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SUMMARY

      This paper reviews author’s seminar titled “Global Relations”, held online due to the global pandemic 

started from that year, from May to July 2020. This seminar was basically for graduate students mainly from 

China, who needed to improve fundamental academic skills including improvement of managing Japanese 

academic language. We picked up author’s latest book (International Cultural Relations in Modern and 

Contemporary Japan: Towards a Study of Global Cultural Relations, Yushindo-Kobunsha, 2020) and other 

recent writings as reading assignment. 

Taking the advantage of online-seminar, many guests were invited, including university professors and 

researchers from various fields, people from different professions including schoolteacher or editor, under-

graduate students, etc. Also we were lucky to have chances to listen to the voices of key persons directly, who 

appear as main research subjects in the book. In the twelve leactures, the number of participants who partly 

or mostly participated added up to 37. Through Google Meet, we tried to stir up our discussion by mixing up 

small group discussion divided into from three to five groups and round-up session in one room. Author, as a 

teacher’s managed to listen and see all those small group discussions at the same time and gave them advices 

and instruction simultaneously, including time-keeping, through chats and shared Google Documents.

Over 20 participants contributed essays on this seminar, looking back what’s happened there, and what 

kind of inspirations they got, as well as comments on  the content of texts. This paper concludes by providing 

some thoughts on the whole experience of the seminar, from reading their writings.
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学問っていうのはね、「貧乏人に与えられた唯一の趣味」ね。（中略）本来は私が生徒で教師がいたら、

私がいろいろ教える、ね。教えるとものがカラになって、なくなっちゃう、全部。量だな、知識の量。で、

「先生この問題どうしたらいいか」って聞いて「オレもわかんないんだよな」ってなって、そこでディ

スカッションするのが学問でしょ。（中略）大学なんて別に行かなくったっていいよもう・・・行きた

いやつは行けで、行きたくないやつはいいの。この間もある大学の教授が「私のゼミナーにいろんな

人たちが、家庭の主婦なんかが来てましてね、いろんな勉強してますよ」っていうから、「行ってない

やつはダメなのかね」って言ってやったの。あたしの知っている人でそんなことしないけどちゃんと

子育てをして、そしてちゃんと家庭を守り、ご主人を家族を大事にして、子どもたちを世に送り出して、

話をするとちゃんとした人ってたくさんいますよ。

立川談志、漫談（1987年頃）より

はじめに

本稿は、今年度前期の大学院での授業科目「グローバル・リレーションズ論」に関する研究ノー
トである。本稿の目的は、COVID-19の影響によりオンライン授業となった同科目での実践を紹介
し、その意義と課題について考察することである。

筆者はこれまで、専門分野である国際関係論・国際文化論に基礎を置いたさまざまな担当科目
について、他の教員の方々と同様に、ファカルティ・デベロップメントやアクティブ・ラーニング
といった言葉で授業実践へのさまざまな取り組みが世界的な規模で展開されていく状況を踏まえつ
つ、双方向性や自主性を重視した授業実践に取り組んできた。また、具体的な授業実践の例を紹
介したり（本論集第２号、第３号、第５号参照）、各種学会・研究会などで実際の授業を体験する
ワークショップ形式の学会企画を行ったり（2012年度国際政治学会、2014年度日本平和学会ほか）
することで、自らの取り組みについてさまざまな意見を伺う機会を持ってきた。最近では、「音楽」
を用いた授業実践として、音楽（主にポップ・ミュージックの分野における「歌」）を分析したり、
今回も参加された佐藤壮広さんをはじめとする方々とともに、歌詞を作り、パフォーマンスを行う
ワークショップなどを学会やゼミで実践したりといった試みを行っている（2019年度日本平和学会
ほか）。

いうまでもなく、こうした授業実践の紹介は、「自分の授業はこれだけ素晴らしい」といった「授
業陶酔」的見解を表明するためになされたものではない。試行錯誤しながら取り組んできたその実
践が果してこれでいいのかを多くの方々に「点検」していただき、少しでも形式・内容を改善する
ために、読者・参加者のみなさんのご教示・ご批判を仰ぐことが目的であり、本稿もその例外では
ない。

その一方で、こうした授業を通して常に筆者の念頭にあったのは、授業を行う（と同時にその「中」
にともに参加する）ことと、自らの研究活動との関係である。筆者の具体的な専門分野は国際文化
交流、グローバル文化交流という分野であり、これらの分野は近年の筆者の議論で用いる言葉でい
えば、「交流」により相互が変わり、相互への認識が変わり、自分に対する認識もまた変わってい
くという「未知との出会い」を考察の焦点に置いている。授業という現場もまた、学生、教員、ゲ
ストといったさまざまな人間同士が出会い、また参加者が使用する文献や映像・音楽などの資料に
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出会うという意味では「未知との出会い」の連続である。別の分野を専門にしている場合にどこま
であてはまるかは不明であるが、筆者の場合、その「出会い」から見て取ったことが比較的直裁に
研究対象への考察に反映するし、同じく「出会い」についてある研究対象に関して考察したことも
また、授業におけるさまざまな「出会い」に反映されることになる。

こうした相互作用の構図については、かつて「芝崎ゼミと芝崎論文」と題して、2007年から2016

年ごろまでの変化をたどったことがある（本論集第17・18合併号収録）。本稿が扱う授業の試みも
また、そうした構図の中で、オンラインで実践されることになった。「教師は教えると同時に教え
られる」という現象は恒常的に観察されるものであるが、それが今回の場合どのように起きたのか
を考えることも、本稿の目的である。

本稿の構成は以下の通りである。「１」において、当該授業に至る経緯を述べる。「２」において、
授業の形式を説明し、「３」では授業の内容に関して考察する。「４」には参加者の「寄せ書き」を
収録し、「おわりに」において総括を施す。

１　経緯

本科目「グローバル・リレーションズ論」では通常、修士課程１年生向けに、アカデミックな日
本語に慣れてもらうことを目的としてテキストを選定し、輪読をベースにレジュメ作成、音読、デ
ィスカッションなどいくつかの手段を用いて、演習に近い形式の授業を行ってきた。「グローバル・
リレーションズ論」という名称は、筆者が従前より模索している「国際関係」から「グローバル関
係」へという認識論的なパラダイム・シフトを、本研究科および本学部のアイデンティティである

「グローバル・メディア・スタディーズ」という枠組との関連で探求することを目指して用いてきた。
これまでに用いてきたテキストは、初瀬龍平、野田岳人編『日本で学ぶ国際関係論』（法律文化社、
2007年）、北村厚『教養のグローバル・ヒストリー』（ミネルヴァ書房、2018年）、初瀬龍平、松田
哲編『人間存在の国際関係論』（法政大学出版局、2015年）、山下範久編著『教養としての世界史の
学び方』（東洋経済新報社、2019年）などであった。

今年度に近い形式で行った授業としては、2014年度の試みがあった。当該年度では、『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）に収録する予定の論文の刊行当時
の版を中心に取り上げ、レジュメを作成してもらうと同時に、３グループほどに分かれて内容につ
いて報告し、黒板を使って感想・疑問点を班ごとにまとめ、さらにその論文の「目標規定文」（木
下是雄『レポートの組み立て方』ちくま学芸文庫、1994年参照）を作成し、全員で講評する形式を
とった。大学院生のほか、ゼミの学部生、さらに今回も参加してくださった中山永基さんや西野文
子さんも参加された。

2014年度の場合は、これから本にするために手を入れつつあった原稿を読むという、いわば出
版の「入り口」にあたる段階での演習であった。2020年度は、すでに本（『国際文化交流と近現代
日本　グローバル文化交流研究のために』有信堂高文社、2020年）が完成したあとに、同書と関連
する仕事を題材に演習を行ったことになる。どちらにも共通するのは、論文がどう書かれるか、学
術書がどのように完成までに導かれていくかをともに追体験・再体験するという目論見である。す
なわち、あるアカデミックな仕事がどのように構想され、執筆され、書籍となっていくのかを著者
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とともに振り返ることによって、学問とはどういうものなのかを、あくまで一著者の個別な事例で
はあるにせよ知ってもらいたいという狙いであった。

筆者が論文を書き、それらを本にするということは、世界中で無数に行われている学術的営為の
１つにすぎず、その最良の事例でもなければ典型的な事例でもない。そのことを踏まえた上で、こ
の事例から何かを学んでもらえることがあれば幸いと考えたわけである。個人的には、単純な誤字
脱字を含め、意味の通りづらい表現など、出版前にせよ出版後にせよその仕事をよりよくするため
のヒントを得る機会でもあった。しかしあくまで主眼は、学問の現場に共に立ち、舞台裏や楽屋裏
をある程度オープンにしてみせることで、そこからお互いに何かを学び合う機会としたいというこ
とにあった。

2020年度の場合、緊急事態宣言下での５月からの開講ということもあり、テキストの選定につい
てもいくつかの選択肢があったが、６年ぶりに自著をとりあげるパターンを選ぶこととした。そこ
には「本を出したからとりあげたい」という単純に利己的な動機も含まれていたことは否めないが、
2014年度のような形式がお互いに資することが多かった経験からも、意義ある試みと考えた次第で
ある。

