に賛同して集まるので
あり、理念が明確でなければ組織や運動そのものの弱体化を招く。特に、理念実現型団体 （mission 

oriented organizations） である多くの国際活動NPOにとって、理念は自らの活動の中核となるもので
あり、活動の推進に当っては実効性を有するものである。
しかし一方で、理念というものはあまり強過ぎない方がいいのではないかとも思われる。なぜな
ら、理念は多くの場合多義的な性格を帯びており、誰もがおおよそ納得でき、また納得させられる
ような要素を含むものだからである。このため、ややもすればそれが本来の方向とは異なる意味合
いで使われ、その結果＜虚構＞へと変じてしまうようなことも少なくない。理念の誤読・意訳・拡
大解釈、さらに意図的かつ恣意的な読み替えは、いつでも可能なのである。
歴史の教訓に照らせば、理念を強く宣撫することがいかに危険を伴うものであるかは明らかであ
る。前述の通り、理念はこれまでも様々なかたちで虚構化されてきた。虚構の理念の大義を他者に
強制した結果、社会に大きな矛盾を生み出し悲劇を起こしてきたことは決して少なくない。そして
多くの場合、理念をことさら高く掲げるのは決まって強者や大国さらには権威ある者であり、弱者
や小国また無告の民衆はいつもその理念に搦め取られてきたという経緯がある。
グランド・デザインを描くために、確かに理念はなくてはならないものである。必要である。が、
しかしその理念を唯一普遍的なもの、無謬のものとして他者に強いない方がよい。なるべく「柔ら
かい」理念であった方が、むしろ健全であろうという気がする。
ことに日本では、「これからの日本は・日本人は――」と、国家や国民を背負ったものの考え方
をする傾向が強い。また、日本の国際交流や国際活動に一貫して流れているものの一つに、日本が
世界から孤立してしまうことへの不安がある。「世界の孤児になるな」とは繰り返し聞かされる言
葉である。そして、この不安感を煽り、国際社会に対して無定見・無展望なコミットメントをした
結果、失敗した例は幾多とある。
孤立と孤高は違う。従って、これから私たちが理念を考えるときにも「日本」を過度に意識する
ことなく、「私は――」「私たちは――」といった姿勢で臨んだ方よいのではないかと思う。
さて、これらのことを踏まえたうえでグランド・デザインを考えてゆくと、幾つかの基本的な視
点が見えてくる。以下では、どんな視点を勘案しながらグランド・デザインを描いていったらよい
かについて、縷々考察を共に加えてみたい。
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Ｂ　視点１　新たなる社会観の探究

八つほどの視点に整理して述べることとする。
第一は、これからの社会を――自分たちの暮らす身近な地域社会であれ、または国内社会であれ、
国を跨ぐ地域的な社会であれ、国際社会そのものであれ――どのように考えていったらよいのか、
それらがどうあってほしいのかという社会観の探求の視点である。
もちろん、ここで最も基本的な視点は、今日なお古くて新しいテーマ、すなわち平和の問題であ
る。冷戦が終わったとは言え、バランス・オブ・パワーや国家の威信の象徴としての軍事力への信
仰は、まだ虚妄として生きている。軍縮どころか、アジアにおいては依然として軍拡が行われてい
る。そしてこうした軍拡は、民衆の生活をなおも今日圧迫し続けている。そのような虚妄感を除去
することは、国際交流が果たしていくべき重要な役割の一つである。
国際交流や国際協力または国際貢献が、国家の「総合的な安全保障」の一環であるという考え方は、
日本のみならず世界の多くの国々で戦前から今日までなお脈々と続いている。特に「大国」の場合
顕著である。国益を守るという視点では、これも重要なことではある。だが、国際活動NPOが行う
交際交流や国際協力活動は、本来、国益の＜保険＞などではない。むしろ、様々な意味での人類益
への＜投資＞である。古典的な意味での国益概念がいずれの国でもあやしくなってきた今日、人類
益を擁護し、そしてさらに伸長させるための社会基盤整備として、公益的投資を継続して行ってい
くことがこれからの国際社会においては必要である。
また、社会の公正さとは一体何なのかを考えることも必要である。現代社会に存在する様々な歪
みをどのように考え、変革していったらいいのかということである。例えば貧困の問題は、社会的
な不公正が直接・間接の原因となって発生し、拡大している場合が多い。そしてこれを考える過程
では、民主化をどう進展させていくかという課題にも直面する。様々な意味で、「社会」とは一体
何なのかを考えていく必要がある。
さらに、私たちの現代社会が世界同時並行的に多文化の方向へと進む動きの中で、では「多文化
社会」とは一体どんな社会なのかを深く考えてみることも重要である。
そこには二つの側面がある。即ち、一方では多様化・多元化を推進する要因が作用しながら、同
時にもう一方では、多様化であるがゆえに逆に統合化・同化が図られるという二律背反的側面であ
る。
或る国家が、初めから多民族国家・複合民族国家である場合には、建前として多文化社会や多文
化主義を唱えざるを得ない。さもなければ国家としてまとまらないからだ。しかし多文化社会では、
互いに異なる様々な価値や文化や利害がぶつかり合う。常に摩擦や衝突が起きる。そこで改めて融
和・統合への力が働く。ところが融和に失敗すると、強制的な統合・同化が行われるわけだ。統合・
同化しようとする力に対しては、当然反撥が起きる。多文化社会にはこんな両面が常にある。
今日の世界にいたる所で見られる民族紛争・宗教対立・人種紛争などは、皆そうした問題である。
言わば共生を拒否する姿である。
これらのいさかいは、互いが違う民族であるとか宗教であるとか、または違う価値観を持ってい
るとか、ただそれだけで起こるわけではない。そこには無論、両者の関係において過去、抑圧や搾
取、強制・同化などの歴史的経緯があり、それらが現実の圧迫と重なるなど複合的な要因が加わっ
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て、そこで争いが起きるのである。
日本人は、自国の歴史においてこうした内部軋轢が顕在化したことが比較的少なかったために、
冷厳な多文化社会に対しては不慣れである。そして或る種ナイーヴな感覚を持っている。ナイーヴ
さも或る意味では微笑ましい面があるかも知れぬが、その感覚だけでは多文化社会の重たさには耐
えられない。「多文化社会」に潜む多義的な側面をきちんと理解し、その反動性が私たち自身の意
識の中にも常に内在していることをよく認識しておく必要がある。
このように、多文化社会の問題は単に社会システムだけの問題ではない。人間の奥深い内面性の
問題でもあり、かつ、多民族国家・複合民族国家にとってはその歴史の現在性の問題でもあるので
ある。

