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SUMMARY

This paper focuses on the historical development of international cultural relations in modern Japan, es-

pecially its crucial shift from ‘international’ to ‘global’ in its nature, by studying two precursory phenomena, 

which has been recognized its importance, but previously never been scrutinized its essential importance in 

the history of international cultural relations in Japan. Exploiting the fi ndings from all the materials, fi eld 

works, and interviews collected and conducted on these research subjects, periodically from around 2007 

until now, the author tried to depict the practice and the thought and estimate its importance in the context of 

the history of international cultural relations.

This paper consists of two parts. Part I is about the history of “Tsudoi”(The Meeting of International 

Exchange), from its start in 1979 and its institutional development until now. This home-stay program was 

fi rst initiated and organized by Terumasa Akio (1942-) in the south part of Hokkaido, and this is the fi rst 

non-governmental international exchange program, also the fi rst ‘local’ one, so far from Tokyo and any 

other big cities in Japan. In the fi rst few years Akio and its organizers had to make every eff ort to continue 

the program, but luckily “Tsudoi” was suddenly on the spot in a national media and since then they found a 

strong support and popularity, which lead to receive the fi rst Japan Foundation Prized for Global Partnership 

in 1985. After Akio left the organizing activities in mid 80s, “Tsudoi” kept on until now and the organization 

was also developed into HIF (Hokkaido International Foundation, which grew into one of the most advanced 

and vigorous civil society organizations in Japan, conducting versatile activities from international exchange 

to supporting diversity in Hokkaido area. This article also depicts such institutional progress of HIF and its 

historical importance.

In Part II, the article tries to concentrate on the philosophical or theoretical development about the mean-

ing and importance of international cultural exchange in modern and postmodern Japan, by examining the 

thought of Norihiro Ito (1946-). Ito had a experience of living in California for a few years in his teenage days 

and that experience gave him an excellent ability of communication in English, and that led him to involve 
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in the world of international cultural relations, that started as an offi  cer at Japan Foundation. While playing 

an important role to convening the Hakone Conference (1988-97), together with Akio and other important 

fi gures in the fi eld at that time, he started to form his own ideas about the meaning of international cultural 

exchange. With his ‘international’ experience and his intellectual interest especially about thought in premod-

ern Japan, he devised an original idea which was presented and published in 1996, as “Catalyst Theory”. This 

paper scrutinizes the historical development of his thoughts and suggest its signifi cance and implications, 

that would off er a precious insight for us to contemplate on the concept of multicultural symbiotic societies.
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はじめに

　本稿の目的は、1970年代後半から90年代中盤における日本において展開された国際文化交流活
動に関する実践と思想について、2つの事例を検証し、それらが「国際」を名目的には標榜しつつ
実質的には「国際」を乗り越えうる契機を蔵していたことを明らかにすることで、同時期における
思想と実践が、「国際」文化交流活動から、「グローバル」文化交流活動への転換点としての歴史的
意義を持つことを主張することである。
　具体的には、第1部において、秋尾晃正氏の提唱によって1979年から開催され現在も継続してい
る国際交流活動である「国際交流のつどい」の開催過程と、その開催主体として発展的に活動を継
承している北海道国際交流センター（HIF）の制度的展開を扱い、第2部において、当該時期の国
際交流活動に思想面で貢献した伊藤憲宏氏の議論を分析する。
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　筆者は、かつて本誌に執筆した「箱根会議の研究」（1）（2）を元に、1988－1997年に開催され
た箱根会議を研究することで、同会議が持つ歴史的意義を検証することに努めてきた。2016年の日
本国際文化学会では、この会議に関する自由論題部会を開催し、一定の成果を得た。
　その一方で、「箱根会議」に関連する諸事象の研究、特に箱根会議を準備するに至った日本にお
ける事前の歴史的な文脈や、箱根会議が生み出したある種の「成果」と言いうるような歴史的な現
象について考察する必要に迫られた。その理由の一つは、「箱根会議」を当時の歴史的文脈の中で
位置づけるために、その10年間の活動のみをスナップショット的に切り取るだけでは、会議の意義
を理解する上では十分ではないことに気付いたためである。むしろ、「箱根会議」を生み出す導火
線としての当時のローカルな民間主導の国際交流実践の胎動と、「箱根会議」を経て生み出された
国際交流・国際文化交流をめぐる思想の登場をセットにして、その三者をダイナミックに組み合わ
せることが、70年代末から90年代前半に起きた変化を看取する上で有効な手法なのではないかと考
えたのである。いわば「箱根会議」を単品として抽出する戦略から、「箱根会議」を含めた歴史的
なダイナミズムを三点セットで描きだす戦略への転換である。
　むろん、日本における国際交流活動に関与していたほとんど全ての主要人物が参加している箱根
会議について、その全ての「前史」またはそのすべての後に続く「成果」を検証することは筆者の
能力を遥かに超えている。そうした制約条件を踏まえて、あえて「箱根会議」の研究の前後にかみ
合わせる形で適切な事例を検証すること、すなわち「箱根会議」の歴史的意義を明らかにすること、
またその前後の歴史的文脈を言わば定点観測的に結び付けて提示することには、一定の研究史的な
意義もあることは明らかであろう。いわば「合わせ技」によって当該時期の国際文化交流の動態を
描き出す最初の試みとして、今後の研究の端緒となることを願って、本稿を提示するものである。
　かような観点から本稿では、実践に関する事例として、1979年から開始された「国際交流のつど
い」とその後の南北海道国際交流協会、そして現在のHIFの歴史を、そして思想に関する事例として、
1994－1996年に集約的に発表された、箱根会議を理念的にリードした代表的な存在の一人である
伊藤憲宏氏のカタリスト論を、それぞれ研究対象として選び、検討を加えることとする。第1部に
ついては、秋尾氏、HIFを初めとする多くの関係者の方々への聞き取り調査や提供していただいた
資料に、また第2部については伊藤氏に対しても同様に聞き取り調査や提供していただいた資料に
主に依拠している。むろん、思想と実践は相互作用の中で形成されるものであり、第1部にも思想
はあり、第2部にも実践は存在する。あくまで相対的な特質という点で前者を実践の、後者を思想
の代表的な例とみなして論じる。
　「国際交流のつどい」を立案し実現した中心人物である秋尾氏の実践は、当時同時多発的に日本
で誕生し発展していったいわゆる草の根的な民間主体の国際交流活動の嚆矢であった。その後、同
氏は箱根会議の中心人物の一人として、会議の開催と継続に尽力した。そして伊藤氏もまた、箱根
会議の理念や方向性の確立に、大きく貢献した。興味深いことに両氏はともに、会議参加の時期に
はもともと携わっていた活動からは離れており、それぞれ独自の道を模索していた。この両者を箱
根会議の前後に置くことで、オルター国民国家の実践と思想の胎動を描き出そうとすることが本稿
の目的である。
　これらの実践、思想の検討から筆者は、近現代日本における20世紀終盤の国際文化交流の取り組
みは、徐々に国民国家体系を前提とした「国際」文化交流から、それを含みながらも乗り越えてい
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くような地球規模の多種多様なひとびとが多種多様な境界を越えて共生を模索する交流、すなわち
「グローバル」文化交流へと変容していく過程としてとらえることができることを論じていく。

第1部 「国際交流のつどい」からHIFへ

　第1回「国際交流のつどい」は、来日留学生を対象にしたホームステイ・プログラムとして1979

年8月18日から9月1日まで開催された。この「つどい」が、現在では自治体やCSOなど様々な主体
が関与し、日本全国で遍く行われているホームステイ型の交流プログラムの最初の試みであり、し
かもいわば「下」からの働きかけによって実現した民際交流としても最初期の実践であった。2019

年の夏も、第41回「つどい」が開催された。
　この「つどい」を実現した中心人物が、秋尾晃正（1942-）氏であり、その「つどい」を継続
して実施するために立ち上げられた組織が、任意団体として出発した南北海道国際交流センタ
ー（1980）であり、その後活動の市民権を得るために法人権を取得することをめざした結果、北
海道教育委員会の認可を得た財団法人南北海道国際交流センター（1984）、財団法人北海道国際交
流センター（1986）、一般財団法人北海道国際交流センター（2013）と改称・改組を重ねてきた
HIF(Hokkaido International Foundation)である。
　秋尾氏の「つどい」への関与は、第1回の開催から1986年の財団法人北海道国際交流センターの
設立後の1989年までの時期であり、その後はHIFが事業内容を拡大・変容させていきながら発展し
ていくなかで、「つどい」を担い続けているが、特に現在の事務局長である池田誠（1961-）氏が就
任して以降、HIFの活動は単なる国際交流団体の枠組みを超えたものに発展し続けている。
　この第1部では、第1節で第1回つどいの設立過程、第2節で第1の転機である1986年の財団法人化
と秋尾氏の「卒業」までの時期、第3節で2001年までの活動と池田事務局長就任以降さらに促進さ
れた新たな展開を、それぞれ検証した上で、秋尾氏の果たした役割、HIFの活動の発展過程、「つどい」
がもたらした意義を論じる。

第1節 開催に至る過程　-1979

第1回「つどい」は、1979年8月18日から31日まで北海道七飯町で開催された。8月19日付けの『北
海道新聞』ではこの「つどい」について次のように紹介している（資料1）。

　この日、七飯町を訪れたのは、九月から交換留学生として早稲田大学国際学部で一年間学習する
ために来日したアメリカ・オレゴン大学の学生男子十人、女子六人。アジア研究、宗教、教育、言
語とその専攻するジャンルはさまざまだが、いずれも日本についての関心が高く、生の日本文化に
接したいと、意欲を燃やしている。
　この国際親善交換事業は、同町の農協青年部などが中心に春から計画を進め、これを実現させよ
うと協力したのが同町大川に住む英語塾教師秋尾晃正さん（三六）。秋尾さんは国際大学交流協会
の依頼で、日米の留学生交換の道南での橋渡し役をしている。海外での経験も豊富で、英語塾経営
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の一方、翻訳活動も続けている。中でも函館や七飯を紹介する翻訳に力を入れており、この地道な
活動が農協青年部などの働きかけとともに同町訪問の一つの大きなきっかけとなった1。

　また、のちの『第3回国際交流のつどい報告書』（1982年）には、より具体的な経緯について次
のような記述がある。

　1979年
   2月　早稲田大学訪問、ハリス博士（国際学部オレゴン文学担当教授）と会う。
   4月　ハリス博士、七飯町訪問。町長、農協、大中山連合町内会長と会う。
   6月　大中山連合町内会長宅での受入れの打ち合わせ。
   7月　大中山公民館で打ち合わせ。
   8月　大中山公民館で最終打ち合わせ。
　　　　　17日　 十和田3号で、ハリス夫妻、オレゴン大学生一行16名、秋尾引卒して上野出発。
　　　　　18日　 大中山駅着。公民館で町長出席のもとに歓迎会。18日より31日迄第一回国際交