当初は、正式な受講生である大学院生のみで行う予定であったが、前回も学部生・ゲストの参加
があったことから、ゼミ生はもちろん、中山さん、西野さんをはじめとする方々にお声をかけたと
ころ、意外にも多くの方から参加希望があった。加えて、論文ごとに関連する研究をされている研
究者のみなさん、さらに秋尾晃正さんをはじめとする「研究対象」となった方々にもお声がけした
ところ、参加していただけることになり、特に後半はほぼ毎回ゲストが数多く参加することが常態
となった。

最終的には、正規の受講生として大学院生７名に、大学院生２名、学部生３名、定期的に参加さ
れたゲストの方々６名、その都度参加された（一部の方は複数回参加）が19名、合計37名のみなさ
んが参加することになった。参加してくださった皆様には心から感謝申し上げる次第である。
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グローバル・リレーションズ論

回数 日付
文献　『近現代日本と国際文化交流　グローバル文化交流研究のために』
有信堂高文社、2020年。

1 2020/5/9 ガイダンス・ウォーミングアップ（『国際関係の思想史』序章）

2 2020/5/16 第２章

3 2020/5/23 論文１（時政学論文＠時政学本）

4 2020/5/30 第４章

5 2020/6/6 第５章＋特別ゲスト（秋尾晃正・池田誠）

6 2020/6/13 第６章＋特別ゲスト（秋尾晃正）

7 2020/6/20 論文２（ボブ・ディラン論）＋特別ゲスト（佐藤壮広・宮入恭平・柳原伸洋）

8 2020/6/27 第７章＋特別ゲスト（北代美和子・南條惠津子・長沼美香子）

9 2020/7/4 第８章（田中耕太郎＆朝永三十郎）＋特別ゲスト（伊藤貴雄・川口雄一）

10 2020/7/11
第３章（日米学生会議）＋特別ゲスト（渡辺かよ子・中村信之・山本尚史・
井上浩子）

11 2020/7/18 第１章・あとがき

12 2020/7/25
論文３（国際政治200号論文）＋特別ゲスト（酒井啓子・空井護・西村邦行・
西海洋志・葛谷彩）

図１　グローバル・リレーションズ論スケジュール（敬称略、順不同）

２　形式

完全オンラインの授業は初めての経験であった。かねてより、ゲストのお一人でもあった柳原伸
洋さんから、ご自身の創意工夫に富む授業実践についてお話を伺っていたものの、実際に自分で行
う際には数多くの試行錯誤が必要であり、それは現在に至るまで同様である。

基本的には、学部・大学院の演習形式の授業でこれまでに採用してきた、（１）全員集まっての
諸連絡・全体的な議論や報告（２）班ごとに分かれてのディスカッションとラップアップ（３）ラ
ップアップをもとにした講評やさらなるディスカッション、（４）総括という流れをMeet上で可能
な限り再現することを方針とした。概略は以下の通りである。

【１】	各授業日に「大部屋」と複数の「小部屋」を設定し、参加者を招待する。

【２】	授業開始時に、参加者全員が「大部屋」に集合し、授業に関する諸連絡、その日の教材に関

するイントロダクション、新規参加者の自己紹介などを行う。

【３】	複数の小部屋に分かれる。その際は、（１）正規受講生である修士課程１年生と大学院生（２）

定例参加者（３）学部生（４）ゲスト参加者の人数配分が均等になるように可能な限り配慮する。
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メンバーの組み合わせはできる限り前回と重複しないように毎回調整する。

【４】	各小部屋では、正規受講生と有志が作成したレジュメをクラウド上で共有してそれらを参考

にしながら、正規受講生が内容について報告する。

【５】	報告が終わり次第、定例参加者がモデレーターとなって、ディスカッションを開始する。デ

ィスカッションの暫定的な終了時間はあらかじめ共有しておく。ディスカッションの内容は

Google	Document上に置いた「ディスカッションシート」にリアルタイムで記録し、各自

Documentにアクセスするなり、Meet上で画面共有するなりして、全員がそれを共有可能な

状態とする。

【６】	筆者は、すべての小部屋に同時に入室し議論を聞き、ディスカッションシートも見ながら、

各部屋に対して、時間の延長、時間の終了といったタイムキーピングの指示、各部屋で出た

発言に関連したコメントを、チャット機能を使って投稿する。途中から参加した参加者の誘

導や、人数調整のための部屋の移動などといったことも指示する。

【７】	全員が「大部屋」に再集合し、ディスカッションシートを画面共有しながら講評し、関連す

るディスカッションを行い、来週の内容について連絡し、終了。

対面での演習形式の授業の場合は、同じ空間に存在し、最初はグループごとに報告を行い、その
あと黒板またはホワイトボードを３、４分割して、それぞれの分割された所に各班が集まって議論
を重ねながら手書きで議論の内容をまとめていくことになる。筆者はそれを一望しながら、各班に
アドバイスしていく形をとってきた。グループディスカッションをオンライン上で行う場合、例え
ばzoomの場合は「ブレイクアウトルーム」機能があり、Meetではこの時点では同機能は利用でき
なかったが、昨秋以降実装された。ただし、「ブレイクアウトルーム」の場合は、基本的にはすべ
ての部屋に同時に

0 0 0

入室できないため、「すべての部屋を同時に視聴して、一斉に、また個別に適切
なタイミングでコメントする」ということが、筆者の知る限りでは困難である（もし可能であると
すればそれは筆者の調査不足であり、ご教示願いたい）。そのため、同機能が当該科目開講期間中
に仮にMeetで使えたとしても使用しなかったであろう。

以上のような事情から「ブレイクアウトルーム」を利用しなかったのであるが、それは同時に、
常に複数のミーティングを設定し、複数のミーティングにすべての参加者を招待し、参加者自身に
入室と退室を繰り返してもらう必要があることを意味した。オンライン会議の操作に不慣れな方に
とってはその点で不便であったことは否めない。またそのさいのトラブルシューティングに対処す
るためのノウハウに筆者自身が習熟していなかったため、実際に数十分にわたって入室が困難とな
ったり、定期的に参加していた方でもその回に限って参加が困難となったりするような場合もあっ
た。オンライン授業にはつきものであるにせよ、できる限りそうした事態を回避し、発生した場合
もダメージを最小限に留める努力がもっと必要であった点を反省している。
【１】～【７】のような形式はオンライン授業では珍しいものではない。よりストレスがかから
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ず快適なオンライン授業環境を作る余地は大いに残されていたにもかかわらず、筆者が必要だと考
えていた環境（そもそも、それが授業形態としてどの程度一般的に「望ましい」かどうかは筆者自
身なんとも言えない）を最低限度なんとか実現しようとしたという以上のものではない。

その一方で、他の教員の方々の試みを側聞する限りでは、あえて今回の形式に特徴があるとすれ
ばそれは【６】の部分のようである。同時に複数の部屋の議論を聞き、議論の流れをDocumentで
確認しながら、ある応答に対してあるコメントやリンクをチャットにリアルタイムで書き込んで行
く作業は、どこの班で誰が発言しているかを確認する難しさもあり、当初はとまどいもあったもの
の、その時にはこれ以外に対面での演習に近い形での授業を行う手段は存在しなかったため、毎回
取り組むことになった。

チャットにおいてはすでに触れたように、（１）すべての部屋に共通するコメント（「あと５分」
「15時50分までにします」「大部屋に戻ってください」）と、（２）各部屋に対するコメントを行った。
前者はコピー＆ペーストで各部屋に貼り付けていくことで、ほぼ同時に指示だしが可能であるが、
後者の場合（「・・・さんのAがBであるというコメント、Cということなのではないでしょうか」「・・・
さんの指摘は筆者としては一番耳が痛いですね」「そこなんですよ・・・さん！」「それについては
ここのリンクを・・・」など）は、たまたまその部屋のタブを開いていた場合には即座に答えられ
るが、他の部屋の場合だとタイムラグが生じるし、またあの部屋でさっき言っていたあのことへコ
メントしようとなった場合には、話がすでに先に進んでしまっていることで「場違い」になってし
まうこともままあった。ディスカッションシートによって議論の進行状況が把握できることが助け
になることも多かった。

当初は90分のうち、前後５分は諸連絡とまとめに割くとして、35－40分の報告と討論を２セッ
ト行うことを考えていた。１本の論文を２つにわけて、セッション１では10分報告、15分議論、「大
部屋」で10分講評といった見通しである｡ しかし報告と議論は思った以上に盛んになり､ 15分で
は短すぎることが当初からわかったため､ 結局最初の５－10分でガイダンス、50から60分程度グ
ループでの報告とディスカッション、最後に10－15分程度で講評という形式が常態となった。後半
にゲストが大幅に増えて以降は、時間を延長することもあった。それだけ議論の熱量が高く、全員
が熱心に議論を重ねた結果とはいえ、申し訳ないことであった。

３　内容

内容面の特徴は以下の通りである。第一に、論文の執筆者自身が参加し、読者とともにそれぞれ
の論文について考えたこと。第二に、論文の研究対象その人自身（今回では秋尾さん、池田さん）
ないしは研究対象そのものを直接よく知る方々（今回では北代さん、南條さん、長沼さん、あるい
は同じ日米学生会議を研究している渡辺さん、中村さん）が参加したこと。第三に、いわば同業者、
すなわち同じ研究対象を扱っているわけではないが、オーバーラップする研究分野に従事している
方々（多くのゲストのみなさん）が参加したこと、である。