Ｃ　視点２　新たなる人間観の探究

第二は、多文化社会とも関連するのだが、いわゆる「他者」なるものをどう認識していったらよ
いのか、という人間観の探求の視点である。
国際交流は、基本的に＜自己＞と＜外国人・異民族＞という構造の中で行われる。だからこそ「国
際」あるいは「民際」という言葉も成り立つ。しかし、マクロの意味では確かにこの言い方が成立
するかも知れないが、人間と人間の関係をより深くミクロ的に考えた場合、自分と異なる人間はあ
くまでも＜他者＞、つまり或る種の＜異人＞なのである。それが外国人だった場合には国際交流に
なるわけだ。が、同国民どうしの間であっても全く価値観の違う人間というのは、或る意味では他
者であり異人であると見なされる。

人間の異人性、他者の幻想性

また逆に言えば、自分にとって異質なる他者が＜異人＞であるならば、当然他者にとっては自分
が＜異人＞となる。つまり、人間とはどのような状況においても常に「異人性」を帯びた存在なの
だ、ということが言えるのである。これを認識しておかないと、人間観は深まらない。私たちはど
うしても自分を軸に他者を見がちである。そのため自分を相対化することはなかなかできない。ま
た、一人の人間がその生涯に知り合うことのできる他者は極めて限定的な範囲に留まる。ことに、
国際社会で考えた場合、それはより明確だ。
人は、自分が直接的に関わったことのない人々については、想像すること、または或る種の思い
込み、或いは最大公約数的な方法でしか認識できない。ということは、他者とは、常に或る種幻想
的な存在であらざるを得ないのである。
人間と人間をめぐる多くの軋轢や誤解・齟齬は、具体的・歴史的な経緯の中で、こうした幻想性
が歪曲・矮小化されることにより起きる場合が多い。
幻想性がネガティヴに作用すれば、相手に対する偏見・差別・抑圧・排除・敵視、そして最悪の
場合には闘いということになる。逆にポジティヴに働けば、他者への歓待・受容・共生となる。こ
うした両極の他者・異人認識のベクトルは誰にもある。
結局、他者＜異人＞に対する人間の理解や認識には限定性や限界があることを肝に銘ずることが
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大切だ。その意味で人間に対する原理的認識とは一体何なのかを考えておかなければならない。＜
自己＞<外国人・異民族>という二極構造だけでは済まない拡がりがここにはある。

Ｄ　視点３　新たなる文化観の探究

第三は、なぜ我々は、多様な文化の認識を深め、それらを保証していく必要があるのか、という
文化観の探求の視点である。
文化とは、様々な人々の有形・無形の人間性の発露である。民族や住む地域が異なれば、当然そ
の文化は違った姿で発露してくる。
文化の多様性を評価する考え方が「文化相対主義」であるが、しかし「多様な文化」というもの
が本質的な意味でそれぞれ互いに異なっているのかと考えてみると、必ずしも「全く異なっている」
とまでは言い切れないものがある。おそらく、基層的な部分では多くの文化で、互いに共通する要
素を見出すことができるのではなかろうかと思われる。「文化の多様性」とは、それぞれの社会が
持っている歴史・風土などの諸要因によって、異なった発露の仕方をしている姿に過ぎないと言っ
てもよいと思う。
一つの文化を発生過程にまで遡って本質的に見ていくと、基層的な部分でその文化が他の文化と
共通なものを持っていることが多い。この意味で、文化の差異と共通性 （本質性）とをバランスよ
く見極めていく感性が必要である。
文化認識を深めるということは、人間は常に多様な存在様式を示すものなのだということを知る
ことである。その様式の姿こそが文化なのであって、そこまでに至るプロセスをきちんと理解して
おかないと、互いの相違点ばかりを強調しあう否定的文化相対性主義に陥ってしまう。
国際交流の文化的役割とは、結局このことをきちんと解明することであり、それによって互いが
共有できるような「知」「精神」とは何かというパラダイムを呈示していくことにあるのだと言える。
様々な文化交流・学術交流・文化協力は、そのためにある。