流のつどい開催。
   9月　1日函館より帰郷。
 12月　オレゴン大学生友人をつれて、七飯町再訪2。

　資料的な制約もあり、秋尾氏を初めとする当時の関係者への聴き取りなどをもとに、この2つの
記述を複合的に理解することで、「つどい」の成立過程を跡づけることにしたい。
　秋尾氏は東京生まれ、東京育ちで、早稲田大学卒業後、米国で米企業に就職し、サンフランシス
コおよびロサンジェルスで日本企業を担当する業務に長年従事していたが、日本に帰国することに
なった。その際に秋尾氏が選んだのが北海道七飯町であるが、それは氏の祖父が七飯町の峠下小学
校の初代校長を務め、父親が函館出身であったことも理由の一つであった。同町で英語塾を開いた
のは、長年の在米経験をもとに、国際的な人材を養成する教育の重要性に目覚めたことが大きな理
由であった。その先には、そのための「大学」ないし「国際大学」を開設する夢を抱いていたという。
　そのようななかで、1979年に母校早稲田大学のハリス教授の相談を受けた。従来、早稲田に留学
する学生たちは、学期前に清里でオリエンテーションを行っていたのだが、その年に限って施設を
借りることが出来ず、引受先を探しているという内容であった。これに対して、この年限りという
ことで、秋尾氏が間に立って七飯町の関係者に働きかけることで、実現への道が動き出していった。
秋尾氏にとってみれば、それは一時的ではあれ、留学生を受け入れともに暮らすことで、留学生と
地元の人々が学び合う場を作り出すことが、教育交流としての意義を持つことになる。
 　資料1での新聞報道では、大中山農協青年部が主導したかのように書かれているが、実際の提唱
者は秋尾氏であった。
　当時、留学生が日本の農村部でホームステイを行う機会は、ほとんど皆無であった。むろん、引
受先となった七飯町にとっても初めての経験であった。秋尾氏の回想によると、当初はこの受入構

1 「生の日本文化に接しよう　七飯に米国大学生16人来町」『北海道新聞』1979年8月19日。
2 『第3回国際交流のつどい報告書』南北海道国際交流センター、1982年1月、4ページ。
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想に対して地元の人々はなかなか理解を示さなかったが、当時の七飯町町長金沢精一氏、町役場の
高橋伸之氏、七飯町大中山の名士である池田悦郎氏、ホストファミリーの多くを出すことになる大
中山農協青年部の人々の理解を協力を得ることで、開催に至った。
　実現を可能にした要因は、豊かな国際経験を持つ秋尾氏が、「文化を変える革命」3として国際交
流を実践していくことの意義を説いたことに対して人々が動かされた面が大きいが、同時に道南地
域が函館に代表されるように国際性豊かで他者に対して開放的かつ寛容な面も大きく作用したと思
われる。たとえば七飯町は基本的には酪農を中心とした農業地域であるが、第2回以降ホストファ
ミリー、のちに理事としてもHIFを支えることになる山川俊作氏のように、農業研修生海外派遣事
業でアメリカに滞在し国際的な経験を持った人々も存在していた4。いってみれば、七飯町そして函
館、道南地域には地元発の国際交流を実現しうる素地はある程度存在していたのである。そこに秋
尾氏がまさに「カタリスト」としての役割を果たし、時間的制約がある状況の中で決断を迫られた
ことも手伝って、実現に向かって動き出していったとみてよいであろう。
　第1回つどいに関しては、正式なプログラムの類は現時点では残されていないが、およそ次のよ
うな行事が組まれていた。

　・大中山公民館での歓迎会
　・大中山小学校交流
　・大中山中学校交流
　・お茶会
　・留学生と全ホストファミリーによる懇談会
　・町内見学
　・ママさんバレーとの親善試合
　・老人ホーム好日園交流
　・大沼公園ピクニック
　・さよならパーティー 5

　学生たちはほぼすべて、地元の農家でホームステイ（当時の言葉では「民泊」）を行い、これら
のプログラムへの参加と同時に、農作業を手伝いながらステイ先の家族と交流を深めた。資料2、3、
4は現時点で残された第1回の数少ない一次資料の一部であるが、こうした「学校交流」と、ステイ
先での農作業という「労働交流」は、秋尾氏が構想していた国際交流の重要な要素を占めるもので
あり、第2回以降徐々に整理されていくさまざまな形態の交流の原型となっていった。
　アメリカ、シンガポール、マレーシアから16名の留学生を迎えた第1回の「つどい」はこう
して無事に終了し、学生たちとホストファミリー、地元の人々の強い絆が生まれた。年末年始
に七飯を再訪する学生も多く、農村でのホームステイというこれまで日本ではほとんど存在し
なかった交流は、ゲスト、ホスト双方の国際的な意識に大きな変化をもたらした。翌年は、引

3 同上。
4 山川俊作氏インタビュー（2015年2月27日、2016年6月14日）。
5 『第3回つどい報告書』、5ページ。
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き続きオレゴン大学からの留学生を受け入れるプログラムとして第2回を企画しようとしたところ、
同大学のオリエンテーション・システムが廃止されたことから、日本国際教育協会の助けを借りつ
つ、国際基督教大学に留学する学生の一部（「カリフォルニア・グループ」）を中心として、他大学
に留学する学生への公募も行った6。その結果、アメリカ、マレーシア、台湾、イタリア、フィリピン、
アイルランド、フランス、ガーナ、タイなど12カ国、12大学、4日本語学校への留学生合計44名が
参加することになった。
　規模の拡大にともない、ステイ先も七飯町だけでなく、大野町、森町、函館市内へと広がった。
この際に秋尾氏が起草した「民泊のお願い」には、秋尾氏の国際交流に対する考えが明瞭に看取で
きる。

　真の国際交流とは、小さな市民社会の中での交流から始まるべきものであることは皆様ご高承のとお

りでございます。しかし、たくさんの外国人留学生が毎年来日しながら、その大多数が東京・大阪など

の大都市に集中し、大都市の忙しい人々に交友範囲が限られ、本来の日本の自然・人間・文化に接して

理解する機会が非常に少ないのが現状です。こうして多くの留学生が大都市と観光地しか知らず、本来

の日本の姿を理解し得ないまま帰国してしまうのは非常に残念なことと考えます。

このような現状を打破し、民間の自然な交流を通じて「真の日本の理解者」を一人でも多く増やすこと

は現在の我国及びその将来に非常に重要な意味をもつもとと考えます7。

　ホストファミリー依頼という「檄文」的色彩を持つが故の語調の強さ（「真の国際交流」「本来
の日本」「真の日本」）を割り引いたとしても、いわば「外圧」的な事情から急遽開催にこぎ着け
た第1回での手応えをより普遍的な文脈の中で意義づけようとする意図がこの文章から垣間見える。
また「自然・人間・文化」「小さな市民社会の中での交流」「民間の自然な交流」という表現が、「大
都市と観光地」、また暗に国家・政府といった主体と対置されていることからも、この「つどい」
が何を目指しているものであると秋尾氏が考えていたかが明瞭に理解できる。
　第2回「つどい」では、より体系的なプログラム作りと整備が行われている。資料5のスケジュー
ルに沿って、労働交流、学校交流といったジャンル別の交流活動、また類型別に「統一交流」（全
員が参加する公式な交流）、「地域別交流」、「その他の交流」といった整理も施されるようになった。
第2回では初めて農家ではなく、函館の「一般家庭」での交流が採り入れられ、これには日本人と
留学生だけでなく、「市部と郡部、一般家庭と農家」という日本人同士の交流が生まれるという成
果がみられたという8。また、大規模な「外国人留学生と自立経営をめざす農業後継者との交流会」
も開かれており、「あなたの国の農業を、お伺いします　※米を作っていますか　※野菜、果物を
栽培しているか　※動物を飼っていますか」から「貴方の国の農家で花嫁不足はないか」「貴方の
国の農業政策の中で、後継者が確保されているか」といった点で意見交換が行われた9。
　大規模なイベントとなったのは、1980年8月24日に南北海道大沼婦人会館で開催された「国際シ
ンポジウム」であった（資料6，7）。第1部がシンポジウム、第2部が国際親善パーティーとなっており、
6 同上、6ページ。
7 秋尾晃正「国際交流民泊のお願い」（1980）
8 前掲『第3回つどい報告書』より。
9 「外国人留学生と自立経営をめざす農業後継者との交流会」（1979年8月19日）。
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600名を上回る参加者が集まった。シンポジウム前半の提言に続いて行われた分科会では、①留学
生が興味を持った日本文化②国際相互理解の難しさ③留学生の受け入れ問題④各国現代学生の相違
⑤婦人の社会進出の国際比較のテーマに分かれて討論が行われた10。おおよそ類似の企画はほぼ類
似の体裁を取る傾向があるが、このプログラムの構成は、後の箱根会議の構成にも共通する点が少
なくない。

第2節　南北海道国際交流センター（1980）から財団法人北海道国際交流センター（HIF）（1986）へ

　第2回「つどい」開催にあたっての制度的な変化としては、受け入れ組織としての南北海道国際
交流センターの設立があげられる。その規約の第1条は、

　本センターは、在日留学生等と南北海道住民との交流をはかる事業を行う。その目指す所は、在日留

学生等の日本の地方文化等の理解促進に努めること。また南北海道住民は、在日留学生等を通し、それ

ぞれの国に対する理解を深め、以って国際認識及び国際感覚の向上を計ることにあり、且つこれによっ

て芽生える友情を以って国際親善に役立てることを目的とする11。

　であった。ここからは、徹底的に「在日留学生等」と「南北海道住民」に限定した国際親善とし
ての同センターの原初的な目的が明確にある。実際には、センターの設立は名目的なもので、事務
所も存在しない状況での船出であった。ようやく事務所を日魯ビルの一室におくことができたのが
1981年1月であったが、人手はボランティアに、必要経費は寄付で賄う形でのスタートであった。
当時の苦衷について「つどい」報告書には次のように記されている。