第一の点に関しては、活字を追うだけではわからない部分、すなわちどういうつもりで書いたの
か、どういう風に書いていったのか、書き手としてその論文の強みと弱みはどこで、それはなぜ生
じていると考えているかをできるかぎり「あけすけ」に開陳するように努めた。多くの読み手が経
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験することであるが、著作を読んだだけで思っていたイメージと、その書き手に直接（といっても
今回はオンラインであるが）接することで見えてくる実像は、多くの場合かなり異なるものである。
その差分を見出すことが、その論文を活字の上で単に理解すること以上に、参加者のみなさんに学
問とは何なのか、論文とは何なのかを考えてもらう上で有効であり、受講生が将来修士論文を書く
際にも益することがあるのではないかと考えた次第である。もちろん、読み手から、本人が気付か
なかった「弱み」や「強み」を数多く指摘していただくことが常であった。そして「学問とは何か」

「論文とは何か」「この論文は何なのか」といった問いはすべて、執筆者自身にも突きつけられるこ
とになった。

そのような意味では、活字だけでは見えてこなかった部分を書き手の介入により気付かされる読
み手と、自分では見えていなかった部分を読み手の介入により気付かされる書き手との間の相互作
用が存在したといえるかもしれない。

総じて言えば、いわゆる「逆工場」ではないが、研究の現場に逆行し、それが生まれ、書き上が
っていくプロセスに擬似的にではあれ共に立ち合うという試みを含んでいた授業であった。そして
その際に、（１）個々の読み手が当日までに作り上げてきた読み（２）ディスカッションによって
その読みを共有し交換し合うことで作られる班としての読み（３）小部屋単位で、そして大部屋単
位で班ごとおよび全員との間で共有される筆者としての読みないし応答という重層的な読みが交錯
する場であった。

冒頭で2014年度の当該科目に関して説明した際にすでにふれたが、立川談志流に言えばその論文
のできあがり方を一度「分解」して「ぶっこわしてみせる」ということである。「ぶっこわす」ことは、
ある種もっともらしく、いわば「神の視点」を装って、いかにも完成品であり客観的であるかのよ
うな「格好」をつけた論文を書いた自分が、結局煎じ詰めると要するに何を考えていただけなのかを、
何が見えていなかったのか、何がわかっていなかったのかを、参加者のみなさんとのやりとりを通
して思い知ることでもあった。何が・どこまで解明されたのかを知ろうとすることは、何が・どこ
まで解明されなかったのかを知ることに他ならない。そのされた／されない境界線に、筆者と読み
手が共に立ってみようとしたのである。そのような観点から自著を取り上げることが、本稿の主題
である「メティエとペダゴギーの往還錬成」と言いうるような体験を生み出したように考えられる。

第二、第三の点は、著者と読み手の相互解放という現象が逆に閉じてしまう、「研究対象はどう
思っているのか」「同じ、ないしは類似の研究対象を扱う同業者はどう思っているのか」という視
点がその場に付与されたことを意味する。というのも、参加者の多くはそれほど直接的には当該分
野の専門としているわけではなく、そもそも学術論文を分析的に読むということ自体にそれほど熟
達しているわけではない場合もあるため、いくら「ぶっこわす」ことをしても、テキストと筆者に
よる「分解」を場合によっては絶対化し、逆に視野狭窄に陥る可能性が高まるためである。

たとえば日米学生会議に関する論文の初出は1999年であり、それ以降の研究動向、この他の諸
研究を抜きにして当該論文だけで日米学生会議が「わかった」ことになってしまうことは健全では
ない。筆者より以前から取り組んでこられた渡辺さん、筆者よりはるかに深く広い範囲で研究され
ている中村さん、そして同分野を研究され早くから筆者の仕事をご存じの山本さん、専門分野は異
なるものの国際文化学という観点での同業者である井上さんからの指摘があることで、論文の前後
左右に存在する、研究の拡がり・繋がり・関連性が浮き上がってきた。
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ボブ・ディラン論は比較的最近執筆したものであるが、筆者とは比較にならないほど音楽に通暁
し、数多くの研究業績をお持ちで同時にミュージシャンでもある佐藤さん、宮入さんの参加がある
ことで、数多く存在しうる音楽の社会科学・人文学的研究の中で当該論文がどのような位置を占め
るのかが初めて明らかになっていった。柳原さんのご参加によって、当該論文が掲載された特集号
の編集委員という立場からどう見えたのか、学術誌の特集が作られていくプロセスを具体的な例を
通して理解する助けとなった。

田中耕太郎と朝永三十郎を扱った論文もやや以前の初出であり、哲学および哲学史、思想史の専
門家である伊藤さん、川口さんから見た場合にその後の研究との関連においてこうした仕事がどの
ように位置づけられるのかという視点があってはじめて、国際関係論の分野から哲学史・思想史に
越境し接続するという、諸研究の中での当該論文の立ち位置が見えてくることになったと考えられ
る。最終回の論文の場合も同様で、より広義の意味でこうしたディシプリン論に関心をお持ちの酒
井さん、空井さん、西村さん、西海さん、葛谷さんから、筆者とは違った視点から見た場合にどう
捉えられるのが非常に鮮明になることで、ある学術論文の議論の周辺には多種多様な無数のオルタ
ーナティブがあり得ることを知ることができ、その論文が持つ数多くの限界を見て取る助けとなっ
た。いわば、ある研究がその背景ないし周辺に、あるいは時間的に前後する時期において属してい
る立体的な厚みそれ自体を垣間見る機会となったように考えられる。

秋尾さん、池田さんが参加された回は、「研究対象自身」がどう思っているかを知り、また筆者
が分析「したことにしてある」研究対象自身が、その分析に収まらないような深く広い拡がりをい
かに持っているかを示した回として、印象に残っている参加者が多いようである。書き手と読み手
と研究対象が一堂に会して議論し合うという試みは以前、第６章のカタリスト論に関して伊藤憲宏
さんを授業に迎えた際や第５章の箱根会議に関してに類似の試みをしたことがあったが、読み手に
とって、またこれから論文を書こうとする大学院生にとっては貴重な機会となったように見受けら
れる。秋尾さん、池田さんが在日留学生の国際交流に携わってこられたこともあって、中国からの
留学生のみなさんがお二人の貢献に対してお礼の言葉を述べていたことが強く印象に残っている。

すでに亡くなられた柳父章を扱った章では、翻訳・通訳をご専門とされ、ご研究され、直接柳父
さんをよく知るみなさんからお話を伺うことで、間接的にしか柳父さんに接したことのない筆者が

「分析したつもり」でいながら取りこぼしてしまっている柳父さんの射程の広さや深さが浮かび上
がる機会となった。また、特に学生のみなさんは関心がありながらもなかなか直接知ることができ
ない翻訳・通訳というお仕事やご研究からの論点提供によって、ディラン論・朝永＆田中論と同様
に学際的な拡がりや繋がりを強く感得できる回であった。

最後に、上記第二、第三と重なる部分もあるが、定例参加者のみなさんは、専門分野が重複する
方（高光さん、湯浅さん、大山さん）、編集者として筆者の書き物におつき合いいただいた経験を
持つ方（中山さん）、「専門外」ではあるものの筆者の仕事に長年関心を持ってくださっている方（西
野さん、宇多さん）といった多種多様な経路から参加されるだけでなく、相対的に年長者であるこ
とから各班の議論の運びをモニターしていただくことで、こうした輻輳する重層性や多様性を活か
した議論の場を支える役割を果たされた。
「寄せ書き」で触れられているように、大した打ち合わせもないままモデレーターを成り行き任

せでお願いしてしまったにもかかわらず、快く引き受けられ毎回心を砕かれたみなさんに最後まで
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頼り切りになってしまったのは申し訳ないことであった。こうして振り返ってみると、定例参加者
のみなさんなしにはこの形式と内容での授業は成立し得なかったことを改めて深く思い知ってい
る。改めて深甚なる謝意を表したい。学部生・大学院生の参加者のみなさんも、あるいはゼミで、
またあるいは論文指導で筆者と接したことがあるという意味での「経験者」たちとして、ディスカ
ッションに大きく貢献してくれた。

正規の受講生である今回の修士課程１年生は全員中国からの留学生であり、多くは最終的には日
本語で修士論文を執筆し、口頭試問まで含めてほとんどの場合は日本語で指導を受けることになる。
その際に、ネイティブ・ランゲージと異なる使用言語を用いて留学する場合の通例に漏れず、日本
語でレジュメを作成・報告し、アカデミックな議論を日本語で行う場合にどのようなことに留意し
なければならないのかをある程度修得することが常に課題となる。教員１名と留学生だけでなく、
多種多様な参加者と毎週新たに「出会い」ながら日本語で報告し、多種多様な視点から日本語での
議論や応答を集中的に経験する機会となったという意味では、単にアカデミックな論文を読みこな
し、スキルを身につけるという以上の効果があったようにも思われる。

４　寄せ書き

以下、定例参加者のみなさん、ゲストのみなさんの寄せ書きである（順不同）。

【定期参加者のみなさんより】

芝崎ゼミは「分からない」

中山永基（岩波書店）

新書という「読みやすさ」を売りにした本を編集していると、よく情報を間引くことがある。議
論が細部に入り込みすぎると、飛び交う情報に付いていけず読者が迷子になってしまう可能性があ
るからだ。読者に提供する情報は厳選する。なので、ときには原稿を編集する過程で、いくらかの
文章をトルことになる（「トル」とは、校正用語で「削除する」ことを指す）。このマイナーなエピ
ソードが、この無名の固有名詞がなくても、本質はきっと変わらない……。