文化の＜種＞の衰退と継承

今、文化に関して考えてみた場合、最も大切だと思われるのは、やはり「文化の種」とでも言う
べきものの保存・継承であろう。
近代化・都市化・画一化・国際化・統合化の動きの中で、文化種というものが衰退しているよう
な気がしてならない。
或る一つの文化が衰退・断絶していくのには様々な要因が考えられる。その大きな一因は、その
文化を継承していく人の職が業として成り立っていかなくなることにある。文化を継承していく人
または継承してゆくための職が失われることに起因しているのである。
日本の伝統文化や伝統工芸・伝統芸能にしてもそうだ。文化・工芸・芸能を大事にしてくれる人
が居れば、それらを担う人が職を続け、受け継がせていくことができる。しかし、そういう文化や
工芸・芸能を必要としなくなるような社会、またはそういう人たちが職を継続できないような社会
になると、これらは或る時点で断絶してしまう。
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一端文化が断絶すると、それを再び継承するには大変な手間と時間を要することになる。場合に
よっては復活・再生が不可能になることもある。そうしないためには、これまでの様々な伝統的な
文化種を支える社会を用意しておかなければならない。つまりそれを担っていく人たちの職を支え、
保証していくことである。
また、文化を支えるためには、それを必要とする生活様式が求められる。生活様式を支えるため
には、その基層の文化が必要である。これらのうち一つが壊れても、全てが壊れてしまう。
この点、国際化はマイナスに作用する一面を持つ。つまり、より便利なもの、より汎用可能なも
の、より普遍的なものを求めるため、徐々に社会・文化の画一化が進む。あわせて、都市化現象が
ムラ的・伝統的な文化を無くするような社会を作ってしまう。その意味で近代化・統合化も、文化
の多様性を奪っていく。文化の多様性が国際社会で強く叫ばれている反面、国際社会の大きな変化
は、文化における様々な固有の「種」を衰退させていくような方向にある気がする。
文化が多様な人間性の発露である以上、多様な人間による多様な文化が、人間の重要な財産とし
て存在するという現実が保証されないと、本当の意味での他者への共感、そして深い人間観という
ものはなかなか生まれてこない。
文化の「種」という言葉が適切かどうかは判らないが、この文化の種の保存は、生物の種の保存
と同等に大切である。単に遺産としての文化ではなく、実際に生きている人間の文化をこれからど
のように守っていったらよいのか、この点をよく考えたうえで国際交流を行なっていく必要がある。
文化を喪失することは、多様な人間の原風景＜人間性＞を喪失することと同じである。そしてこ
のことは、人間のコスモロジーを委縮させ、人間の限り無い自由をも狭めることになるのである。
それゆえ、国際文化交流による文化の復興・再生は、人間性そのものの復興・再生と同義的な意味
を持つ。

Ｅ　視点４　新たなる教育観の探究

第四は、これからの学校教育・市民教育をどう考えていったらよいか、という教育観の探求の視
点である。
国際交流や国際協力は、基本的に或る種の教育的側面を伴っている。「国際教育」とは何かにつ
いては色々な見方があるが、やはり、人間にとって重要な価値とは何なのかを国際的視野で考える
きっかけを与えてくれるもの、ではないだろうか。
国際社会は基本的に競争社会である。従って、どのような教育であれ、国際競争に打ち勝つため
の教育が行われる。競争原理が常に働くわけである。ややもすればその競争原理を理念とした教育
が行われる。こうした状況は今後とも続くのであろう。国家や国民性が「貧困」であればあるほど、
競争の「敗者」になることを恐れるがゆえに、こうしたいびつな教育は続く。そこでは「より高い
教育」を受けた者が常に勝つ、という原理が働いてしまうわけである。その意味で「貧困」の論理
は強い。



―  13  ―

国際交流の「グランド・デザイン」（伊藤）

人間にとっての価値とは

「国際教育」とは、人間にとっての価値とは何なのかをより深く考えていくためのものである。
これに関して或る旧友との会話が想起される。
それは或る晩、我が家でひとしきり食事を楽しんだ後で、私が、

“Good food, good talk and good friends are the best in our life.”

と言ったところ、その友人は、

“Good job, good family and good health are the gifts of our Gods.”

と答えたのである。
何気ない会話ではあったが、いま改めて考えるに、人間にとって大切な価値はここで出た六つの
ことに集約するのかな、という気がする。つまりそれぞれは言及するまでもなく、①経済的な豊か
さ、②個人としての文化的な豊かさ、③人間関係の豊かさ、④やり甲斐のある仕事、⑤自分の依る
べき安寧の場所、⑥人間の命―を指している。結局、いかなる人間であれ、基本的な価値というの
はこの辺りにあるのではないだろうか。
ところが、現代の社会では、必ずしもこうしたものを価値の中心に据えて教育が行われているわ
けではない。さきほど述べた、「敗者」にならないための競争の原理によって行われているのだ。
その時もう一度振り返って、人間にとって大事な価値を考えるきっかけを与えてくれるのが、或
る意味では国際交流・国際協力の体験や、国際教育・開発教育の視座なのではないだろうか。
そのためには、多様な人々がそれぞれ何を自分にとって重要と感じ、信じているかを、お互いに
実感・共感していかなければならない。教育とはそのためにもあるのだ、ということを再認識して
いく必要がある。