　事務所を昭和56年1月に確保。家賃を払える余裕はなかった。しかし、この国際交流を存続させるため

には、事務所をどうしても、地の利を得た所に設置し、全ての書類等を整理しなければ推進することが

困難であった。そのような訳で、会員の中のそのまた有志から事務所の維持費として、毎月寄付をお願い。

（ママ）現在の日魯ビルの予備室（倉庫）を格安で借りて「南北海道センター」の看板をドアに掲げた。（中

略）初め、コピーは、七飯町の教育委員会の協力を得て使わせてもらう。和文タイプは、事情説明し格

安でやってもらう。紙と原紙を持って大文堂LL教室へ行って、印刷機を使わせてもらう。それこそ、千

円でも節約できるよう最大の努力を払った。それでも、ポスターと案内状の印刷代と郵送料は、有志の

方から借入れる。このような企画があることを、全国の留学生に知らせなければならない。そして、参

加学生を募らなければならない12。

　資料8にある3坪の事務所はさすがに手狭で、すぐ後に隣室も借りることになったようであるが、
第2回会議の成功を経て、より恒常的に「つどい」を開催するための態勢作りが進み、また留学生
の間にも幅広く周知していった。結果として1981年の第3回には250名の申し込みと問い合わせが

10 「国際交流のつどい　プログラム」（1980年8月24日）。
11 「南北海道国際交流センター規約」。
12 前掲『第3回つどい報告書』8ページ。
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あり、33カ国から148名の留学生、その家族4名、ボランティアの日本人学生8名が参加するという、
第1回から10倍近く、第2回から3倍近い規模の「つどい」となった。拡大方針には反対の声もあっ
たが、無事に開催にこぎ着けることとなった。
　規模拡大にともない、地域別交流も函館市、大野町、上磯町、七飯町、森町、八雲町、椴法華邑、
南茅部町、知内町、松前町、福島町、江差町、上ノ国町に拡がり、統一交流、学校交流、労働交流、
地域交流、国際シンポジウム・親善パーティーの開催という、第2回つどいでほぼ確立したスケジ
ュールで開催された（資料9）。また第3回つどいの参加者に対するアンケート調査も行われ、受け
入れ家庭、留学生から多様な意見が提示されている（資料10）13。
　こうして「つどい」は規模も拡大し、関係者の地道な努力、各種メディアでの報道なども相まっ
て知名度を得るようになってきたものの、それをささえる制度的、財政的基盤は脆弱であった。秋
尾氏の回想によれば、第3回の際に上野で結団式（資料9）を開いたのも、各種メディアの注目を集
める狙いがあった14。
　第4回「つどい」開催のための準備にあたっていた1982年1月、資金集めのため東京に出たもの
のほとんど相手にされず、秋尾氏は孤独感を感じていたという。起死回生の一打となったのが、『朝
日新聞』の「天声人語」欄での紹介であった。

　1982年の3月7日は小生にとっても、南北海道国際交流センターにとっても忘れられない記念すべき日

であった。（中略）センターの財政は三千円の残高で、第4回の実施は財政的に不可能であった。しかし

当時の相棒、寺井さんも小生もなんとかして維持継続したかった。背水の陣をしいて小生が東京に出て、

金策することにした。妻も子供も米国に帰り、独り身の小生は雪の降る寒い日に寺井さんに見送られて

青函連絡船に乗り、一路東京へ向かった。実家に居候をし、来る日も来る日も当てのない金策に奔走した。

朝、家を出るときは行き先が決まっていない。企業の総務課や助成財団を訪問したが成果は皆無であった。

トヨタ財団を通して、森ビルの森女史に出会い、そこから国際交流基金の方々等人脈を広げることが出

来た。設立されたばかりの三菱銀行国際財団の三谷さんが小生の話を理解してくださった。国際交流基

金の機関誌にも七飯の小松平さんの言葉をかかしてもらった。3月6日、最後の頼みとして函館の縁故を

頼りにある企業に行った。答えは「否」で、企業はそのような活動に資金援助しないということだった。

頼みの綱が不発で、万事休す。これで活動を諦め、まともな就職の道を考えなければならないと覚悟を

決めた。その晩、痛飲をし、帰宅をする。

　二日酔いの中、電話で起こされる。国際交流基金の伊藤さんから電話あり「天声人語を読んだか」と

いう第一声である。国際交流基金の機関誌に書いた小生の文面が天声人語に紹介されていたのである。

理事長に南北海道国際交流センターとはどんな団体かと聞かれ、財政的に行き詰まって存続が危ぶまれ

ていることを説明すると「助成金を出せ」と命令したとのことである。すぐ函館に電話をし、第4回目を

実施すべく、留学生募集ポスターの印刷を依頼した。国が助成金を決定したから、北海道も補助金を着け、

函館市も出すようになった。三菱も助成金が確定し、団体の存続が可能になった15。

13 同上、23－51ページ。
14 秋尾晃正氏インタビュー（2009年4月10日）。
15 秋尾晃正「私の人生を変えた3月7日の天声人語」北海道国際交流センター『ファミリーの街角』第23号（2000年

10月25日）。
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　文中の「小生の文面」とは、『国際交流』第30号に掲載された「北海道の国際交流図 南北海道国
際交流のつどい」であり16、この掲載にあたって寄与したのが「電話あり」の伊藤さん、すなわち
第2部であつかう伊藤憲宏氏であった。また、「三菱銀行国際財団の三谷さん」は三谷誠一氏で、三
谷氏もまた伊藤氏とともに、箱根会議に深く関与することになる。
　「天声人語」では、北海道の農家「小松平の旦那」のエピソードを、『国際交流』掲載の秋尾氏の
文章からの引用しながら「この忙しいのに知らない外人さんをなんでおいらの家に泊めなきゃなら
ないんだべか」と言っていたじい様が、「顔中ひげだらけのブラジルの青年」を迎えて「共に働き、
畑のスイカを食べながら語り合う」なかで、「長生きしたから、こんなすごい経験をしたんでねえか。
めい土へのいいみやげ話ができたべや」「おらばこのたった2週間で、人間ば変わったような気がす
るベ」と思うようになるというエピソードを紹介し、草の根の対日理解を深める交流を促進するこ
とで「国境を超えて「生涯の友人」をもつ人がふえること、小松平の旦那流にいえば、それは「安
全保障としても本当に大事だんべ」ということになる」と結んでいる17。
　この「天声人語」効果によって、全国的な知名度が高まり、財政的な基盤も明るい見通しが生ま
れた。4月には重要な関係者の一人である石館とみ氏（当時、キングベーク社長）の行為で、同社
社員寮の一室を無償で提供してもらうことで事務所を移転し、また、6月には「国際理解のための
講演・懇談会」「在日留学生と地域社会との交流　第1回シンポジウム」も開催している。同6月には、
第5回北海道青少年科学文化振興賞を受賞し、その賞金三〇万円を元手に、南北海道国際交流文化
基金を設立している18。第4回「つどい」には34カ国150名が参加、23市町村282家庭が受け入れ先と
なった。
　こうして第4回「つどい」は、同事業の制度化、継続的な活動の基盤作りという意味において画
期となった。第4回つどい報告書における秋尾氏の巻頭文は、こうした画期をふまえて、第3回まで
の巻頭文と比してより積極的に、「つどい」の意義や成果について踏み込んで論じている。

　5年目を迎えるに当たって振り返ってみよう。実際この国際交流のつどいは誰がための交流なのだろう

か。一つは150名、34カ国の在日留学生、300軒に及ぶ2週間と2泊の受け入れ家庭は、この交流の主役で

あるといえよう。在日留学生にとっては彼らの日本理解を促進し、受け入れ家庭は国際理解を深めるこ

とが可能である。次に、今年の交流の主人公は受け入れ家庭の子どもたちを含め、今年学校交流に参加

した77校の小・中・高校の児童生徒達ではなかろうか。私たち地方都市に住む者にとって国際的視野を

持った人材教育を次の世代に向けて地域ぐるみで行っているのではなかろうか。

　各家庭、各学校、各地域で行われた人と人との交流に於て、みんなは諸々のことを学んだと思う。決

して修了証書や学位はもらえないけれど、本当の意味の文化というものを形成していると信じる。

　往々にして建物を造ることに財源と労力を注ぐ如く、仏作って魂入れずという場合が多い。今、私た

ちは魂を先につくりつつある。確かに文化という目に見えないものに対して評価はし難いのは事実であ

る。しかし、日本の世論形成のバロメーターとして評価されている朝日新聞の天声人語に1年に2回も取

り上げられたことは、この交流に参加した6万の道民の住民への大きな評価ではあるまいか。
16 秋尾晃正「北海道の国際交流図　南北海道国際交流のつどい」『国際交流』第30号（1982年1月）、40－43ページ。
17 「天声人語」『朝日新聞』1982年3月7日。なお、同年8月には『日本経済新聞』1982年8月17日の「春秋」欄、同年

12月には再度「天声人語」（12月11日）で取りあげられている。
18 『第4回国際交流のつどい　報告書』23ページ。
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　著名人による国際交流や、国際会議場に於ける国際交流と相反して、農家や漁家を中心とした無名の

庶民による国際交流、畑や牧場、海、つまりマン・イン・ザ・フィールドに於ける国際交流が私たちの

姿である。ここ数年来国際交流の大衆化が叫ばれてきたが、現実としてこれほど組織だって行い始めた

のは、私たちが最初ではなかろうか。日本の国際交流の今後の在り方に一石を投じているのは確かであ

る19。

　知識人や公的な場での交流に対置したマン・イン・ザ・フィールドにおける庶民による国際交流、
その中でのゲスト・ホスト相互の交流と変化、そして次世代への教育的な効果への重視。これらの
特長は、現実の「つどい」が持っている意義であると同じかそれ以上に、秋尾氏の一貫した国際交
流観でもある。また、「本当の意味の文化を形成している」という指摘と、「文化という目に見えな
いもの」への評価の難しさという指摘とのあいだの微妙な緊張関係は、国際文化交流全般に共通す
る課題であるが、苦難を経て4回目の開催にこぎ着けるプロセスの中でこうした論点にたどり着い
ていることも、秋尾氏の国際交流観の形成過程という意味では興味深い。
　第4回会議後、1983年には「つどい」の報告書の刊行と前後して、『小・中学生国際交流作文集』
の刊行も開始された。本稿ではその分析に立ち入らないが、これ自体がまさに「学校交流」「教育交流」
の実践的評価を評定する上で貴重な資料である。また、国際交流基金と共催で、南北海道国際交流
センター 5周年記念事業として「南アジア名作映画祭」（1982年12月29日から1983年1月16日）を開
催している。
　第6回つどいの開催された1984年にも、いくつかの大きな変化があった。まず、前年末に財団法
人南北海道国際交流センター設立発起人会が発足し、84年に大総一郎氏（当時、ダイカ株式会社相
談役）20を代表理事とする財団法人南北海道国際交流センターが設立され、渡辺栄市氏（当時、医
療法人渡辺病院理事長）を会長とする同後援会とともに、秋尾氏を中心とするスタッフの活動をサ
ポートする体制が確立された。また事務局の佐藤淳子氏は、秋尾氏を支える上で極めて大きな役割
を果たした。同センターの対外的な評価も進み、第6回つどいの開催された1984年には国際ソロプ
チミスト日本財団千嘉代子賞を受賞した。また、現在に至るまで「つどい」とともにHIFの活動の
二本柱となる、「日本語日本文化講座夏期セミナー」の前身となる、第1回「日本語・日本文化講座」
もこの年にスタートしている。
　翌1985年には、「つどい」の交流をもとにした絵本『ぼくとアルベスにいちゃん』21（文、秋尾晃正、
絵、大井戸百合子、資料11）が刊行されたほか、国際交流基金の第1回国際交流奨励賞地域交流振
興賞（現在の地球市民賞）を受賞し、地域の民間の国際交流活動の代表的な地位を確立した。さら
に1986年には、第1回「日本語日本文化講座夏期セミナー」（JJ）が開始される。これは、ホームス
テイをしながら8週間で1年分の日本語の授業を集中的に行うという語学プログラムであり、「交流」
そのものを目的とする「つどい」とともに、現在に至るまでHIFの主力事業として継続されている。
そして同年に南北海道国際交流センターは「南」をとった財団法人北海道国際交流センター（HIF）
と改称し、文字通り北海道を代表する国際交流組織として活動していく。
19 秋尾晃正「国際交流のつどい5周年を迎えて」同上、20ページ。
20 ダイカ株式会社と大総一郎については、佐々木聡「ダイカ成立の背景と過程　「問屋斜陽論」の経営史的検討の
試み」『同志社商学』第63巻5号（2012年3月）、147－175ページ。