とはいえ、「トル」というのはなんと残酷な行為だろう。それは、著者なる存在を突き動かして
でもなんとか生き延びようとあがく何物かに、とどめを刺そうとするかのようだ。それも赤ペンで
線を引くという簡単な動作ひとつで。

――などと変なことを思ってしまったのは、見開き（152-153頁）にずらっと並んだ顔写真がど
うにも頭から離れなかったからだ。「顔」の中にはビッグネームもいるのだろう。知る人ぞ知ると
いう存在もいるかもしれない。それゆえ研究における資料的価値があるのだろう。とはいえ、そこ
に写っているほとんどの人には言及がないのだから、こんなにもたくさんの「顔」を見せる必要が
どこまであるのか分からない。正直、本の作りとしてはちょっと変わっている気がしなくもない。
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ただ、どこか牧歌的な親密さをたたえた「顔」たちをじっと眺めていると――この章に収録され
ている他の写真もそうだが――彼ら彼女らの国際文化交流にかける熱意がピュアな雰囲気を醸し出
しつつ伝わってくるようだ。一人ひとりの紹介を読み、そのバックボーンを想像すると、いつのま
にか、この「顔」をトルことはできないな、と考えるようになってしまう。この一つひとつの固有
名詞が生み出す磁場に、むしろ入り込んでいきたくなる。むしろ、そこにしか本質はないような気
さえする。
『国際文化交流と近現代日本』は、つかみどころのない本だ。対象が多様で、理論も実証もある。

なので、研究書としての本書の射程を理解することは私の力の及ぶところではない。とはいえ、研
究者としての著者の姿勢はむしろ強烈に伝わってくる一冊だった。

この本の著者は、新しい何かが生まれる瞬間から目が離せないでいる。しかし、関心の先は、生
まれてくる何かというより、生まれるまでのプロセスだ。たとえば伊藤憲宏にせよ柳父章にせよ、
思考の到達点というよりも、彼らを突き動かす基本的な視座が重視される。著者自身も、一足飛び
に「オルター国民国家」を描くのではなく、なぜそのような思考が必要とされるのか、なぜ既存の
枠組みではダメなのか……と、そこへたどり着くまでの過程を繊細に論じる。未知と出会うために
こそ、既知の枠組みの隅々を精査する著者のスタイルは、「知っている」「分かっている」つもりだ
ったことの中に、「知らないこと」「分からないこと」を見出さずにはいられない。

そう考えれば、ゼミ参加者が口々に「分からない」と言っていたことは、本が読めていないから
ではなく、読めていたからこその感想なのかもしれない。迷子になったからこそ、未知との出会い
を果たせたのだろう。

そして、それぞれの未知＝「分からない」何物かを抱えた者同士が出会う場として、ゼミはあっ
た。「分からない」のだから、なかなか言葉にはならない。ゼミに参加する相手は「未知」だから、
ナアナアのコミュニケーションで済ますこともできない。それゆえ、皆が自分の頭に浮かぶクエス
チョンマークをうまく表現しようと、しっくりくる言葉を必死になって探していた。

拙い言葉をおそるおそるGoogle Meetの小部屋に放り投げてみると、どこからかバトンをつなぐ
ような声が返ってくる。「分からない」のだから、自信に満ち溢れた声ではない。学部生も、大学
院の留学生も、自分のクエスチョンマークを氷解させてくれる答えを他の人が持ってなどいないこ
とは百も承知だったのだろう。だからこそ、自分のルーツや普段からの関心事を武器に「分からな
い」に挑もうとしていた。研究者ではない人間にとって、それは学問との真摯な向き合い方の一つ
なのだろうと思う。そして、その「声」には静かな熱意がこもっていたように私は感じた。
「未知」な人たちが集まるゼミという不思議な場は、この「声」によって維持されていたのでは

ないか。実際、学部生、留学生、研究者、社会人と立場がそれぞれ異なる人たちが集まれば、「分
からない」にも多様な形があった。この多様さが刺激になる。『国際文化交流と近現代日本』が示
していたのは、国際文化交流の場を創りあげてきたのが、「顔」があり「声」のある一人ひとりの
人間だということだった。どうやらこのゼミは、まさに本書の言わんとすることを実践していたよ
うである。

しかし、オンラインゼミの場合、ほとんど「顔」は姿を現さない（自分が話すとき以外にはカメ
ラをオフにする人が多いだろう）。私たちがじっくりと目にした「顔」といえば、ほかならぬ著者
の「顔」だ。今回のゼミは、著者の「顔」をじっくりと眺め、著者の「声」をじっくりと聴くもの
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でもあった。それに、このような手間のかかるゼミ運営を可能にしたのは、なにより著者の「熱意」
に他ならない。

であればこそ、私たちはもっと皆で議論すべきだったのかもしれない。なぜ、著者は本書に登場
するような強烈な個性に魅了されているのか。なぜ、強烈な個性が生み出すどこに到達するのか分
からない思考・運動のプロセスに内在しようとするのか。著者と時間をかけて本を読める場という
のは貴重なものだ。だからこそ、私たちは、芝崎厚士のように芝崎厚士に迫るべきではなかったか
……。

そんな後悔が残っているのは、私が編集者であるせいなのかもしれない。編集者とは本作りのプ
ロセスに魅了されてしまった人種なのだから。

生き方としての学問――芝崎ゼミで感じた理論・事例・実践の結びつき

大山貴稔（九州工業大学）

全12回のグローバル・リレーションズ論のうち、6つの回に参加させていただいた。ご新著『国
際文化交流と近現代日本外交』に所収されたご論考をはじめ、「『ボブ・ディランという音』と平和
学」、「国際関係研究における時間論」、「日本の国際関係研究における『固有の課題』と『共有の方法』」
を教材として参加者の方々と議論を交わす機会に恵まれた。折に触れて拝読してきたご論考をまと
めて再読し、芝崎先生による教育実践の場づくりを垣間見させてもらうなかで、生きる姿勢として
体現された知の体系に接することができた。

ここで触れた知の体系の根幹を成すものとして、「学問」の現状に対する違和感をあげることが
できるだろう。「〇〇学／〇〇論」といった名づけが定着するとともに、一定の概念や作法を共有
したコミュニティが実体化／組織化されるようになると、それらの鋳型に嵌め込むようにして生み
出された「客観的な知識」ばかりが実在と見なされる傾向が目につくようになる。「国際政治学／
国際関係論」もそうした例に漏れず、〈自我・国家・国際関係〉という仮構された枠組みを投影し
ながら「客観的な知識」を積み重ねてきた面があろう。これに対し、それで世界のあり方を「わか
った」ことにしていいのだろうか、と問いかけてきたのが芝崎先生であった。先生が開拓された領
域は多岐にわたっており、〈自我・国家・国際関係〉という枠組みが内包する論理的な脆さを剔抉
するだけにとどまらず、その枠組みでは捨象されがちであったグローバル文化交流を歴史的文脈の
なかに位置づけなおし、さらには新たな枠組みを仮構するための手がかりを分野横断的に模索した
成果まで示されている。今回グローバル・リレーションズ論で取り上げられた教材はこれらの領域
を広く見渡せるものであり、芝崎先生の知的誠実さを目の当たりにできるとともに、学問の本来あ
るべき姿を思い返させるものであった。

視野狭窄に陥りがちな「学問」を脱構築するにあたって、芝崎先生が糸口としてきたのがカント
の「物自体」に類する概念であったように思う。研究対象に応じて「未知との出会い」や「原生時
間」、「原的／根源的」などの言葉が使い分けられているものの、いずれにおいても特定の言葉や認
識によって色づけられる前の実在や経験そのものを想起させる機能を担っており、先行研究や社会
一般に見られる認識の一面性を逆照射するものであった。このような概念を基礎として組み立てら
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れたご論考を読み進めると、読者側では「自分はどのように世界と向き合ってきたか」と自省の念
が生じてくる。それはカール・クラウスの言う「言葉を選び取る責任」を彷彿とさせるものであり（古
田徹也『言葉の魂の哲学』講談社、2018年）、氾濫する常套句やお決まりの枠組みに依拠するばか
りでなく、自ら世界と向き合って言葉を選び抜くという創造的実践の重要性を感じさせるものであ
った。そうした芝崎先生のご論考は、狭義の学問的な作法を学び取るための教材という位置づけに
とどまらず、学問を通じた世界との関わり方を示唆する教材として知的衝撃を与えていた。

ここで強調しておきたいのは、芝崎先生が提示したものの見方は決して机上の空論ではないとい
うことである。それも、グローバル文化交流史を跡づけるご研究によって民間の活力を浮き彫りに
されてきただけでなく、教育の場づくりを通して実践的な応用可能性まで示されてきた。このよう
なご姿勢はCOVID-19を受けてのご対応にも表れていた。コロナ禍は多くの大学教員にとって慣れ
親しんだ教育手法を駆使できない苦境となったものの、芝崎先生はオンラインの利点を活かして既
存の枠組みを越え、学問の現場を現前させる手法をグローバル・リレーションズ論のなかで実践さ
れた。この科目には「履修者」である9名の大学院留学生に加えて、3名ほどの芝崎ゼミの「学部生」
と6名の外部者で構成される通称「大人チーム」が継続的に参加しており、さらには各回のテーマ
に応じて当該分野の専門家の方々も「ゲスト」として加わっていた。毎回20名前後の参加者が集ま
っていたものの、それぞれに所属や専門分野、居住地域などが異なるばかりか、ほとんどの参加者
同士が当日に初めて顔を合わせるという関係性にあった。芝崎先生が「カタリスト」となって地理
的制約を越えたグローバル文化交流がオンライン上で生み出され、それは参加者相互にとって「未
知との出会い」と呼びうるものとなっていたと言えるだろう。