Ｆ　視点５　新たなる文明観の探究

第五は、これからの文明をどう考えていったらよいか、という文明観の探求の視点である。
「文明」という言葉で思い描く一般的なイメージは、人・生活・文化およびそれらを支える社会
システム、特に都市的な文明像である。他方、「文明」に対して「非文明」「野蛮」（savage） という
言葉を対置する場合がかつてあった。
しかし人類の歴史を見れば明らかなように、「文明」的な国家ほど野蛮だったという一面も存在
するのだ。逆に「非文明」「野蛮」だと考えられてきた空間領域がむしろ平和的な社会を実現して
きたということも言える。
その意味で、これまでとは違った観点から次のように文明を定義した人がいる。即ち文明とは、

「多様な民族が殺し合うことなく平和裡に生きていける社会」
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だと。

文明の再定義

おそらく、国際交流の立場からすればこれからの文明観はそのようなものとなるのであろう。古
典的な意味での物質的・都市的な文明観ではなく、人間がいかに他者と共に生きられるかという文
明観を持つことが大切であろう。
特に近年では、人間どうしの問題に加え、自然と人間の共生ということがある。二十世紀文明は
それを怠ってきた結果、そのつけとして深刻な自然環境破壊を引き起こし、生態系を大きく崩壊・
変容させてきた。今日の文明観にはこの反省がある。従ってこれからの文明観には、まず基本的に
殺戮のない社会、それから人間が共生できる社会、そして自然の生態系の破壊を引き起こさないよ
うな社会、などの観点が求められる。
しかし、現実には、今日の文明は国家的な大量殺戮を様々な大義のもとでなお是としている。そ
れを抑制する論理と理性の探求、そうならないための努力は行われているが、現実には国家的大量
殺戮が繰り返されかねない可能性を充分に秘めている今日に私たちは今なお生きているのである。
こうしたことが解決されないかぎり、未来の文明を楽観的に語ることなどできない。

Ｇ　視点６　新たなる科学観の探究

第六は、これからの科学のあり方、科学観の探求という視点である。
国際交流の分野では、科学というものはあまり問題にされていない。専門家が少ないからだ。だ
が、国際交流の大きな要素として古来脈々と流れているのは、より有益な科学技術を求めての交流
であり、また技術移転である。
科学それ自体に何らの価値も存しないことは事実であろう。しかし人類が抱える様々な「苦しみ」
や「痛み」を科学がその力で実際に取り除くとき、その本来の価値が発揮される。

科学と人間の痛み

例えば医療や保健技術というものは、文字通り、多くの人々の苦しみ、痛みを取り除くことがで
きる。また、環境保護技術や公害対策技術は人間と地球の痛みを癒してくれる。また、マスメディ
ア技術が発達した今日では、世界の人々の痛みを同時代に共有し合うことが、可能になってきた。
そしてその痛みを除去する方法について、共に考える場を与えてくれている。
また、或る国家や文化圏・社会圏においては、情報の独占・操作・遮断が行われている。しかし
高度なマスメディア技術はそれを困難にし、人々は自国および世界の状況についてより多くの情報
を得ることができるようになってきた。またこうしたことで、自らが主体的にものごとを考えられ
るという主体性を取り戻すこともできるようになってきたのである。自分なりの価値判断を可能に
した科学の意味は非常に大きいと言ってよい。
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無論、科学の発展によって、国際社会もドラスティックに変化していく可能性を秘めている。こ
うした変化を踏まえて将来を見つめていく必要が出てきているのである。

Ｈ　視点７　新たなる歴史観の探究

第七は、これまでの歴史をどのように見て、どのような新たな歴史観を築いていくのか、という
歴史観の探求の視点である。
現在という歴史的空間は、人間の多様な正の遺産・負の遺産によって成り立っている。いずれか
一方の歴史しか持たない人間・民族・国民・国家などない。正の遺産を享受しそれを誇ることはで
きても、負の遺産を常に直視し続けることはなかなかできないのが、人間や民族や国民・国家の常
である。だが、歴史をみる場合、言うまでもなくやはり両方を常に洞察していく必要がある。
正の遺産には、人間が生きていくための知恵が含まれている。一方、負の遺産には、人間が生き
ていくための様々な教訓が含まれている。我々が歴史の中から、どのような知恵とどのような教訓
を発掘し、それらをどう新たなる知と精神さらに社会システムに組み替えていくことができるのか
が、未来を見つめ歩む時の大きな道標になるだろうという気がする。
どの時代でも、未来に向けた道標は常に手探り状態である。その際に最も重要なのは、この歴史
の正と負の両面性を凝視するという精神であろう。私たちの将来を考える鍵は、その中にあると言
っても過言ではない。
歴史認識のあり方は、個人・民族・国民によってかなり異なっている。或る民族にとっては、
二千年前のことが記憶の底に今なお息づき、現実として生きている場合すらある。また、或る種の
痛みを伴って刻まれた記憶は、少なくとも今世紀に起きたことであれば、現在でもその人々の体に
染みついているものなのである。
今日の様々な問題の多くは、人々の心に刻み込まれた歴史のこうした記憶の復活であることが言
えよう。
人々の歴史の記憶の長さの単位は数十年かも知れないし、場合によっては数百年かも知れない。
または、もっと長い単位で彼らの脳裡に継承されている＜原風景＞というものがあるのかも知れな
い。
歴史の＜原風景＞には個人差・民族差および国民差がある。彼らがどのようにこの＜原風景＞を
引き継いできたかを常に意識しておかないと、我々は人々の歴史観を見誤る。