21 秋尾晃正文、大井戸百合子絵『ぼくとアルベスにいちゃん』福武書店、1985年。
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　「つどい」の提唱者である秋尾氏は、1989年を境にHIFから手を引き、1987年から国際教育里親
制度である「ダルニー奨学金」を開始し、現在は公益財団法人民際センターの理事長として、東南
アジア大陸部を主な対象とした、同奨学金を初めとする多様な支援活動を行っている22。「民際」の
言葉には、「つどい」以来秋尾氏に一貫している国際交流の理念が反映している。
　「つどい」の創設と初期の立ち上げ過程の中で、「無形の学園」としての教育交流の重要性を強調
し、「国際大学」の開設を理想に掲げ23、さらに数多くの新たな事業構想を持っていた氏にとって、「つ
どい」にとらわれない形でより自由に自己の信念や理想を追求する場に向かうことはある程度避け
がたかったように思われる。また、あくまで南北海道をベースとして地域に根ざした活動を継続し
ていこうとするHIF関係者や支援者にとっては、制度的な安定を得た状況下で秋尾氏の望むような
新たな事業展開をそのまま実現していくことは、理念的に賛同し得ても現実的な制約からみれば難
しい面があったと推察される。そのような意味では、「カタリスト」たる秋尾氏が、まず風穴を開
けて「つどい」を実現し、HIFがJJとつどいの実施団体として安定的な軌道に乗っていく段階で離
れていくことは、ある意味でやむを得ないことであったといってよいであろう。具体的には、秋尾
氏はJJを「国際大学」の基盤として発展させていく構想を抱いていたが、地元の賛同は得られなか
った。氏はその後、日本に北米大学交流委員会、米国にExchange:Japanを設立、EEP（Educational 

Exchange Program）事業を展開し、米国・カナダの160以上の大学に日本語講座を開設した24。

第3節　21世紀のHIF　「多様性を共に支え合う社会作り」の試み

　1986年以降、一定の対外的な評価を確立し、財政的な基盤、地元の支援体制を整えたHIFは、「つ
どい」と「JJ」を基本的な事業の柱として活動を継続していく。途中代表理事や事務局長の交代は
あったものの、活動内容の大幅な変更はみられなかったといってよい。
　HIFの活動が大きく変化していったのは、2001年、池田誠氏が事務局長に就任して以降であった。
以降のHIFは、「つどい」と「JJ」を継続しながら、さまざまな政府・自治体の委託事業を積極的に
受け、狭い意味での国際交流にとらわれない活動を展開するように変化していった。
2004年にはボランティア情報誌『ボラット』（現在はフリーペーパー『＠ｈ』）の刊行を開始、また
大沼の環境保全に世界の若者と取り組む「大沼ワークキャンプ」を開始した。2006年には外務省
NGO活動環境整備支援事業を受託し、外務省のNGO相談業務を行うようになっているが、これは
「国際交流」団体としては全国的に珍しい事例であった。その他、JICAや内閣府、函館市などの委
託によって、海外青年、研修生の受け入れ・交流プログラムの企画運営、クルーズ客船観光案内業
務にも携わっている25。
　2010年には、「はこだて若者サポートステーション事業」を開始した。これは、15－39歳まで

22 公益財団法人民際センターウェブサイト（https://www.minsai.org/）
23 秋尾氏を含む地元の関係者の間で構想されたものの実現されなかった「湧源大学」については、（旧）函館圏湧
源教育構想推進会『湧源　新大学実現推進の歩み』2002年2月11日を参照のこと。秋尾氏、山﨑氏も同書に執筆
している。その後2000年に設立された公立はこだて未来大学は、この湧源大学構想の延長線上に位置している。

24 前掲秋尾氏インタビュー、またALLEXウェブサイト（https://www.allex.org/jp/about/）、Driveキャリアウェブサイ
ト（https://drive.media/career/job/18572）より。

25 池田誠「多様性を共に支え合う社会づくり」（日本国際文化学会報告、2016年7月16日）。
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の人を対象とした職業的自立をはじめとする将来への取り組みをサポートするプログラムであり、
2015年以降はさらに生活困窮者自立相談・学習支援事業なども開始している。これと関連して、生
活就労サポートセンターを2019年現在で2箇所運営、また海外留学やワーキングホリデーなどのサ
ポートを行う相談窓口や若者のフリースペースの運営なども行っている。2013年には、一般財団法
人に移行している。
　このように、現在のHIFの活動は多岐にわたっているが、大別すると、

①国際交流
　・留学生向けプログラムとしての「国際交流のつどい関連事業」と「日本語日本文化夏期セミナー」
　・市民向インフォメーションとしての「イベント参加者募集」「ホストファミリー募集」「NGO相談」
②人材育成／自立支援
　・生活就労サポートセンター（ひやま・おしまの2箇所）
　・生活困窮者学習支援
　・グローバルキャリアサポート函館
　・フリースペース「ヨリドコロ」
　・にこにこ子ども食堂
③情報発信
　・フリーペーパー「＠ｈ」
　・大沼ワークキャンプ
　・NPO・NGOデーターベース
　・函館市青少年研修センターふるる函館
　・キッチン八幡坂
　・在住外国人向け情報26

という、3つの柱から成っている。国際交流団体としてスタートしながら、このような多様な活動
に関与していく形で変貌を遂げた事例は全国的に見ても珍しい。
　このような変貌をもたらした要因として、事務局長の池田氏の経歴をあげることができる27。池
田氏は大学卒業後JTBに勤務し、その頃からHIFに出入りしており、留学生の引率をJTBで引き受
けたこともあるなど、秋尾氏を初めとする関係者と早くから顔見知りであった。そしてその頃から
すでに、秋尾氏の国際交流に関する思想や理念、発想に大きな影響を受けた。その後氏は脱サラし
家族と共に農業を学ぶためニュージーランドに渡航し1年間生活した。帰国後は、社会適応が難し
いさまざまなハンディキャップを背負った人々が共に農作業をする共働学舎新得農場で2年間働き、
その後七飯町の山川牧場で3年間働きながら自立して農業を志していたところで声がかかり、事務
局長に就任することになった。また池田氏は就任にあたって秋尾氏から、国際交流よりも「もう一
つの市役所」として国内に目を向け、市役所に対抗できるような民間の団体として活動することを

26 HIFウェブサイト（http://www.hif.or.jp/）より
27 池田誠氏インタビュー（2016年6月13日）。
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アドバイスされたという28。
　池田氏を見出した一人が、1999年から2019年まで代表理事であった山﨑文雄氏であった。山﨑氏
は函館にある北海道大学水産学部の教員を務め、「つどい」にも初期から初期から関与していた29。
代表理事となり、今後のHIFの在り方を次の世代を見据えて、あえて国際交流に関する仕事の経験
をほとんど持たない池田氏を抜擢したのは、池田氏に今までと異なるユニークな視点からものごと
をとらえる可能性、「時代そのものを見てとる力」を見出したためであるという30。2001年以後狭義
の国際交流から踏み出していったHIFの活動展開の背景には、JTB時代に培った実務経験、農場経
験や共働学舎新得農場での環境問題への意識やダイバーシティの尊重、多文化共生への意識などが
反映されている。
　いっぽうの山﨑氏もまた、水産学部に属し、発生学・遺伝学講座を長年担当してきた経験から独
自の「共生」に対する思想を育んでおり、そうした視点からHIFの国際交流活動に関与しており、
代表理事に就任後もさまざまな形で共生をキーワードにHIFの活動を意義づけることを試みてき
た31。その著書『生きものから学ぶ　競争から共生へ』では、生物学における「共生」概念から説
き起こし、科学と宗教の関係、国際交流による外国人との共生、「共生のまち」としての函館の特質、
自然と人の共生などを論じている32。こうした学術的な根拠に根ざした俯瞰的な視点は、環境や多
様性を重視する池田氏の新たなHIF事業の展開と相互補完的に支え合う部分があったように思われ
る。
　現在のHIFの理念は、「多様性を共に支え合う社会づくりをめざして」である。またその定款には、

　（一財）北海道国際交流センターは、北海道に置いて人と人との交流を通じ、世界の生活文化の理解を

深め、国際相互理解教育の推進と世界の平和に貢献することを目的として、ボランティア団体から財団

法人へと発展してきた団体です。

　当財団の成り立ちの契機となった国際交流のつどいをはじめ、日本語日本文化講座夏期セミナーな

どのホームステイプログラムを中心にしながら、新しい時代の国際交流のニーズに応えるため、NGO・

NPOの強化を目的とした講習会・ネットワーキング・情報発信など、公益の立場から幅広い国際交流事

業を行っています33。 

　と記されている。この記述は、1980年の南北海道国際交流センター規約における「在日留学生等」
と「南北海道住民」との交流に限定した内容から、その交流を核に据え、「国際交流」というアイ

28 池田誠氏インタビュー（2015年2月25日）。
29 第3回「つどい」の国際交流シンポジウムでは、「地球市民という意識を持つ国際教育とは」分科会で提言者を務
めている（前掲『第3回つどい　報告書』、18ページ）。