この「未知との出会い」を実り多い契機とするために、芝崎先生は随所に工夫を凝らされていた。
そのなかでも特に魅力的に感じたのが、各回のなかで思考を深めていく過程を追体験できる仕組み
となっていたことである。授業の進め方としては、最初に全員が集まる「大部屋」で芝崎先生が教
材の趣旨説明などを行って、そこから6、7名ずつで3つの「小部屋」に分かれて教材をめぐる疑問
点などを論じ合い、最後に全員が「大部屋」に戻ってきて「小部屋」で出たコメントに芝崎先生が
応答するという流れであった。「小部屋」には「履修者」「学部生」「大人チーム」「ゲスト」が回ご
とに均等に配置され、背景が異なるほとんど初対面の方々と互いが持ち合わせた知識や言語を瞬時
に推察しながら論じ合うという知的な底力が鍛えられる場となっていた。他方で、「大部屋」に戻
ってからは別の「小部屋」で繰り広げられた議論を肩の力を抜いて耳にしつつ、自分たちの「小部
屋」で交わされた議論を相対的に捉えなおす機会となっていた。「小部屋」から手厳しいコメント
が出ることがあれば、残された課題を整理していく芝崎先生の手さばきを拝見でき、新たな考察が
創発的に芽生える瞬間を目にするような感覚であった。

芝崎先生はご新著のなかでグローバル文化交流を形づくってきた核となる人物を取り上げなが
ら、それらの先達が示した理論や実践を浮かび上がらせた。そして、先生ご自身もそこに比肩する
ような教育実践をなさっていた。双方に触れてみて感じたのは、グローバル文化交流の核となった
方々には生き方として体現された確たる世界観と熱意が存在したことである。これらの経験を本稿
で文章にまとめる以上、本来ならば一定の形式のなかで書き言葉として適切に表現し尽くすべきで
あろう。しかし、それだけでは十分に汲み取りがたい「未知との出会い」の余韻を執筆後もなお引
きずっている。
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国際関係認識ゼミにおける異種混淆

西野文子（葛飾商業高校）

筆者は2020年度前期にグローバル・メディア研究科の芝崎厚士先生のご著書『国際文化交流と
近現代日本』の検討ゼミに参加した。終わった後で振り返ってみるとこのゼミは異種混淆の度合い
が高いものであった。このゼミは主に中国籍留学生の大学院在籍者が受講するが、今年度はとりわ
けさまざまなゲストが参加しており顔ぶれも多様だった。戦後に日米の草の根の国際交流を創って
きた先達の参加もあり、非常に稀有な体験をさせていただいた。この小論では、課題本を交流の契
機とした異種混淆的なゼミナールの感想を課題本の内容も引用しながら述べさせていただく。

１　はじめに

課題本『国際文化交流と近現代日本　グローバル文化交流のために』（有信堂高文社、2020）（以
下本書、課題本）は「国際文化交流」と「グローバル文化交流」という「文化」の語を含んでいる。
内容は多岐にわたり、参加者の思考が必要とする層も複数にわたった。イズムに陥ることなく事象
そのものを扱おうとするために、既存の概念の妥当性の問い直しからはじめたり、すでに流通して
いる既成概念を整理しパラダイムの転回を図ることもあった。これらの行為はラディカルだったが
学問の攪乱や出口の見えない知的遊戯をねらったものではなく、この世界に重層的に存在するいく
つもの文化への慈しみと、文化を生み出す人間ひとりひとりの根源的な力への信頼を一貫して保ち
ながら行われていたと感じている。

本書は三部八章に分けられている。各章はその時々の筆者の問題設定への解である。そして解で
あると同時に筆者が目指す「グローバル関係」や「オルター国民国家構想」の思想基盤を複数方向
から彫琢している。例えばこの100－150年間に国際関係論がとらわれてきた「主権国家」という
様態、またその「主権国家」同士の「国家間関係」、そして近現代において日本の国際関係研究者
が主に英米の思想を翻訳語によって自国に輸入し構築した「国際関係」の学問主体としての無自覚
さの問い直しである。

各分野の研究者だけでなくとりたてて国際関係論についての学問的蓄積のない市井の市民も含
めた多種多様な参加者が芝崎ゼミに参加して忌憚なく発言できたのは、参加者各人のキャラクター
のありようと主催者や司会者からの適切なチア・アップと助言があったからだが、初回の議論の整
備として以下の課題意識について共有していたことも非常に大きい。すなわち「国際関係」を思想
することは、人々の世界の見え方・考え方の前提を解明することだということ。また「国際関係」
を思想することは、この世界の過去、現在、未来を読み解くすべての営為に通底する課題に取り組
むことだということ。そしてとどまることなく変容していく国際関係の諸現象と国際関係論を導く
拠点として「国際文化論」を思考範囲の中核に据え、文化を崇高な美的客体から「人間の生きる工
夫」として野に降ろし、国際関係研究とともに参加者にひらいたからではないかと考える。
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２　ゼミに参加することで得た感想

半期のゼミに参加することで得た感想はいくつもあるが、最たるものは「いつのまにか異文化交
流になっていた」、「異文化の交流は楽しい」そして「文化の違いはあれど、文化を超える絆も確か
にある」ということである。筆者が得たこれらの感覚は、課題本の第一章・緒論の田中耕太郎が「国
際文化事業」は「政策と離れた真の理解」を生み出す力があると述べた言葉に重なっているように
思う。わたしはオンライン上でみなさんと頭を突き合わせて諸論文に取り組み、ファシリテーター
に導いていただき、芝崎先生の、場をより良い場へと変化させていかれようとする情熱と愛情と技
量に感化された。あの場で抱いたいろいろな思いはこれからの自分の人生に影響していくように思
う。カギ括弧つきの「国際」は自分にとってまだまだ遠い語である。けれども中国から来た留学生
のみなさんの素直かつ率直な言葉は覚えている。課題本に取り組みしゃべり合いながら得たその
時々の感情や共感に国境は関係ないと感じたその「感じ」は理解の入り口だったのではないかと思
う。

３　課題本『国際文化交流と近現代日本』

本書において芝崎先生が取り組んでおられる「国際文化交流」から「グローバル文化交流」への
再構築について、筆者自身のフィールドから文化伝承行為としての「教育」を重ねつつ拝読した。
国際政治研究から教育学に向けられる視線は強くなく、またその角度も限られているように思うが、
逆に教育学は「国家」や「政治」を常に強く意識しており、そのふるまいを見ながら自己規定をし
てきた。本書の語法で言い換えると教育も文化と同様に国家や政治の従属変数として解釈されてき
たと言える。しかし教育は従属変数にとどまらずそこからあふれ出ていく営みである。

1930年代頃から強まった戦時体制の構築は日本の近現代教育では日本教育学（表記に問題は含
むが「日本教育学」の呼称を用いる）として構想され、歴史的主体の形成をするべく多くの施策が
うたれた。のちに国民的自覚論として応用解釈されていく西田幾多郎の主体の自覚論は、のちに社
会的かつ歴史的な実践を組み込んだ「作られたものから作るものへ」というテーゼに結実して後人
に参照されるようになる。主体的な実践個人の形成、主体的国民の形成を喫緊の問題として「自覚
的主体的に戦争を遂行して総力戦体制を支える国民形成の原理への途をも開いた。」（矢野・2020）

日本教育学が拠って立つのは近代日本の哲学思想、西田幾多郎と田邊元を中心に三木清、木村素
衛、高坂正顕、篠原助市ら京都学派の中の哲学者、美学者、教育学者たちである。戦後の各人の反
省は明確には行われず、ある時点で人間形成論の一時代を築いた京都学派の教育学・教育思想は継
承されずに途絶した（矢野・2020）。

従属変数論的に解釈される「国際文化交流」に、これもまた従属変数的に読み取られる「教育」
からの架橋を構想する困難は非常に大きいが、考えるならば200号論文（「国際関係研究における時
間論」）でなされたように「教育」にも時間論的転回の強い自覚が必要である。つまり「人間にと
って時間とは何か」、「科学にとって時間とは何か」、「社会にとって時間とは何か」を考えることの
なかに「教育」をジェネレイショナル・サイクル（generational cycle）として呼び戻す必要がある。
ジェネレイショナル・サイクルは発達心理学者E.H.エリクソンが晩年に述べた概念で、過去の遺産
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を継承しつつ他面で新たに作り出す二動因を含んでいる。ライフサイクルの〈それ自身完結しよう
とする〉傾向と、個人が世代連鎖の一環を作ろうとする傾向、そのライフサイクルの二傾向のうち
の一つである「世代の連鎖」を強調した語である。教育人間学の研究分野に西平直のライフサイク
ル研究がある（西平・2019）。