歴史の現在性

その意味で、歴史は、常に「現在性」を伴うものである。これから重要になってくることは、螺
旋状に渦巻くような多様な歴史の流れを、どのように共有し合うことができるのか、という点であ
ろう。
しかし無論、私たちにとって、自分たち以外の国民や民族や個人の歴史認識を彼らと共有し合う
ということは、決してたやすいことではない。しかし自分たちの歴史を深く見つめれば見つめるほ
ど、そこにおける人間の様々な側面が、他の人々や民族と共通する姿で現れてくるということが、
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少なくともある。だからこそ共感も、歴史認識の共有化も可能なのである。
歴史の事実、歴史の体験そのものを共有し合うことができなくても、それぞれの歴史体験を共感
し合うことは可能である。そしてこの中で、これまでの歴史観を修正してゆくことも可能である。

歴史と人間の原風景

歴史認識の意味性を考える場合にもう一つの重要な点は、人間性の再生にある。つまり、人間の
元々の原風景とはどんなものであったか、それを歴史の中に見出し、発掘し、再生させていくとい
う営為である。歴史の原風景は、必ず様々な人間の原風景を伴っている。そうした人間の原風景は、
或る意味では前近代的な姿――国家の近代性とは関係なく――として、人間が持つ言わば管理され
ない或る種活き活きとした自由な姿としてそこに存在する。そんな姿こそが、改めて人間とは何か
ということを考えるうえで、今日なお重要なのである。無縁・無主・無告の民衆の姿に、真の自由
な人間性を見出すことは多い。
現代社会は人間を画一的なものにしていく。常に、人間から非合理的な部分を削ぎ落とし、「合
理的」な規範の中に人間を嵌めこもうとする姿がある。ところが、人はそんな規範にはなかなか嵌
まっていかない存在でもある。そのうえ規範そのものが、その時代の産物または社会や文化の反映
であり、流動的なのものである。それゆえそんな既成の規範から逸脱していく者はいつの世にも少
なくない。これらの人々を負の逸脱者と見るか、その逆と見るかは、時代と立場によって異なる。
だがこれまで、人間の社会を動かし、また文化を創造してきたのがこうした＜逸脱者＞＝異人た
ちであったのも歴史的な一側面である。かつての日本にも、異類・異形視された＜婆娑羅者＞＜傾
き者＞といった、社会・文化を動かした＜逸脱者＞がいた。
特に日本の文化史では、＜河原者＞の一部が＜傾き者＞につながり歌舞伎を生んだ。猿楽師は能
を、そして傀儡子は文楽を。これらは皆、当時の一般人の人々からはアウトサイダーとされた「賤
民」（賤視された人々） の芸能をみなその源流としている。
画一化されない人間像の発見を、世界の歴史の中で常に心懸けていないと、人間性そのものを衰
退させることになる。

Ｉ　視点８　新たなる市民観の探究

第八は、これからどのような市民観を形成していったらよいのか、という市民観の探求の視点で
ある。
市民観の形成とは、これから自己をどのように形成していくのかといことと同義的である。特に
国際社会における自己をどのように認識していったらよいのかということとは不可欠の関係にあ
る。国際社会における自画像の在りようの問題である。国際社会において成熟した市民とはどんな
ものか、また、市民の国際性とはどういうものなのか、答えは容易ではないが考えてみたい。
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市民の国際性

「市民の国際性」の第一の要素は、まず、人間そのものが魅力的であるということだ。この資質は、
外国語が出来るとか、海外を体験して詳しく知っているとか、知識・情報を多く持っているといっ
たこととは全く関係がない。
人々を魅きつける人間的な魅力とは、他人が感ずるに何か響いてくるものがあるということなの
だろう。この＜響き合う心＞を持つということが、いかなる状況においても重要である。
先にも述べたように、他者が基本的に幻想的存在であるならば、人間への理解とはこの＜響き＞
そのものであるということができる。逆に、響いてくるものが無い人は魅力的には感じられないし、
存在感も稀薄である。それゆえ信頼もしにくい。またその人を知ろうという気にもなれない。その
意味で、国際的な人間関係には、とりわけ残酷なものがある。
第二には、いわゆる国際的に活動できる人。これを一般的に「インターナショナリスト」と表現
することが多い。
インターナショナリストが先ほど述べた「響き合う心を持った魅力的な人間」である必要はない
し、また実際そうでない場合もある。仕事上、国際的に活躍し、外国語もでき、同時に様々な文化・
社会についても熟知しており、多様な規範・作法などにも通じている。国際的視野で仕事ができる
こうした有能な人は、これからも増えてくると思われる。
今日の日本社会はこうした「国際人」の育成を目指している。それはそれでいいことである。し
かし、もしも「あなたは何者か」と尋ねられた場合、ふつうそれは「どこそこに属する誰だ」とい
うことを意味しない。むしろ自己の専門性や、自己の「語るべき本質的なもの」があるのかどうか
を問われているものだと考えた方がよい。
一般的に言って日本人は与えられたものごとを処理する能力は高いし、様々な国際的知識も持っ
ている。しかし、自己や自文化、さらには自己の問題意識については語るべきものをあまり持って
いない。
インターナショナリストには常にこれらのことが求められている。また、こうした問いに答えら
れる人こそ、ほんとうの意味でのインターナショナリストであると言うことができる。
第三は、＜内なるもの＞と＜外なるもの＞との間に立って、その両者の言わば触媒 （カタリスト） 
のような役割をしていく人であろうと思う。
こうしたカタリストは、人と人の触媒でもあろうし、また文化・社会・価値観などの間の触媒で
もある。
通常、触媒という言葉は化学的な用語でcatalystと表記される。ここでは無論、化学的文脈では
なく、むしろ人間的・文化的・社会的な文脈で使われている。また、カタリストには「人に刺激・
活気を与える人」との意もある。
国際社会では、互いの違いを超えて何が共通なのかが大きなテーマになってくる。その違いその
ものの触媒役となって共通のものを創っていく創り手や機能が、カタリストにとってとりわけ重要
になってくる。
これら三つの「国際性を持った市民観」に、共通に内在している要素として言えるのは、常に人
間としてものごとを考えることができ、何ものにも呪縛されない自己を持っているという自由な人
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間性ということではないだろうか。呪縛されない自己を持つということはなかなか困難なことであ
る。人は、様々な属性――所属している組織・国家・民族・利益など――による呪縛から自分を解
放して自由にものを考えたり、他者と接したりはできないものである。
これからの市民は、こうした世俗的な呪縛を断ち切ることのできる市民でありたい。
しかし、人間は、よしやこうした呪縛から或る程度解き放たれることはできても、＜自己の感情
＞という最も厄介な呪縛からは容易に解き放たれ得ない存在である。多文化社会・国際社会の難し
さは実にここにある。理性では解決できないドロドロとした感情が、人の内奥深く潜み、状況次第
ではいかなる形としてでも顕在化・社会化してくるのである。国際社会・多文化社会の困難さは、個々
の人間や集団に潜むこの制御し難い感情にあると言ってもいい。「成熟した国際市民」と、口で言
うのはたやすい。だが一方で「市民」には、こうした一面が常にあることを、自己に対する警戒を
含めて忘れてはならない。