30 山崎文雄氏インタビュー（2015年2月25日、26日）。
31 たとえば、山﨑文雄「異質との共生、21世紀の歩み」北海道国際交流センター『ファミリーの街角』第24号（2001
年3月14日）、山﨑文雄「グローバル化に向けた試行」北海道国際交流センター『ファミリーの街角』第21号（2000
年6月15日）、山﨑文雄「国際人とグローバル・パースン」北海道国際交流センター『ファミリーの街角』第16号（1999
年6月9日）、山﨑文雄「これからの国際交流のめざすもの　20周年祝の年にあたって」北海道国際交流センター『フ
ァミリーの街角』第13号（1998年8月28日）、山﨑文雄「留学生は未来からの発信者」北海道国際交流センター『フ
ァミリーの街角』第11号（1998年6月2日）。

32 山﨑文雄『生きものから学ぶ　競争から共生へ』エコハ出版、2012年。
33 HIFウェブサイト（http://www.hif.or.jp/）より
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デンティティを維持しつつ、狭義の国際交流を超えた活動を含み込む形へ展開していったことを如
実に示している。
　山﨑氏は「国際交流」という言葉がなくなることが「国際交流」活動の目標である、と表現す
る34。現在のHIFのモットーである「多様性を共に支え合う社会作り」には、国際交流という言葉は
すでに落ちており、「国際」はすでに多様性（diversity）の中に含み込まれる、差異と共通性をつ
くりだすカテゴリーの一つでしかない。その意味では「国際交流」という言葉の相対的地位は確実
に、そして決定的に低下しているのである。

小括

　第1部では、カタリスト的な存在であった秋尾氏の呼びかけではじまった「在日留学生」と「南
北海道住民」の「国際」交流活動とその活動を担う団体が、さまざまな紆余曲折を経て発展してい
く中で、「国際」交流活動を継続しつつもその活動を含み込みつつ、多様性を尊重し、支え合うこ
とで共存していくための団体へと変容していく過程を明らかにした。そして、こうした活動を支え
たのは、本稿で直接は言及していない極めて多くの関係者の貢献があった。
　同時期の他の地域での同種の活動との比較、またHIFの個々の事情に関するより立ち入った分析
は今後の課題であるが、現時点での小括としては次のようなことが言えよう。
　HIFの性格の変化は、いわば「国際」のみを意識し、「国際」のみで分割される個別／普遍の線
引きで表現される共通性と異質性にもとづいた相互理解を促進する活動から、「国際」をそうした
線引きの一つとしてひき続き認めつつ、国内・国外を問わず、人間一人一人がその裡に持っている
さまざまな共通性と異質性をお互いに認め合い、理解し合いながら共に生きるために協力し合うこ
とをめざす活動への変化としてとらえられる。ただし、こうした変化への気付きはたとえば初期の
HIFでも都市部と農村部の人々の交流や、学校交流などで見られるような世代間の交流などでもす
でに見られたものであり、それを意識的に、またさまざまな層にターゲットを絞って行うようにな
ってきたのが現在のHIFなのである。
　こうして、国内・国外を問わず、函館を中心とした北海道南部でのHIFのローカルな活動もまた、
世界中の同趣旨のローカルな活動と同様に、グローバルに普遍的な課題である多様性の支え合いを
試行していくようになったという意味で「国際」に限定した交流から「グローバル」な交流への変
化を示しているように思われるのである

第2部　「グランド・デザイン論」から「カタリスト論」へ

第1節　国際関係思想としての「カタリスト論」

　第2部では、第1部の秋尾氏の活動を嚆矢として70年代後半以降拡大、展開してきた日本における
民間ベースの国際交流活動の展開と、そうした諸活動が集う場としての箱根会議（1988-97）が誕
生しいったん活動を終える90年代後半の時期までの間に登場した国際文化交流をめぐる思想の一
34 山崎文雄氏インタビュー（2015年2月25日）。
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例として、伊藤憲宏氏のカタリスト論の生成と展開をとりあげる。
　いうまでもなく、この時期において国際交流、国際文化交流を巡る議論は数多く存在する。また、
既に述べ、以下でも言及するように、この時期の「国際交流」という概念は非常に広範な内容を含
んでおり、「国際協力」との間の明確な区分も存在しなかった。したがって、当時の鍵概念としての「国
際化」という旗印のもと展開されていった全ての議論が、何らかの形で国際交流、国際文化交流と
直接・間接の関係を持っていたと言ってもよい。
　その意味では、「カタリスト論」はあくまでその中で生まれた議論の一つであり、同論が日本の
国際文化交流をめぐる思想を代表する唯一絶対の事例であるわけではない。とはいえ、本論文全体
が主題としている、必ずしも国家・政府に頼ることなく、民間の力で先駆的な諸活動が生起してき
た70年代後半から90年代中盤までの時期の日本において、同じく政府の公的な国際交流・国際文化
交流に対する理解や認識とは距離を置いた形で生まれてきた独自性を有する議論として、同論は検
討するに値するものである。
　また、むろんある人物の思想ないし哲学は、その人物個人の経験や見聞、認識や理解、内面の問
題関心が発露したものであるが、その人物が置かれていた特殊な歴史的文脈や立場からも形成され
る。氏のカタリスト論は、本論文を含めた筆者の問題関心である、箱根会議を核においた近現代日
本の国際文化交流がグローバル文化交流へと変容していく歴史過程のなかで、第1部でとりあげた
秋尾氏をはじめとする箱根会議関係者・参加者との交流と、会議の理念を発信する役割を果たす活
動の中で鍛え上げられていったものであり、その意味でも分析の俎上に載せる意義をもつと考えら
れる。
　伊藤憲宏氏の経歴は下記の通りである。1946年に生まれ、中学・高校時代にアメリカ西海岸に家
族共々生活し、帰国後、慶應義塾大学大学院法学研究科を修了した。1973年より国際交流基金に勤
務。80年代中盤に同基金を辞し、エイ・エフ・エス日本協会事務局長、アジア・太平洋人権情報セ
ンター企画業務部長、国際貢献塾塾頭などを歴任した。現在は国際交流共同研究所所長・仮面研究
家で、近年でも仮面論に関する鼎談などを行っている35。
　伊藤氏は、米国滞在時に培われた卓越した英語力・コミュニケーション能力を生かして数多くの
国際交流・国際文化交流活動に幅広く関与してきた。なかでも、日本で最初の民間の国際交流団体
活動のネットワーキングの場であった箱根会議（1988－97）の創設と活動のイニシアチブを、第1

部で検討した秋尾晃正、向鎌治郎、平野健一郎、阿部汎克といった関係者ともどもとり、特に同会
議の基本的な議論の方向性やアジェンダ・セッティングの面でおおきく貢献したことで知られてい
る。この貢献については、すでに別の研究で部分的には言及している36が、この第2部では伊藤氏
の議論の展開に焦点を置いて、正面から検討を加えることとする。
　筆者が伊藤氏の議論を国際関係思想と捉えて検討することの狙いとしては、国際交流や国際文化
交流に限った話ではないが、国際関係ないしグローバル関係に関する新しい・独自の理論・思想・
哲学といったことを論じ、引用し、参考にする際に、圧倒的に海外の、特に英語圏を中心とした欧
米の緒論を紹介し、言及し、参照することで事足れりとする傾向に対していささか違和感を感じて
いるためでもある。近代日本の学問が基本的に輸入学問的傾向を持ち、輸入された専門用語をカタ

35 伊藤憲宏、友枝雄人、野村伸一「“仮面” は告白する」『三田評論』No.1207（2017年1月号）、50－60ページ。
36 芝崎厚士「箱根会議の研究（1）序論」『Journal of Global Media Studies』第4号（2009年3月）、1－20ページ。
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カナ語・漢語に「翻訳」（柳父章）しては頻用することが手段となりまた多くの場合目的と化して
しまうことは、福沢諭吉や丸山眞男などを持ち出すまでもなく、すでに数多くの批判がなされてき
た。筆者の専門分野である国際関係思想においても、欧米の思想家や研究者を研究することがあっ
ても、日本のそれを検討することは近年多少増えてきたものの必ずしも多くはなかった。
　国際交流や国際文化交流の分野においても、ソフト・パワーからダイバーシティに至るまで、基
本的にはこうした傾向はゆるぎなく続いている。むろんそのことを全否定する必要はないのである
が、日本におけるいわば「内発的」な理解や思索のあとを検証し、それをグローバルな文脈の中に
ひらいていくような方向性で「日本の」（この形容詞自体がさまざまな問題を持つことは別のとこ
ろで論じたが）国際交流や国際文化交流の「思想」を取りあげその射程や意義を検証することは、
現在および将来の交流のあり方を考える時に重要な参照点としての役割を果たすと考えるものであ
る。
　伊藤氏の緒論に関しては、箱根会議の研究を進めるうちにその独自性に着目するようになり、当
時入手困難となっていた主要な2本の論文である「グランド・デザイン」論と「カタリスト論」を
解題付きで復刻した37。またこの10年ほどのあいだに断続的に伊藤氏に取材を重ね、ゼミや授業で
も時には氏を招きつつ、これらの論文を題材に検討を行ってきた。検討するべき課題は多く残され
ているが、本部はその中間報告として、現時点までの分析の到達点を示す。
　構成は以下の通りである。まず、第2節において、第1の主要な論文である「グランド・デザイン論」
について分析する。次に第3節において、第2の主要論文であり、氏の代表作である「カタリスト論」
を検討する。最後に、第2節、第3節で得られた知見を総合的に検討し、結論を提示する。

第2節　箱根会議と「グランド・デザイン」論（1994）

A　「グランド・デザイン」論登場の背景

　「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。
次節で扱うカタリスト論はその2年後の刊行であり、カタリスト論を潜在的に準備するような位置
づけとなっている。
　グランド・デザイン論の歴史的背景は、次の通りである。第一に、グランド・デザイン論は、「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期と
して時期区分できるが、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

37 伊藤憲宏「カタリスト論序説」『Journal of Global Media Studies』第19号（2016年11月）、1－40ページ、「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」『Journal of Global Media Studies』
第20号（2017年3月）、1－23ページ。以下「カタリスト論」、「グランド・デザイン論」とそれぞれ略称する。
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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
意義を持つ。

B　「グランド・デザイン」論

　「グランド・デザイン論」は、次のような構成をとっている。

1　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
　1　状況対応型から状況開発型へ
　2　多様性に埋没せぬための存在理由
　3　質的・空間的に複雑化するテーマ
　4　世界の人と共有できるヴィジョン
　5　 NPOの成長が生んだ必要性

2　本論　21世紀に向かっての歩み方―八つの視座からの探究
　0　理念の実効性と虚構性
　1　新たなる社会観の探究
　2　新たなる人間観の探究
 人間の異人性、他者の幻想性
　3　新たなる文化観の探究
 文化の＜種＞の衰退と継承
　4　新たなる教育観の探究
 人間にとっての価値とは
　5　新たなる文明観の探究
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 文明の再定義
　6　新たなる科学観の探究
 科学と人間の痛み
　7　新たなる歴史観の探究
 歴史の現在性
 歴史と人間の原風景
　8　新たなる市民観の探究
 市民の国際性