国際関係研究課題本や前著『国際関係の思想史』、またゼミで読ませていただいた芝崎先生の論
文には「より良い」と言う言葉が出てくる。国際関係論、国際関係思想、国際文化交流からグロー
バル文化交流を考えていこうとするときに、この「より良さ」の倫理性と時間の取りあつかい方に
光を見る思いがした。教育学では常識的に前提される倫理性だが、国際関係の論文で倫理性が明確
に前提されることはどのくらいだろうか。国際関係研究をグローバル関係研究に変容させていかれ
ようとするなかで、本書では「感染」「体験」というキーワードを用いて「文化要素と人間の出会
いの場」、「人間と人間の出会いの場」、「未知」と「未知」との出会いの本質を書き出しておられた。
筆者としては芝崎先生が国際文化交流論の文脈で用いられる感染と体験の様相は教育人間学が常に
課題の一つとして立ち戻る発達思想と超越の関係性において深くつながり合うように思う。また本
文では触れられないが超越的視点は教育人間学においてスピリチュアリティの問題につながる。そ
して芝崎先生が思考の源流としてたびたび引用される真木悠介の「根を持つことと翼をもつこと」

「不変としての土着」、大森荘蔵の述べる人間の原的な時間体験である「原生的時間」からもその思
想群の親族関係を学問的方法の系譜を汲み取りなおしながら考えられるように思う。

本書に戻ると第六章のカタリスト論や第七章の柳父章論は時間論的思考が色濃い。また第三章
「戦前期の日米学生会議」と、インタビューや散逸資料の集積整理に拠ってまとめ上げられたフィ
ールドワークである第四章「秋尾晃正と北海道国際交流センター」、第五章「箱根会議研究」は生
起した場を時間軸を柱として編集するという手法をとっておられたご研究であった。また第八章、
大正期から戦後にかけて「入国民国家」の思想を構想した田中耕太郎は京都学派との協同も見られ
る。

プラトンやアリストテレスがポリス的社会を目指した時代には教育学は政治学の従属変数だっ
た。しかしオルター国民国家とグローバル関係研究が現実的かつ実践的な思考対象となってきてい
る時代には教育学（特に教育人間学）はそのディシプリン不在、学問作法の脆弱性はあれ芝崎先生
が本書で示された国際文化交流研究における知見と協同しながら国際政治学やグローバル関係論に
寄与できるのではないかと考える。
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オンライン版芝崎ゼミに参加してみて

湯浅拓也（流通経済大学）

今回、芝崎先生にお声かけいただき、初めて先生のゼミに参加させていただいた。コロナ禍の中
で行われたゼミでの「体験」を踏まえつつ、取り上げられた題材やオンラインツールを用いた議論
について振り返ってみたい。

ゼミが始まった4月末は、都内を中心にコロナウイルスの感染が広がり、非常事態宣言が発令
されていた。大学では大慌てでオンライン授業への切り替えが進められ、教える側も学ぶ側も手
探りの状態で授業が開始された。また、日々の生活では、「ソーシャル・ディスタンス」（social 

distancing）や「新たな生活様式」が呼びかけられ、ほとんどの時間を自宅で過ごすようになった。
そのため、図書館での資料収集など今までのように研究活動も行うことができなくなり、身の回り
のことから研究に至るまで、今まで当たり前であったものを考えさせられる日々が続いていた。

こうした状況下で参加させていただいた芝崎ゼミで扱われた教科書は、この春に出版された『国
際文化交流と近現代日本』であった。芝崎先生のこれまでの研究がまとめられた本書では、日米学
生会議、北海道国際交流センター、箱根会議などを対象とした国際文化交流に関する実証的研究だ
けでなく、翻訳論、脱国民国家論など国際文化交流の前提となっている事象や思想をも分析対象と
して取り上げられており、国際関係論のディシプリンまでも問い直すという大きな問題関心を持っ
た著作であった。本書の輪読を通して、これまで所与のものとして与えられてきた文化交流や国際
関係の捉え方についても、芝崎先生の問いかけやコメントをヒントとして、さまざまな視点から考
えを深めることができた。

私にとって、最も印象的であった題材は、北海道国際交流センターと箱根会議であった。もちろ
ん民間による国際交流の取り組みやそれを支えている人々の問題意識に関する議論は、とても興味
深いものであったが、何よりも芝崎先生が研究対象とされてきた秋尾晃正さんがオンラインでゼミ
にご参加され、論文からは読み取ることができないお話を伺うことができたことが大きかった。秋
尾さんには、ゼミのグループワークにも参加していただき、秋尾さんがどのような問題意識を持ち、
またどのような「想い」を抱いて国際交流活動に参加されていたかという点についてお話いただい
た。学生からの率直なコメントに対しては、秋尾さんらしく民間が実施する国際交流の意義を力強
く説明されていた。こうした秋尾さんの姿から、私たちは論文を読んでいるだけではわからない「空
気感」に触れるという「体験」を得ることができた。

オンライン授業は、ネガティブ面ばかりが注目されるが、実際にオンラインで実施されるゼミ参
加してみると、ポジティブな面もあり、さまざまな可能性があるように感じられた。オンラインで
の授業実施は、参加者同士のコミュニケーションが円滑に行うことができないといった問題点が指
摘されることも多いが、芝崎ゼミのように、「大部屋」（導入、背景説明、まとめ）での議論と複数
の「小部屋」（参加者によるコメントの共有）でのグループワークを組み合わせるなどの工夫を加
えることで、このネガティブな側面は克服できることを実感することができた。それどころか、オ
ンラインで実施することで、教室内に限定されず、さまざまゲストの方が参加することが容易とな
り、また実際に足を伸ばして、直接出向かなければ、話を聞くことができない方と交流することが



Journal of Global Media Studies   Vol. 28

―  18  ―

　P.18　　［念校］　Journal of Global Media Studies   Vol. 28

可能となった。対面授業が当たり前のものとして捉えられてきたが、大学での学びや研究における
「体験」という点を重視すれば、オンライン授業はさまざまな可能性を秘めていると考えることも
できるのではないだろうか。

このように考えれば、芝崎ゼミのように、国際関係論の中でも、文化交流といった「人物ありき」
の社会現象を扱うゼミでは、対面授業に限定するのではなく、取り扱う題材、ゲストスピーカー有
無、視聴覚資料の参照方法などにあわせて対面授業とオンライン授業を柔軟に組み合わせることで、
より効果的に学ぶことができるのではないだろうか。実際に、足を運び、話したり、見たり、触れ
たりする直接的「体験」が重要であることに変わりはないが、オンライン授業の中でも十分に「体
験」することは可能であると考えられる。こうした「体験」を踏まえて、文献と向かい合うことで
の発見も多い。コロナウイルスの影響が長引き、大学においても閉塞感が漂っているが、当たり前
のものを再検討することで、一歩前に踏み出せるのではないだろうか。

今回のオンライン版芝崎ゼミに参加させていただき、国際文化交流についての最先端の研究に触
れることができたことも大きな収穫であるが、学びや研究の本質についても考える機会が多かった。
コロナウイルスの影響で、さまざまな制約がある中でも、貴重な学びの場を提供してくださった芝
崎先生にお礼を申し上げたい。

芝崎ゼミ「グローバル・リレーションズ論」に参加して　　　

宇多仁美（和光大学大学院）

講義全体の気づきについて

講義そのものが国際交流そのものであった。それは、多種多様なバックグラウンドを持つ参加者
が講義の中でコミュニケーションをとるという相互行為により生み出されるもの。それが幾度も積
み重なること（講義の回を重ねる）が文化・思想とつながることの過程を講義そのものの中で実践
していたからである。また、論文の登場人物が講義に参加されることにより、その人の現在に至る
までのナラティヴを体感することができた。例えば、国際交流を北海道で展開・組織化し、継続す
るために尽力を尽くされた秋尾さんなど歴史の中に埋もれている人物に焦点をあてる。講義の中で
論文の登場人物などと実際に語り合うことで生々しい体験の力強さを実感し、そこからあぶり出さ
れてくる生きざまと講義の参加者のポリフォニーが重なり、それがナラティヴとして参加者の文化・
思想へと紡がれていくという気づきがあった。
「国際関係論」という枠組みの中で個々の研究がなされている一方で「国際関係論」という包括

的な意味の問いや、文化・思想という視点での「国際関係論」という抽象的な概念は、平和論にも
あてはまる。

私は、認知症高齢者の人生の語りから平和観を導くことを修士論文の研究テーマとしており、ゼ
ミに参加させていただいた。修士課程では心理学を専門に学んでいる。今回のゼミの論文に関する
枠組みや専門用語は新たに出会う分野であり、難解な部分も多く、講義のスタイルは初めてであっ
たため、新鮮であった。
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以下については講義に関する私の雑感を述べる。

まず、講義に関する参加者の紹介や論文の概要説明がある。次に参加者が語りあう、ブレイクア
ウトセッションに移行する。ブレイクアウトセッションには十分な時間が配分されており、論文に
ついて語りあい、それを全体で共有し、再度語りあう。そこには、語りあえる環境として三つの枠
組みが存在していた。一つは「自分が感じたことを伝えあえることが可能である信頼関係があるこ
と」、二つは「安全に安心して語ることが可能な空間的な枠組み」（この講義の場合、オンラインと
いう場）、三つは「設定された時間」である。これら三つの枠組みはある種、心理面接の枠組みの
ようにも捉えられる。そして、語られたことに関して否定や評価が介在しないこと、参加者皆で解
釈・理解に努める雰囲気が生まれていた。そこで語られること、他者と分かちあったことは参加者
それぞれのナラティヴとして紡いでいくように感じられた。
「国際関係論」という枠組みを家族に、国際交流におけるカタリストをカウンセラーとして置き