≪結論≫　＜自己・共同体＞と＜異人・異界＞のダイアローグ

Ａ　異人と異界

さて、ここまで国際交流のグランド・デザインを考えるための八つの視点を挙げてみた。
国際交流のグランド・デザインを描くということは、きちんとした構想と骨組みを作るというこ
とでは決してない。いくら理路整然とその枠組みを作っても、それゆえの脆さがあるものである。
そうしたことよりも、将来に向けてどういう道のりを、どういう姿で歩んでいけばいいのかという
「歩み方」を考えることに鍵があるように思われる。
「国際交流のグランド・デザイン」を描くに際して、決まって理念が問われる。我々はそのため
に私たちなりの使命感や大義名分を作るが、むしろ歩んで行く過程でその都度その都度これらを考
え、検証していくことの方が重要であるように思える。無論、理念や使命を明確にしていくことは
重要なことではある。だが、それが交流・協力の相手と共有し合えるものであることを、まず基本
として心懸けておく必要がある。そのためには、大きな拡がりの中で時間をかけて、共通の緩やか
な理念・使命を考えていけばいいような気がする。
その意味で、それぞれの理念・使命に基づく多種多様なグランド・デザインがあっていい。その
方が現実性・実効性があり、また健全である。ただ必要なことは、常に幅広い視野に立ち、未来に
向けて何が大事なのか、その本質をつかんでいこうとする努力である。
いずれにせよ、これからの国際社会の中で、人はどのように物事を考えていったらよいのか――
その基本となるのは、＜自己と自己を取り巻く共同体＞と＜他者・異人と彼らの異界＞との間の対
話をどのように行っていくのか、という点である。その意味では、交際交流に関わっていようがい
まいが、国際社会の中の自己の在りようという観点からは誰もが同一の状況にあると言える。つま
り＜自己・共同体＞と＜異人・異界＞の「対話の作法」をどのように身に着け、または創り出して
いくのかということである。
　一般的に国際社会といったものを念頭に置いた場合、＜異人・異界＞とは、自分たちとは異な
る人々、および自分たちとは異なった世界を言う。従って国際交流の文脈では、異人とは自分たち
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と異なる外国人・異民族を意味するだろうし、異界とは自分たちの所属しない土地や空間や文化を
意味することになる。
しかし、原理的には異人が外国人・異民族である必要はないし、また異界が外国の土地や文化だ
と考える必要もない。つまり異人とは、自分たちの日常性の外にある非日常的な人のことであり、
異界とは自分にとって非日常的な世界である、と考えるのが最も原理的な考え方であろう。この文
脈で私たちの身の周りの異人・異界を考えた場合、日常的な空間の周縁で、様々な異人・異界の原
風景を目にすることができるはずだ。ただ私たちは、そこに足を踏み入れていないだけであり、気
がつかずにいるだけなのである。