3　結論　＜自己・共同体＞と＜異人・異界＞のダイアローグ
　1　異人と異界
　2　対話への三つの資質　～幻視性・一所不住性・異人性～
　3　＜ほがいびと＞原像

　序論では、「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 Pofi t 

Organization）」の関係者の間」で、「グランド・デザイン」の必要性が叫ばれている現状に対して、
第1にその必要性が浮上していた背景、第2にグランド・デザイン作りのために必要な視座の提供を
論じることが「グランド・デザイン」論の目的となることを述べている。既に述べたように「国際
交流・国際協力」が併置されていることがこの時期の理解の特徴である。なお、伊藤氏はグランド・
デザインを「長期的な総合戦略」「総合的な透視図」と規定している38。
　第1節にあたる部分が背景の説明で、（1）受け身ではなく「新たに自分たちでその状況を変革・
創造・開発する」ことが必要となってきたという変化、（2）主体の多様化に代表される、国際交流・
国際協力の類型・形態の増加・多様化という変化、（3）テーマの質的・空間的複雑化、（4）国内向け、
海外向け、国内・海外双方、といった類型があった国際交流・国際協力が、常に国内・海外双方に
目を向けざるをえず、「世界の人々と共有できるような方向性」を模索せざる得なくなってきた変化、
（5）「国際活動NPO」の重要性の増加に伴う社会的責任の増大という変化が、グランド・デザイン
の必要性をもたらしたというのが氏の理解である39。
　序論の議論は、むしろ今では当然のような印象を覚えるような内容であるが、90年代前半の時点
における「国際交流・国際協力」活動関係者が抱いていた、右肩上がりに拡大し多様化していくイ
メージを反映しており、グローバル化が一気に加速していった当時の歴史的な同時代像を読み取る
ことができよう。またその一方で、現在ほど活動の多種多様性が拡大し、確立していなかった当時
に置いて、図2－1（資料13）のような全体像のイメージ、さらに表2－2（資料14）のような、在
日外国人、難民、先住民から果ては「風俗関係者・ヤクザ・暴力団・外国人・マフィア・外国人雑
遊民」までも含める多種多様な主体が混在するイメージをデザインできていることは、同氏の議論
の独自性と先見性を示している。
　こうした認識を前提に「誰が（who）、なんのために（why）、なにを（what）、どうするのか（how）、

38 「グランド・デザイン論」、1ページ。
39 同上、1－4ページ。
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誰と誰に（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）」、
どのような戦略・戦術を立てるのかが「グランド・デザイン」の形成プロセスということになる40。
　続く本論では、理念が〈虚構〉に転じる危険性に留意しながら、理念は必要であるが「その理念
を唯一普遍的なのも、無謬のものとして他者に強いない」方がよく、なるべく柔らかいものにする
べきであると述べ、特に「日本は、日本人は」という考え方を過度に意識せず「私は̶̶」「私た
ちは̶̶」といった姿勢で臨むべきであると主張した上で、社会・人間・文化・教育・文明・科学・
歴史・市民の8分野において、新しい見方を探究すべきであると論じていく41。
　第1の社会観については、平和、「社会の公正さ」とくに多様化と統合化が相剋する「多文化社会」
のあり方への理解、第2の人間観については、「他者」への認識に関する、「人間の異人性、他者の
幻想性」にもとづく理解、第3の文化観については、「文化の差異と共通性」に対する理解と「文化
の種」と氏が呼ぶ、伝統的に継承されてきた基層となる文化の保存について、第4の教育観につい
ては、人間の基本価値としての、①経済的豊かさ、②個人の文化的豊かさ、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人間の命といった人間にとって大事な価
値に対する考えを育む必要性を検討している42。
　第5の文明観については「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」、「人間が
いかに他者とともに生きられるか」、人間のみならず「自然と人間の共生」といったことを含めた
文明観の必要性が、第6の科学観については、科学が人類が抱えるさまざまな「苦しみ」や「痛み」
を癒しうる力を持ち、また通信技術の進展が示すようにそれらの痛みや苦しみを世界規模で同時代
的に共有し合い自らの価値判断を育めるようになったことを指摘する43。
　第7の歴史観については、正の遺産と負の遺産を多様な歴史観の中で洞察していくこと、そして
歴史認識に関して言えば人間の社会を動かし文化を創造してきた「〈逸脱者〉＝異人たち」を再評
価することで人間性を再生すること、第8の市民観については、市民の国際性を①人間そのものが
魅力的であり、〈響き合う心〉を持つこと、②国際的に活動できる「インターナショナリスト」で
あること、③「〈内なるもの〉と〈外なるもの〉との間に立って、その両者のいわば触媒（カタリ
スト）のような役割を果たしていくこと」、すなわち「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間性」と規定し、それが「自己の感
情」という「最も厄介な呪縛」から容易に解き放たれ得ないことから如何に困難であるかを説いて
いる44。
　なお、「インターナショナリスト」は必ずしも①の属性を持っているとは限らないと述べている点
は注目に値する。つまり、人間そのものが魅力的でなくても、インターナショナリストにはなれると
いうこと、外国に関係する仕事をし、外国語を駆使し、外国の文化や社会になれているからといって、
魅力的な人間性を持ち、〈響き合う心〉を持っているとは限らないということになるのである45。

40 同上、5－7ページ。
41 同上、8ページ。
42 同上、9－13ページ。
43 同上、13－15ページ。
44 同上、15－16ページ。
45 同上、17－18ページ。
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　この本論部分を構成する8つの視座は、現在から見ても同時代的にみてもある種のクリシェに近
いような言及も少なくない。その中で特に注目に値するのは、第2、第7の後半、そして第8の部分
で徐々に展開され始めている、異人性、幻視性、異人達、響き合い、カタリストといった言葉で提
示されている氏の思想である。
　第2の人間観の部分で氏は、「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」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」と規定する。そして「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」。と述べた上で「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、またはある種の思いこみ、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得ない」のであっ
て、その幻想性の「歪曲・矮小化」が人間関係の軋轢や誤解を生んできたという46。
　この指摘は、さまざまな意味で通念的な国際交流、国際文化交流を一歩超えた議論だといってよ
いであろう。社会通念的な国際交流は、「国際」という「際」にほかの「際」とは違う特別な、或
る種特権的な境界として権威を付与することで、よいこと、すばらしいこととして成り立っている
部分があり、それが「国際」という言葉がもつ響きとして人々に浸透している部分がある47。しかし、
異人性と幻想性は、国際を含めたありとあらゆる境界間関係における自己と他者との間に等しく存
在するのだというのが伊藤氏の主張である。つまり「人間に対する原理的認識」には「〈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」があるということになるのである48。
　当時も現在も、国際交流・国際協力に関心を持ち関与する人々の多くは、多かれ少なかれ、「国
際」という境界を肯定的な意味で特別視し、それ以外の境界とは異なるある種の憧れや魅力を感じ
ていたし、現在も「グローバル」に押されているとはいえ、基本的には同様であろう。また「国際
化」が叫ばれていた状況のなかであった箱根会議の時期においてはその憧れや魅力は現在よりも強
かったかもしれない。そのような状況の中で、「国際」を異人性・幻想性の1つに過ぎないと喝破し
ていくことを骨子にするような、「国際」だけを考えたいような流れに対して冷や水を浴びせるか
のようなちゃぶ台返し的議論を提示し得たことはある意味画期的であった。そのことは箱根会議の
各種資料を掲載していた『Global Age』や当時の国際交流ブームを反映していた『ワールド・プラザ』
などに掲載されていた記事が主にそうした「国際」への憧憬を前提としていた記事と比較しても明
らかであるが、同時に、同時代的に見れば伊藤氏の思想自体がそうした「国際」の文脈を突き抜け、
逸脱していく契機を明確に示し、同時代的な通説的文脈から逸脱しつつあったことをも意味してい
る。
　また、この論文では「カタリスト」という言葉は触れられているものの深く踏み込んではいない
が、ここで言及したことによって次の議論の主題となっていくことになる。幻想性に基づく「響き
合い」の議論も、「カタリスト論」の中で改めて発展していくことになる。

46 同上、10－11ページ。
47 この点に関しては、芝崎『国際関係の思想史　グローバル関係研究のために』岩波書店、2015年、序章。
48 前掲「グランド・デザイン論」、10ページ。
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　最後の「結論」部分では、グランド・デザインについてはむしろ理念は必要だが多様であってよく、
むしろ大事なのは「〈自己と自己とを取りまく共同体〉と〈他者・異人と彼らの異界〉との間をど
のように行っていくのか」であって、しかも「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」のだから「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」と断じる49。
　ここにおいて前半のある欧米の市民社会論的な類型化や分類に基づくグランドデザイン論が、結
論部分においてはむしろ置き去りにされていく。そして、最後は人間や現象の本質を見抜く「幻視
性」50、自由で多元的な視座を持つ「一所不在性」、他者だけでなく自己もまた他者になり得るとい
う「自己の持つ異人性の発見」がむしろ重要であって、それは歴史的にみれば万葉の時代に遡る〈ほ
がひびと【祝言人・乞食者・乞児】〉というカタリスト的な存在が原形であり、そうした人々は今
はいないがそうした意識は日本人の奥深くにいまだに息づいているはずであると結んでいる51。

小括　国際交流論から〈異人・異界〉・ほがひびと論へ

　こうして、「グランド・デザイン」を主題としながらも、或る種ドライな社会科学的な類型論を
途中まで展開し、途中の人間観に関する議論が大きな転轍点となり、第7の歴史性の部分、第8の市
民観の部分での議論を反映させながら、最後は「グランド・デザイン」論ではなくほがひびと論へ
と昇華していったのが、この「グランド・デザイン」論なのである。
　このいわば「破格」の展開はそのまま、伊藤氏の思考の足跡を示しているように思われる。すな
わち、「国際」という「際」は人類史的に見ればそれほど特権的な境界ではなく、より重要なのは「境
界」に対する姿勢であり、単に「国際」もその例外ではないというだけのことである、という見方
である。これは、国際関係という境界性がその特権的性格を失いつつあり、むしろありとあらゆる
境界をめぐる諸関係をグローバル関係として捉えていくべきなのではないかという筆者の「国際関
係研究からグローバル関係研究へ」という問題意識とも平仄が合うが52、現在以上に「国際」のカ
セット効果が強烈に作用していた当時において、まさに「国際交流・国際協力」のための担い手達
が集う会議において「国際」を相対化し、含み込むような枠組みを提示していたことになる。おそ
らく、前半部分は議論の素材になり得たかも知れないが、後半部分はどのように理解されたのかは
興味深いところである。
　「境界」に対する姿勢についての氏の指摘が意味するのは、別の言い方をすれば「国際」に携わ
っている人間が、ただそれだけを理由に自動的に響き合うことができるわけではなく、「国際」を
標榜している人間が必ずしも豊かな人間性を持ち合わせているとは限らないということである。こ
のように、「国際」という境界を特権視しないこと、「国際」の現場にいる（インターナショナリス