換えることで見えてくるものがある。家族療法の物語療法では家族との会話を通して問題を探求し
その過程でカウンセラーは家族文化（生活文化・習慣）や言語の理解に努め、家族文化に同化する。（ジ
ョイニング）そして家族の抱える問題について、家族文化や家族の持つ言語を翻訳しながら、オル
タナティブストーリーへ導くことともとらえられる。

抽象度が高く、あいまいな言語を超えたボブ・デュランの音や、翻訳を通して言語・文化を捉え
なおすことは自己変容を促す。そして、それらを日常の身近な人々との語らいによる相互関係と個
別の知の体験が他者とつながることで体系化していくことが国際関係論につながるのではないかと
感じている。

寄せ書き

高光佳絵（千葉大学）

2020年度前期の駒澤大学大学院芝崎ゼミに「オブザーバー」として参加するつもりだった筆者は、
どういうわけか最終的にブレークアウト・セッションの司会として参加することになっていた。司
会としての手腕に大きな疑問符が突きつけられたものの、多彩なゲストの方々、熱心な学生とのや
り取りの中で、芝崎氏の執筆の意図を探っていく過程はとても得るものが大きかった。この経験を
要約するなら、氏が「日本の国際関係研究における「固有の問題」と「共通の方法」―国際文化交
渉論の視点から」（『国際政治』200、2000年3月）116頁で言及しているように、「本来、どのよう
な学問も「ディシプリン」を超えていくことが常に課題である」ことの実践を氏の一連の著作を通
じて確認する作業であったと言える。氏の執筆動機には、常に「ディシプリン」の境界を引き直す
ような創造性があるということを痛感した。

しかし、そのことが、逆に筆者のような凡庸な読者の理解を難しくしている部分が多少あり、こ
の「寄せ書き」の場を借りて、その点について質問をしたいと思う。これは、いわば無い物ねだり
であり、本来、著作内で答えなければならないことを越えて要求するものであることは予めお断り



Journal of Global Media Studies   Vol. 28

―  20  ―

　P.20　　［念校］　Journal of Global Media Studies   Vol. 28

しておきたい。
今回の芝崎ゼミで通読したのは、芝崎厚士『国際文化交流と近現代日本―グローバル文化交流研

究のために―』（有信堂、2020年）であった。同書の全体を貫く大きな問いは、同書の緒論「国際
文化交流研究からグローバル文化交流研究へ」（3頁）で述べられているように、どのような経緯に
よって「国家」間または「国民」間という意味での「国際」が「文化交流」の単位と見なされ、そ
れがほかの主体を単位とする文化交流と異なる特別な位置づけや意味づけを獲得するようになって
いったのかというものである。言い換えれば、なぜ「国際文化交流」という現象が存在するのか、
を問うている。

これに対する氏の答えは、「国際」が素晴らしいことと価値づけられてきたのは「カセット効果」
にすぎず、本来、それほど特別なものではないというものである。「国際」が特別な境界として権
威が付与されたから、「カセット効果」を生じたにすぎずない。ただし、「国際」に特別な権威が付
与されるにはそれなりにわけがあり、それを日本近現代史に沿って跡づけている。明治期には個人
と国家の生き残りがイコールで、個人の生き残りのためにも国民国家が安定することが必要とされ
ため、「国際」には特別な権威が付与された。戦間期になると日本の国際的地位は安定するが、な
おも主権国家の分立状態が安定的継続性を持たなければならなかった。そして、氏は、これが何故
なのかを誰も説明していないとし、入国民国家思想の論としての根本的な脆さであると指摘してい
る。しかし、何故なのかは案外はっきりしているのではないだろうか。戦間期の時点で世界国家が
成立するとすれば、日本の個別性は普遍性へと昇華することができたであろうか。何が普遍とされ
るかには、やはりある程度力関係を反映することが避けられない。そのことは、当時は自明のこと
だったのではないだろうか。
「箱根会議」の研究は、1990年代以降、「国際」の持つ特権性が薄れてきた中で「第二の民間」が

花開く様子を活写している。しかし、「箱根会議」のイデオローグであった伊藤憲宏氏の言説にお
いてさえ、国際交流の前提として「何をもって日本人たるのか」を鋭く問う姿勢が顕著である。単
に日本で生まれ育ったというだけでは「日本人」たりえないのだろうか。自覚のないようなところ
にこそ文化はあるようにも思う。そもそも「日本文化を体現する日本人」であることが国際交流の
必要条件であるのなら、「国際」は永遠に特権的なのではなかろうか。
「第二の民間」の担い手たちの「カタリスト」としての献身、人的交流の作り出す熱気の素晴ら

しさが手に取るように伝わってくる一方、この担い手たちもまた「第一の民間」とは別の意味でエ
リートであることを感じさせる場面も散見される。ナショナルな教育を受ける「国民」であること
と「グローバル・シチズン」であることを両立させた上で国境紛争を「グローバル・シチズン」の
視点から意味のないことと考えるに至る「豊かさ」に異論はない。しかし、それは、ある意味エリ
ート的でもある。余裕がないからこそ、移民の流入が競合を意味するし、資源の争奪も重要な意味
を持ってしまう。「グローバルな関係」に耐えられることもある種の特権なのである。すべての国
家が平等に国民にとって抑圧以外の何物でもなくなれば別だが、現状、濃淡がある。一定の人々に
は国境にしがみつくことに意味がある（＝相対的な特権階級＝その国の普通の人々）。グローバル
なエリートとグローバルなアンダークラスの間に、国境に守られている普通の人々がいるが、その
層が着々と薄くなりつつあるのが現状ではないだろうか。国境が特権を失うことは、人々にとって
果たして僥倖なのか。グローバルにならされた地平で高見に立っていられるからこその「豊かさ」
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でいいのだろうか。
「官と民」、「エリートと大衆」という軸は、国際交流の歴史の中で様々な形で立ち現れる。芝崎

氏が主張するように、現代では、官との関わりが濃ければ悪しき交流、ということではなく、主体
の属性とは無関係に「公」のための貢献という意味での活動成果が問われる。その際、「「公」とは
何か」をめぐって争われることはないのだろうか。また、「公public」と「普遍universal」は違うも
のなのであろうか。さらに、「官と民」、「エリートと大衆」の関係は重層的であろう。同じ「官」でも、
外務省と自治体ではかなり趣が違う気がする。「箱根会議」の指導者たちは、政府や自治体主導の
国際交流を「上からの」と形容していたが、普通の日本人にとって、彼らが主導していた交流も別
の意味で「上からの」交流ではないのか。住民が自発的に交流を開始したわけではなく、「カタリ
スト」を必要としていたのであるから、いわば、エリート主導による一般人の国際交流である。そ
の点、企業誘致に伴う国内の「国際化」から出てくる課題の方がある意味、住民目線だとも言える。

蛇足だが、若干気になるのはジェンダーの視点である。箱根会議には、記憶に残る多くの女傑が
存在したようだが、一般家庭でのホーム・ステイが1970年代の日本で実施される際には主婦の献身
が前提とされていたのではないだろうか。インタビューに積極的に応じ、資料を提供した方々の多
くが男性であったこともやや考えさせられるところであった。筆者自身、これまでジェンダーの視
点を意識して研究したことがなかったこともあり、史料の残り方にもジェンダー・バイアスは存在
することに気づく貴重な機会であった。史料として残りにくく、論点としても取り上げにくい縁の
下の力持ちの貢献をどのように研究に反映させたらよいのか、筆者自身も考えていきたい。

寄せ書き

廣間	亮太（GMS学部４年、芝崎ゼミ１２期生）

私は、学部生のゼミ生として、先生からお声がかかり、ゼミの活動に重ねて学術的なスキルがさ
らに身につくと思い参加させていただきました。

本講義でもゼミ活動でもオンラインでの授業に変わりないのですが、ゼミでは学生＋先生 （そし
て、時にはゲストの先生） 、そして本講義では留学生と「大人チーム」＋ゲストの方がメインとな
って私がそこに巻き込まれるという違いがありました。そこで気づいたこと・学んだことといえば、
それは主に「大人チーム」の議論を聞くことによって、「より濃い議論とは何か」というものが感
覚的にわかったことです。また、留学生と関わることで、「どういう説明をしたらわかってもらえ
るか」ということにも意識が向き、また「大人」の方に向けての説明も必要だったことから、論理
的に喋ることがゼミ＋αという形でより身についたと思います。

また、自分は予てから芝崎先生の論文により触れてみたいと思い参加させていただいた面もあ
り、それは期待通りで、ゼミだけでは知ることができなかった先生の学術的側面の片鱗を知ること
ができ、また憶測ではありますが先生にとっての「学び」を他の方々との議論で見いだすことがで
きました。

本当にこの講義は私にとって貴重な体験ができたと思います。関わっていただいた方々に改めて
感謝いたします。
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自分が本講義で印象に残った回は２つあり、１つ目はボブ・ディラン論、そして2つ目は第四章
の秋尾さんの回です。