Ｂ　対話への三つの資質　～幻視性・一所不住性・異人性～

では、そんな異人・異界とのダイアローグをしていくためには、対話の一方の当事者である自分
たちに、どんな資質が必要なのか、またその資質をどのように体得・形成していく必要があるのか
を考えてみたい。
一つは、自己の持つ幻視性であろう。
人や現象に対する人間の認識は、常に表層的な部分に留まる傾向がある。本質的なものは表層の
奥深く、深層の中に隠れている場合が多いものだ。つまり、表層を幻視し、どこまで深層に潜む本
質を見抜く力を養っていくことができるかが要点だろうと思われる。
逆に、表層に顕在化したものは深層の象徴である、と言うことも可能である。従って、表層の現
象を単に具体的事象として見るのでなく、深層の象徴表現として見ることができる幻視性が必要と
なってくる。
こうした幻視性は、抽象的な観念論や哲学の問題などでは全くなく、ものごとの本質を把握する
認識力の問題なのである。異人・異界は多くの場合、自己の非日常性の中にある。その非日常性を
自己の日常性に引き戻して考えることができる幻視性が、ダイアローグするうえで重要となってく
る所以である。
二つは、自己の持つ一所不住性であろう。
一所不住という言葉は、日本古来の様々な遊行者または放浪芸能者、つまり定住しない放浪・漂
泊の人々の生活様式を指している。無論、現在の日本においてこのような本来的な意味での一所不
住的な生活を実践することはほとんど不可能に近く、またそうした人は皆無に近い。が、少なくと
も歴史を見れば、多くの人々がそのような生活を実際に送ってきた。日本でのその最後は、昭和
三十年代初頭まで実在した山の漂泊民で、「サンカ（山窩）・転場者」と誤称・蔑称された人々であ
る。こうした人々も含めて、古代・中世・近世・近代にはあまたの遊行・漂泊の者たちが日本にい
たのである。こうした人々は、一所不住性を帯びた生活をしていたがゆえに様々な異界や異人を認
識できたのである。
現代における一所不住性とは、自由で多元的な視座を持つということである。人間は、常にその
ような自由な視座を持ちたいと意識していても、なかなか自己の属性から解き放たれることはない。
意識していようといまいと、外的・内的呪縛は必ずある。その意味で、精神のまたは視座の一所不
住性は重要な要素である。
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世界の大きな宗教となった思想は、全てそんな一所不住の行乞の生活を送った人々から生み出さ
れたと言っても過言ではない。一ヵ所に留まることなく様々な異界を旅する生活の中で、人間の本
来的な価値とは何か、人間と人間を繋ぐ倫理・規範・作法・知恵とは何かということが考え抜かれ、
表されてきたのである。歴史を見れば自ずと明らかなことである。そうした思想・精神は、少なく
とも釈迦・孔子以来の二千数百年あるいはイエス以来二千年を経た今日でも、多くの人々の心の中
に刻まれている。
最後に考えなければならないのは、自己の持つ異人性の発見であろう。
異人性とは、言わば、自己もまた他者になり得る、ということである。無論、既述したように、
人間という存在は誰もが常に異人性を帯びた存在である。しかしその事実を強く意識することは、
私たちの日常ではほとんどない。つまり自分にとって他者が異人であることを意識することはあっ
ても、その逆の事実を意識することは極めて少ないのである。特に或る種の同質的な共同体の中に
居れば居るほど、それを感じる機会は少ない。
だが今日の国際社会では、物理的な意味で、これまでの自己の共同体を離れた異界に行かざるを
得ない場合が多くある。
また何らかの事情・事由により、これまでの自己共同体から離反・逸脱・遊離していく場合も多
い。その場合に、人間はインサイダーからアウトサイダーへと逆転するのである。このインサイダ
ー意識・アウトサイダー意識を常に循環させながら、人は異人・異界への認識を深めていかなけれ
ばならないのである。

Ｃ　＜ほがいびと＞原像

＜異人・異界＞とのダイアローグを行うための三つの資質を挙げた。これら幻視性・一所不住性・
異人性を持つことは、決してたやすいことではない。むしろ極めて獲得困難な資質であると思われ
る。これらをどのように体得・形成していったらいいのかという方法論など持ち合わせているわけ
でもない。
ただ、いまここで言えることは、この幻視性・一所不住性・異人性を持った人間が日本の文化史・
社会史の中に存在したということである。
その人々は、万葉の時代から＜ほがいびと【祝言人・乞食者・乞児】＞と呼ばれ、ムラからムラ、
そして市から市へと異界を遊行・漂泊した一所不住の人々であった。またこれらの人々は、「言壽ぎ」
すなわち「ほがひ」を業とした下級の神人や雑芸能者の一群だったのであろう。彼らは漂泊性・巫
祝性・非常民性を具有していたがゆえに異人的存在であり、それゆえにムラびと・市人からは畏敬
と畏怖の念を同時に持たれる存在であった。また、ムラびと・市人とは異なる幻視的存在であった
がゆえに、聖と賤・浄と不浄を担い、担わされたのである。そして彼らはこうした人々の非日常的
世界の形代とされたのである。
日常的空間と非日常的空間を巡遊し、両者の間の触媒役 （catalyst） となっていた＜ほがいびと＞
は、この日本にはもういない。しかし、細い水脈ではあるが、日本人の意識の奥深くにその精神が
まだ幽かながら息づいているような気がする。
私たちは、今＜自己・共同体＞と＜異人・異界＞とのダイアローグを原理的に行う作業を通じ＜
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ほがいびと＞の原像を自己の内部に再生させ、その幻視性・一所不住性・異人性を蘇らせることが
できるのではないのかと思うのである。
こうした作業を今日的なかたちで行っていくことが、人間の未来を描いていくために重要だとい
う気がする。なぜならば、精霊の鎮魂を求め、人々と社会に祝りと呪詛とを施してきたこうした＜
ほがいびと＞たちもまた、ただひたすらに人間の在りようを求めて、終わりなき道程を歩み続けた
人々であったに違いないと想えるからなのである。
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解題