49 同上、20ページ。
50 「幻視」という表現は、秋田明大の『幻視行　くたばりぞこないの唄』からインスパイアされて用いたという（伊
藤憲宏氏インタビュー（2016年3月2日））。

51 前掲「グランド・デザイン論」、19－21ページ。
52 芝崎厚士「国際交流研究の将来　国際関係の研究からグローバル関係の研究へ」『年報政治学2015-I』木鐸社、

2015年。
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ト）ことと、豊かな響き合いを実現できることとは必ずしも一致しないことという2つの視点は極
めて重要である。

第3節　「カタリスト論」

A　「カタリスト論」成立過程

　伊藤氏の議論は、狭い意味での国際交流論に止まることなく、「グランド・デザイン」論をさら
に発展させる方向に進んでいく。「カタリスト論序説」は、当初『国際交流入門』（榎田勝利監修、
アルク、1996年）に収録された。同書は1995年に愛知淑徳大学で行われたオムニバス講義をもと
に編集・刊行された。伊藤氏がこの論文の執筆を思い立ったのは、愛知淑徳大学での講義後の質
疑応答の際に、「伊藤さんのカタリストというのは具体的にはどのような人のことを言うのですか」
という質問をきっかけに、それほど大きく強調したわけでも必ずしもなかった「カタリスト」概念
について議論が盛り上がり、そこからカタリスト概念を主軸にした本論文の執筆を思い立ったとい
う53。
　本論文は1～ 3までが第1部、長大な4－6までが第2部、7が暫定的な結語として位置づけられ、大
まかにいえば2部構成となっている。前半は、カタリスト論一般について、講義をもとに伊藤氏自
身の考え方を、あえて引用文献などはほとんど用いずに一気呵成に書き上げている。そして後半は、
カタリスト論の背景にある『万葉集』などの「ほがひびと」論を、折口信夫、奈良本辰三郎、土橋寛、
吉田修作といった先攻研究をもとにして概観している。この第2部は、米国から帰国後大学院では、
松本信廣のもとで文学部の学生・院生に交じって『古事記』、『日本書紀』などを研究した経験があ
り、これが生かされている。国際交流論としては、前半のカタリスト論だけでも十分オリジナリテ
ィを持つものであるが、後半の「ほかひびと」論と組み合わせて1編をなしていることで、日本の
国際交流論・国際文化交流論の歴史のなかでも他に類例を見ない議論のスタイルとなっている。
　伊藤氏へのインタビューによると、本当はこのあとに「第三部」として、では第二部のほがひび
と論と第一部のカタリスト論がどのようにつながるか、またどのようにつないでいくべきか、とい
う議論を予定していたのとことであるが、原稿の締め切りをすでに大幅に超過しており、断念して
現在に至っているという。

B　「カタリスト論序説」（1996）

　「カタリスト論序説」の構成は以下の通りである。

第1部

第1節　カタリストとは誰
第2節　カタリスト論の視座
53 前掲インタビュー。
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第3節　カタリストの属性とその構造

第2部

第4節　カタリストと「ほかひびと」
第5節　「乞食者」とその「詠」に関する諸論考
第6節　ほかひびとの幻像と実像

結語

第7節　あらためてなぜ現代社会とカタリストなのか

　第1節では、カタリスト論の語源や用法をふまえカタリストを、「新しい崇高な理念や思想・価値
観・計画（well nobled ideas, intentions, values and plans）に基づき活動を行い、人々や社会に刺激を
与え、変革を行う人」と定義する。その上で論文の目的をカタリストの目に見える「表層現象」を
観察することから出発し「その触媒作用の意味を深層にまでさかのぼり、その原理性を追求」し、「触
媒作用をおこしうる人々の構造とはいったいどのようなものであるのを、総合的な視野から解明し
ていく」ことと設定し、「そのことが私たちひとりひとりにとって、また現代・未来の私たちの社
会や文化にとって、どのような意味があるのかを合わせて、ともに考察」していくという54。
　そして「グランド・デザイン論」で示した、国際交流もその枠組みで分析しうるものの1つであ
る異人・異界論をふまえ、カタリストは異人・異界との関係の触媒役であり、日常性と非日常性を
媒介する存在である。民俗学・文化人類学・歴史学で語られてきたこれらの概念を使うことで、国
際交流論から見ると「一見論理的飛躍があるようにも見える」カタリスト論によって、「国際交流
の総合的なパラダイム」構築の一助としたいというのが氏の狙いである。つまり、異人・異界を考
察することで「国際交流がいったい何を原理的に探究しているのかがわかってくる」のである55。
　以下、人間認識の限定性、幻想性から出発し、北条民雄の『いのちの初夜』（1936）に依拠し、「人
間を認識するということとは個々の人間がそれぞれの「人間の響き」をどのように感得するかにか
かっている」からこそ、その「響きの共振性」を豊かなものにする手がかりをカタリスト論から得
ようとしていると述べる56。
　第2節では、カタリスト論の類型を、「グランド・デザイン論」の前半に似たようなスタイルで提
示していく。すなわち、①社会変革型②文化創造型③歴史継承型カタリスト④多文化編成型カタリ
スト⑤異文化交流型カタリスト⑥境界性媒介型的カタリスト⑦宗教的カタリスト⑧精神的カタリス
ト⑨知的誘発型カタリスト⑩情報発信型カタリスト⑪共同体的変革型カタリストである。この中で
とくに、①、②、⑪を重視している57。
54 「カタリスト論」、1－2ページ。
55 同上、3－4ページ。
56 同上、5ページ。
57 同上、7ページ。
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　社会変革型は、「人間の尊厳を損なうおぞましさを解読し、人々を覚醒させ、状況を改善・変革し、
おぞましさを除去する方向へと人々をうながしていく」が、そのためには、解決策が人々の共感を
得ること、人々が可視化し得なかった問題の本質を見抜き提示すること、人々の痛みを語る呪詛性
と痛みを癒す祝祭性を持つこと、人間の尊厳を理解する歴史観、人間観を持つこと、自己の属性を
維持しつつも呪縛されない個の発想を持つこと、適切な表現力と説得力を持つこと、問題を担いき
る「腹のすわりかた」を持つこと、「人間としての温かさとおおらかさを持っていること」が必要
である。ここで、特に呪詛性を祝祭性に関して、いわゆる「傾きもの」としての資質に言及してお
り、これは第2部での議論に接続される58。
　次の文化創造型カタリストとは「人間がこれまでに創りあげてきた文化と真摯に対話し、それを
読解しながら、その象徴するものを現代状況のもとで蘇生させ、これによって人間の無辺なる世界
を新たに探究し、その世界を全人格をもって自己の感性・認識・発想をもとに表現し、その発露の
姿をもって、人々がこれまで覚醒しえなかった人間の深遠さと豊穣さに触れさせ、もっとそれに触
れた者の人間観・文化観さらにはその人自身の人間性の復興と再生を時代とともに行っていく人」
である。こうした人材が求められるのは、「グランド・デザイン論」でも言及した「文化種」の衰
退に対する危機である。それは文化の大衆化・迎合性の高まりといった文化状況により、「日本文
化について語るべきものを持たない、また持ち得ない、国際社会では何ら魅力の無い凡庸な日本人
が日々輩出されて」おり、「自国の文化をせめて語ることができなければ国際社会においては成熟
したひとりの人間として処遇することはできない。国際社会での対話を成立させ永続するための交
換のカードを持っていない」ことを憂慮するためである59。
　 続いて「歴史継承型カタリスト」においては民族や人間の物語を語る語り部とそれに聞く耳を
持つ聴き手が喪失しつつ状況を回復すること、「多文化編成型カタリスト」においてはマイノリテ
ィーの抑圧の歴史やルサンチマンと向き合い超克する役割を担うこと、「異文化交流型カタリスト」
においては「人と文化の通過儀礼の司祭者」として交流を通して異質性を変化させて新たな文化を
創造すること、「境界性媒介型カタリスト」においては非日常性の中にある人間存在の原理と日常
性を媒介する力を回復すること、「宗教的カタリスト」においては聖と俗を祝祭と呪詛によって媒
介すること、「精神的カタリスト」においては「浮かれびと」として祝の系譜に属してその存在や
所作によって見る者に感銘を与え、人間形成に影響を与えること、などが語られる60。
　現在の日本文化と日本人に対する「衰退」状況への懸念は、知的誘発型カタリストの議論におい
ても見られる。すなわち「マニュアル的な学習方法・思考方法」に陥り、「語彙と表現力の貧弱さ」
が目につくようになっている傾向であり、「答えを持ち得ないことに対してあまりにも耐久力がな
くなってきている。はやく安易な方法でしかその答えを見つけだそうとしていない。しかも誰かに
その答えを出してもらいたい」ということである。マニュアルは機会の操作にはある程度必要であ
ろう。しかし「人間の営みやそれによって成り立っている社会の諸相や文化の役割さらには歴史の
見方、これらをふまえて、人間をめぐるさまざまな象徴性・隠喩性の解読を行い自分の見識を持つ
ためには、いまさらいうまでもなく、答えもなければマニュアルもなぞないと先ず考えるのが当然

58 同上、8－11ページ。
59 同上、11－13ページ。
60 同上、13－19ページ。
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なのである。ましてや、人間の人生のマニュアルなぞどこを探してもない」のである。この、文化
創造型・知的誘発型における議論は、第7節の結語部分へと接続されていくことになる61。
　残る「情報発信型カタリスト」では情報化社会における「情報の触媒作用」を意識的にコントロ
ールすることの重要性、「共同体変革型カタリスト」では再び「ムラ社会における異人」の役割が
語られる。ここで伊藤氏は、第1部の国際交流のつどいに関して次のように言及している。

いまから十数年前、南北海道の過疎のムラを国際交流活動によってムラおこしした人の話を聞いたこと

がある。そのとき、平野健一郎（東京大学教授：当時）が「ムラにカタルシスをもたらすためには、ま

れびとが必要なのですよねえ」、と思わずしみじみと述懐したことがあった。このムラおこしを語ってい

た本人（秋尾氏のこと：芝崎注）もムラにとってはよそ者の異人であった。また、このムラ社会に大き

な触媒作用を与えたのも異人である外国人の留学生たちであった62。

　第3節では、「グランド・デザイン論」でも触れていた諸概念である、一所不在性、異人性に加えて、
祝祭性・呪詛性の呪性、唱導性、幻視性、逸脱・審判性、形代性、幻想性といったカタリストの属
性として説いている63。その上で、第4節から第6節では、『万葉集』における「ほがひびと」の原形
を文献批判をしつつたどり、「ほがひびと」がカタリストの原像であることを立証しようとした試
みである64。
　むろん、「現代のカタリストたちがそのようなことを意識しているはずもない」が、「ほがひびと」
はそもそも「もっと人間のありようについての根源的な提起をしており、第3節で述べた所属性か
ら考えれば、国際的な認識である「変革を行うもの」だけでは必ずしも十分ではないと結論づける。
厳密には第4節から第6節までの考察の結果、第3節での「ほがいびと」の属性が導き出されており、
より厳密には、カタリストの属性が第3節での「ほがひびと」の属性で表現しうるかどうか、つま
り「ほがひびと」がカタリストの原像であるといえるのどうかという点に関する議論が必要である
が、その部分への踏み込みは十分とは言いがたい。この点もまた、後ほど扱うことにしたい。
　結語にあたる第7節では、ふたたび、人間性の危機についての警鐘を鳴らしている。

　なぜこれほどまでにカタリストやほかひびとにこだわったのかと聞かれれば、率直にいって答えはた

ったひとつしかない。それは、本来人間が持っていたはずの豊饒で自由な人間性が、なぜかはわからぬ

がじわじわと衰退していっている、そんなくやしさと危機感があるからである。特に日本はそうである。

これほどすばらしく豊饒な人間の文化を持ちながら、それらが継承されず、器用に状況に対応できる人

間だけが増え、人間としての多彩な響きを感じないのだ。人間が退屈なほどまじめになってきているのだ。

単調になってきているのだ。このままいったらどうなるのだろう。そんな不安感もある。

　人間が楽しくなくなってきているのだ。魅力的でなくなってきているのだ。何かとっても大切なもの

が削ぎ落されているような気がしているのだ。そして、それに気が付かないのだ。そんな思いは果たして、

61 同上、19－21ページ。
62 同上、21ページ。
63 同上、26－38ページ。
64 同上、22－26ページ。



―  43  ―

近現代日本におけるグローバル文化交流の胎動　実践としての「国際交流のつどい」と思想としてのカタリスト論（芝崎）

私だけだろうか65。

　これはすでに第2節で部分的に言及されていた論点に対する集約的な表現である。こうした人間
性の衰退の原因を伊藤氏は、「人間の原風景」である〈異界・異人〉との関わり②自らを開くこと
をしなくなったことに求めている。それは人々の多くが「異界を異界としてしまうことは人間の世
界をせばめることと同じである」状態に陥り、自明の日常だけに閉じこもることで、「人間の豊か
さと人間の限りない自由の可能性」の源泉である〈異人・異界〉という非日常の世界を理解するこ
とから遠ざかっているためである。

　たしかに人はいい。人をあざむくようなこともほとんどしない。そこそこの正義感もある。親切でも

ある。でも、具有している人間の原風景はあまりにも均質なものとなってきているのだ。

　彼らはどこに自分たちの存在理由を見いだしているのだろうか。語る者として何を持っているのだろ

うか。何を持って自分たちを日本人としているのだろうか、いくどかそれを聞いてみたほとんどが曖昧

であった。それでもこれからも生きていけるのならそれでいいのかもしれない。別に日本人であること

に誇りを持てなどといっているのではない。たまたま日本で生まれ育ったなら、その体験からどのよう

な人間観・文化観・歴史観さらには社会観を育んできたのかを聞こうとしたのだ。どこの国の人々でも、

それらを考えながら自己形成を行ってきている。そして、国際社会で、その体験や認識や知識の交流・

対話をして、またそれをもとに世界の人々とこれからの人間の在りようと、人間社会の在りようを考え

ようとしているのである。66

　こうしてカタリスト論の背景にあるのは、国際化が叫ばれ国際交流活動が急速に拡大していく中
で、同時に伊藤氏が感じていた文化的な危機感であった。この危機感は、箱根会議が当初の少数の
経験豊富な国際交流・国際協力専門家たちだけの話し合いの場であったことから、経験の多寡を問
わず国際交流・国際協力に携わろうとする多種多様かつ大規模な参加者の交流の場に変質していっ
た過程の中にいた伊藤氏の観察を反映した結果でもあると思われる。
　伊藤氏はその後、正面切った国際交流論を展開することはなく、カタリスト論と並行しつつ、従
来からの研究対象としていた仮面論についての考察を行っていくことになる。それらは「ほがひび
と」論ともある程度接続するが、基本的には歴史的文脈に即した仮面の系譜学とでもいえるもので
あった67。

小括

　「グランド・デザイン」論と「カタリスト」論は、HIFをはじめとする全国各地での民主導の国

65 同上。
66 同上、39ページ。
67 伊藤憲宏／ Norihiro Ito, “「仮面」で読み解く　日本列島の精神文化誌（2）／ The Cosmology of the Mask Culture 

in Japan” （2）, Plaza Plaza 76号（2006）年、40－41ページ, “「仮面」で読み解く　日本列島の精神文化誌（4）／
The Cosmology of the Mask Culture in Japan” （4）, Plaza Plaza 78号（2007）年、34－35ページ。日本語と英語の双
方で執筆、（1）, （3）, （5）以降は未見。
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際交流活動の高まりと、その流れを受けて開催された国際交流の担い手ネットワーク会議としての
箱根会議の中核にあった伊藤氏が、自らの根源的な問題関心である異人・ほがひびと論とそれ以前
からの国際交流活動の経験、箱根会議での見聞をもとに構築していった独自の議論であった。
　その特徴と言えるのは、第1に単に国境を超えて活動していれば「カタリスト」的になり得るの
ではないという指摘であり、第2に、「国際」だけが境界ではなく、「国際」もまた異人・ほがひび
と的な意味での境界の一つに過ぎないという指摘である。別の言い方をすれば、国際的な何かに関
与していても境界の間に立つことができていない場合もあれば、国際的な何かとまったく関係ない
さまざまなところで、国際においても必要とされるべき境界に立ち、カタリストとしての優れた力
を持つ人がこの世界には数多く存在しているし、し得るということである。
　この指摘は、現在でもありがちな「国際」的であれば何か国内だけの何かよりも素晴らしいと勝
手に思い込んだり、またその思いこみを利用して「国際」を自己の権威付けに使ったりすることも
少なくない状況に対する強烈な批判となり得る。その意味で伊藤氏の議論は、80年代末から90年代
前半の、今よりさらに「国際」に何かカセット効果的な魅力を感じ、集ってきた人々に対してその
前提をそもそも厳しく問い返すような内容を含んでいたように思われるのである。また、つい「国
際」的なものは「国内」的なものにない素晴らしいものを持っているという構図で「国際」を優越
視するような見方に対しても、むしろ「国際」は異人・ほがひびと論の中に含まれる位相の一つに
過ぎないという視点を提示することになるのであって、その点でも「国際交流」ブームが起きてい
る中でここまで突き抜けた議論が当時手放しで歓迎され、理解され、受け入れられたとは言い難い
面もあるように思われる。
　しかし、HIFの40年間を経た変化が示すように、むしろ「国際」が境界間関係のワン・オブ・ゼ
ムのへと格下げされるような形で国際交流がグローバル交流的な形で変容していく状況が到来して
いる現在においては、「国際」を突き詰めた結果「国際」を包摂する形で境界間関係をいかに豊か
に作り上げていくかを近代以前の日本の伝統に則してとらえ返そうとした氏の議論はよりアクチュ
アルな意義を持ちうる。それは自らが少年期から文化と文化の狭間に立ち続け、またアジア・太平
洋人権情報センターでさまざまな人権問題に取り組んだ経験が反映されたものでもあり、HIFの提
示する「多様性を共に支え合う社会」にもとづく実践と共鳴する思想でもあるのである。

おわりに

　本論文では、第1部において70年代末から現在までの40年ほどの間の時期における画期的な民間
の国際交流活動である「国際交流のつどい」の形成過程と、HIFが狭義の国際交流のみに携わる組
織から「多様性を共に支え合う社会」作りを目指す団体へと活動の性質を変容させていく過程を検
証し、その発展は「国際」交流から「グローバル」交流への変化としてとらえられることを述べた。
第2部では、90年代前半から中盤の数年間で発表された「グランド・デザイン」論と「カタリスト」
論の分析を通して、伊藤憲宏氏の国際交流論が、狭義の国際交流論から多種多様な境界の存在に基
づく人々の抑圧や苦しみを超克する術を模索することを主眼とするある種の人間解放を目指す議論
へと深まっていった過程を検証し、その発展を、「国際」交流の思想から「グローバル」交流への
変化として捉えられることを述べた。
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　以上の検討から本論文は、この2つの実践と思想の事例を通して、日本における国際交流の実践
と思想がともに、国際から出発しながら国際を含み込む、多様な差異およびそれを生み出す境界の
存在がもたらす諸問題に対してどのように取り組むべきかという課題に対するオリジナルな思索と
実践を生み出したことを明らかにした。それは国際を否定するものではないが、国際に回収されて
しまうものでもない、人為的に形成された境界との向き合い方をめぐる試行錯誤の成果といってよ
い。
　むろん、冒頭に述べたように、HIFや秋尾氏、伊藤氏だけがこうした視点を持っていたわけでは
なく、当該の時代においてさまざまな場所でさまざまな人々がさまざまな活動を行い、思索してい
ったのであり、それらの検証は今後の課題となる。本稿はこのような「国際」から「グローバル」
への変容の萌芽を地に足を着けた形で発見していくための一つの試みである。
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資料1　『北海道新聞』「はこだて」欄、1979年8月19日号

資料2　第1回つどい（1979）小学校での交流会資料
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資料3　第1回つどい（1979）　オレゴン大学交歓日程表

資料4　第1回つどい（1979）の様子
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資料5　第2回つどい　（1980）　スケジュール

資料6　第2回つどい　（1980）　国際シンポジウム　スケジュール
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資料7　シンポジウム（1980）に対する報道

資料8　南北海道国際交流センターの事務所（1980ごろと推定）
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資料9　第3回つどいの概要

資料10　第3回つどい　アンケート調査の例
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資料11　『ぼくとアルベスにいちゃん』表紙

資料12　HIFウェブサイト　トップページ（2019/9/15閲覧）



Journal of Global Media Studies   Vol. 25

―  52  ―

資料13　国際交流のタイポロジー

＜図１＞　国際交流のタイポロジー（作成：筆者）

資料14　国際交流の主体