芝崎厚士※

伊藤憲宏氏の「国際交流の「グランド・デザイン」―＜自己・共同体＞と＜異人・異界＞のダイ
アローグ―」（以下「グランド・デザイン論」）は、もともと『Global Age』経済春秋社、1994年5・
6月号に掲載された論文である。本論集の前号、第19号に掲載した「カタリスト論序説」（以下「カ
タリスト論」）の初出が1996年であり、このグランド・デザイン論はカタリスト論の序説という位
置づけとなっている。
伊藤氏とカタリスト論については前号の「解題」を参考にしていただくとして、このグランド・
デザイン論を本論集に掲載することの意義は次の通りである。
第一に、グランド・デザイン論は、筆者が研究してきた「箱根会議」における議論と密接な関係
がある。1988年に開始された箱根会議は、大まかにいって第1回から第3回を第1期、第4回から第6

回を第2期、第7回、第8回を第3期、第9回、第10回を第4期を時期区分できるが、会議のテーマと
して「グランド・デザイン」という言葉が使用されたのは、第7回（1994年）「国際交流のグランド
デザイン　市民社会の変革へ向けて」と、第8回（1995年）「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」である（以上については本論集第4号の拙稿参照のこと）。『Global 

Age』当該号が刊行されたのが奥付によれば1994年6月10日、第7回会議開催が1994年7月1日である
ので、本論文は箱根会議におけるグランドデザイン論の基調を提示するために書かれたという位置
づけになる。なお、『Global Age』当該号は伊藤憲宏氏の本論文と、伊藤隆氏（当時、国際交流基
金日米センター）による「国際交流を考える六つの視点」の2本をそれぞれ論考（1）、論考（2）と
して巻頭に掲載している。
箱根会議の第3期においてグランド・デザイン（当時は「・」（中グロ）抜きの「グランドデザイ
ン」）という言葉が用いられた背景には、箱根会議自体の性格の変質がある。当初はごく少数のリ
ーダー的な担い手を中心としてきた会議であったが、会議参加者が量的に拡大し、必ずしも経験豊
富ではない参加者が多数関与すると同時に、単に意見交換をするだけではなく、具体的な理念を提
示し、日本の国際交流の方向性を会議の成果として示そうとする動きも見られるようになってきた。
第1期が「国際交流と日本社会」とでもいったような総論的なテーマを論じてきたのに対して、第2

期は「共生」を主な主題として日本でも最も早い段階で本格的に議論してきたのに続いて、国際交
流をある意味で戦略的にどのように展開していくかという実践的な課題に対応するようなフィロソ
フィーが求められてきたといってよいであろう。グランド・デザインという概念は、同じくこの第
3期に前面に出てきた「市民社会」「イニシアチブ」（これが第4期の鍵概念となる）と並んで、そう
した会議の方向性と密接な関係がある。会議の草創期から深く関与してきた伊藤氏によるグランド・
デザイン論は、こうした会議のダイナミックな展開への対応として立論された議論としての歴史的
意義があり、その後の国際交流活動やNGO・市民社会ないしはCSO活動の展開と照らし合わせる
ことで、その価値を改めて検証するためにも、論集に掲載するに至った次第である。
第二に、グランド・デザイン論は、伊藤氏自身の国際交流論の思想的発展を考える上でも重要な

※ 駒澤大学グローバル・メディア・スタディーズ学部准教授
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歴史的意義を持っている。本論の前半部分での極めて巨視的な視座からの国際交流論は、狭い意味
での国際交流論を遥かに超えた振り幅を有しており、今日のグローバル市民社会論の射程と比較し
ても遜色のない内容を持っている。別の言い方をすれば、これほど広い射程から包括的に国際交流
ないしは国境を超えたひとびとのつながりやかかわり（今風に言えばネットワーキング）を捉える
だけの俯瞰的な思想は、当時の会議参加者においても稀であったであろうし、今日においてもあま
り類例を見ないであろう。むろん、その後20年以上の世界の変化は、グランド・デザイン論の個々
の具体的な指摘や言及をout of dateにしてしまっている点も少なくない。その一方で、前半で展開
される5つの背景理由の基本的な視座は、今日においてもなお妥当性を失っていない点が多いよう
に思われる。
また、本論の後半部分における社会観、人間観、文化観、教育観、文明観、科学観、歴史観、市
民観という8つの視点からの議論は、前半の箱根会議での議論により密接に関連した論点と、結論
部分でのカタリスト論につながる伊藤氏の思想的展開を接続する議論となっている。おそらく、当
時の箱根会議関係者の多くは、伊藤氏のこうした独自の議論に魅了されたと思われるが、会議参加
者が30名程度から300名近くに拡大したなかで、「グランド・デザイン」をめぐる議論がすべて伊
藤氏と同様な射程や背景で展開されたと考えるのは早計であることは否めない。氏の議論の内在的
な発展過程と、それが会議の性格や方向性にどのような影響を与えたか、もしくは与えなかったか
を検証するのは今後の課題としたいが、伊藤憲宏論、箱根会議論双方において、さらには日本の国
際交流の思想と行動の歴史的展開を考える上でも、本論文は重要な歴史的意義を持つといってよい
であろう。
以上のように、この「グランド・デザイン論」は、当時の関係者の方々、そして箱根会議を直接
は知らない市民社会・CSO関係者の方々に、「カタリスト論」ともども広く参照していただくことで、
90年代の国際交流の歴史性を明らかにするという学術的意義を持つと共に、現在のグローバルな市
民社会の活動の思想面・実践面に資するというアクチュアルな意義をも持っているのである。