まず、ボブ・ディラン論の回ですが、前から読みたいと思っていた論文でこの機会で読むことが
できました。読む前はボブ・ディランの分析をするかと思いきや、いざ読んでみると「音楽などの
芸術作品を考察・分析することとは何か」という話になっており、自分はサブ・カルチャーへの関
心が高いため考えさせられ、また講義中での議論も楽しむことができました。

そして秋尾さんの回ですが、まず、論文に書いてある研究対象ご本人がゲストとしてその回にご
登場するというところにすごく驚きました。私はこういったゲストがよく参加されるという点で先
生の授業は異彩を放っていて面白いなと思いました。また、この回では一人一人ゲストである秋尾
さんに質問できる機会があり、自分は何か行動にうつす上では、根本的な自分の「思想」を持つこ
との大切さをご教授いただきました。今後に生きる言葉をいただけたという点でこの回は印象的で
した。

オンライン講義によるプラス面については、まずそもそもオンラインでなければ私はこの講義に
参加できなかったと思います。また、オンラインには空間が一点化するという特徴があり、先生と

「大人チーム」との兼ね合いや雰囲気を楽しめた点だと思います。
マイナス面としては、留学生・学部生共に多少なりとも「発言のしづらさ」があったという点です。

先ほど述べた「空間の一点化」によって、どうしても一度の議論で喋ることができる人が1人ある
いは2人に集中してしまうために、聞くことに集中し （それもそれでいいとは思いますが） 自分の発
言のタイミングを逃してしまう、もしくは振られない限りとその回で全然喋れない状況が発生しや
すいと思いました。

これらのマイナス面の改善は難しいと思いますが、原則ミュートはしない・議論をリードする人
がなるべく全員に振ることを意識することで改善はできると思いました。

今後やってほしい授業の形式としては、今回使ったGoogle Meetには「画面共有」機能があるので、
（もっとパフォーマンスが向上すれば）参加した人が一緒にメディアウォッチをできれば面白いな
と思いました。

寄せ書き

ハクロ（GM研究科修士課程２年）

⑴ゼミを受けての感想

自分は国際関係研究の出身ではないので、授業の第2、3回の時に、国際関係論に関わる理論がば
かり出てきてしまい、授業の一環としてのディスカションで言葉の問題もあるし、授業の内容につ
いてうまく理解できなかったうちに、他の参加者たちからの質問に対して応答に窮しており、授業
中にぼけてしまった。この授業を通じて自分にとってのやりがいがないと感じて撤退し得ざるをな
いと考え、本気に芝崎先生に退出させてくださいませんかというメールを送ったが、返事に先生か
らの励ましによって退出することを断念し、最終回の授業まで受け続いてきた。
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文献を読むことも、レジュメを作ることも、つらい時があったが、未知の世界が目の前に開いて
きたことと比べると、私にとって、挑戦でありながら、耐えられることでもある。いつも良い文献
を読ませてくれて、自分なりの考えを持っており、異なる分野に出身のみなさんに出会って話し合
うことは、留学生の自分にとって、貴重な体験であり、コロナで他人とのコミュニケーションの機
会が少なくなる時に、このような形の授業に参加させてよかったと思われる。

国際文化交流に対して、硬いイメージをもっていたが、今回の授業に挙げられた例：中山公威と
日米学生会議、秋尾さんと北海道国際交流センター、箱根会議、授業以外：中村哲さんの例を通じて、
国際文化交流は「国」対「国」の範疇にとどまらず、「民」と「民」の間で国境線を越えた交流が経済、
政治にかからずに、思想につながっているという柔軟な部分もあることがわかった。

国際交流は国の仕事であると思っていたが、「民」である私さえ国際交流の中にも役割を果たせ
ることが、中国出身の私にとってもっと身近な香港問題、米中関係、コロナにより中国に対する非
難などの国際情勢の中で、少しずつ自分の立ち位置が見えてきて、心の支えにもなってきた。

⑵印象に残った回とその理由

授業中に一番印象的なのは「ディランという音」である。「ディラン論」という理論がディラン
という人に当てはまる部分があるが、当てはまらない部分もある。音楽を聴くとき、時代・歌手の
背景によって歌に与えられた影響があるのは当然のことであるが、それを文章のように解釈するわ
けではなく、音を体験が大事である。「ディラン論」にせよ、「国際文化交流・国際関係論」にせよ、
理論よりは、ディランの音、国際交流を体験してから、得たことが自分なりの意義がある。これは

「ディランという音」を通じて、私が得た考え方である。

⑶その他

コロナ時期で発し始めた今回のようなオンライ講義には、参加者たちとゲストたちは関東に位置
付けるのだけではなく、関西また北海道さえ足を運んできた。社会身分も従来の授業の形である学
生と先生との二元対立に限らず、講義に興味のある社会人たちや、実際に国際文化交流の事業に務
めている人々まで幅広く含まれ、皆さんの年齢もだいぶ違うので、滅多のない講義だと考えられる。

特にディスカションの部分では、三つの部屋を分けて、あらゆる参加者が十分で自由に意見が交
換できるし、専門家たちから直接に質問を答えてもらえるし、毎回が終わった後にすごく疲れたが、
いつも新しいことが学べる。

これは芝崎先生の「グローバル・リレーションズ論」の講義のみのやり方であるが、他の講義に
も適用するようになればと思います…
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「グローバル・リレーションズ論」ゼミの感想について

何	欣陽（GM研究科修士課程２年）

 国際関係と言えば、まず「ナショナリズム」、「ポピュリズム」、「ソフトパワー」などの言葉と
各種の連盟が頭に浮かぶ。あまり基礎を持たない私が、様々なメディアのステレオタイプだけで、
芝崎先生のゼミに参加して、みんなと一緒に国際文化交流を討論し、学者たちの教えに耳を傾けた
のは、ありがたい機会だった。

芝崎先生の本や論文には、理論や観点が多く紹介されていて、知恵を人の頭につぎ込む感じが生
んだ。完全に身についているとはいえないが、生活に直接対応できる理論もある。例えば、「カセ
ット効果」である。翻訳小説を読んでいると、自分の文化とは大きく違うと感じる人が多いだが、
なぜ「奈緒美」より「ナオミ」のほうが河合譲治に惚けるのか、なぜ二、三種類の言語を混ぜて喋
るのが好きなのか。以前は概ねに「拝外」あるいは「キザ」で説明し、それも間違いないが、「カ
セット効果」は社会科学の角度から新たな見方をあげた、すなわち「未知との出会い」である。
「人間は合理的存在である」、「人間は自然に国的動物である」とすれば、国際的交流も自然に合

理的なものと言える。しかし、近年保守主義が深刻化し、新たな「鉄のカーテン」がゆっくりと上
がりつつある背景には、文化的背景の異なる人とオンラインで議論できること自体が、不思議な「未
知との出会い」ではないであろうか。

オンラインゼミといえば、最初はコロナに対応するための仕方がなかったのだが、メリットもあ
った。まず、時間を節約し、外に出なくても一緒に議論できるようになりました。次に、皆のノー
トをオンラインで共有でき、後も復習できるようになりました。残念ながら、インターネットの接
続が悪い場合、人々の発言が聞き取れない場合もあり、そう言う時、5G技術に対する期待を禁じ
えなかった。

周恩来首相は1955年、バンドン会議で「求同存異」（国際関係における平和共存５原則）と言う
概念を打ち出した、これは国際交流の核心精神かもしれない。日米学生会議、箱根会議などの組織
の最も盛んな時期は提唱民主、自由のとき、一度他の念願を混ぜた、あるいは国家の道具に転落し
ただけでは次第に衰退していく。世界の洪水を変えるのは難しいが、秋尾晃正という人物が現れた。
彼らは国際文化交流の希望であり、国際文化交流は国際平和の希望でもある。各国の国益を最大化
するパレート最適解を実現しようからこそ、国際平和を願う。

寄せ書き

森木茉穂（GMS学部４年、芝崎ゼミ１１期生）

グローバル・リレーションズ論を受けて、芝崎先生が日頃から仰っていた「よくわからなくても、
とりあえず取り組むこと。」といった学びの導入の流れを、再度たどっていると感じた。ゼミに入
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ってからやっと学問の存在を確認できたが故に、本でも論文でも、内容を「理解」しようと読み進
めても到底「理解」には及ばず、むしろ新たな疑問や関心がうまれるので当時の自分には不思議な
体験であった。しかし、現在ではそういった新たな出会いとしての学びの機会が多数あるわけでは
なく、いかに貴重であるかは言うまでもない。結果的に、参加者のさまざまな疑問と考察を聞き次々
と展開されていく議論のなかで、一見難しそうに思えてもしぶとく向き合い続けて考える時間を放
棄しない、という意識がさらに強化された。思い起こせば、過去の（いわゆる）勉強は感覚として
捉えやすい側面しか扱われてこなかった、または選んでこなかったのではないかと引っかかる。そ
こで、一面的な視点に集中し簡潔に結論をまとめるのでなく、目を向けた先やその背後にある学問
と学問とのつながりまで含めて考察しなければならないと思った。そして、目的として優先される
傾向にある「理解」よりも、多面的に考察することの方が現時点では最優先だと考えるようになった。

また、印象に残ったのは第７章の「国際に関する考察のなかの翻訳、文化、人間の鍵概念」につ
いてである。文中からも学んだ部分が多いが、議論の中で特に留学生の方の話は自分の考えとは異
なり見方が新鮮で興味深かった。そして、挙げた章に限らず全体を通してもそうだが、いろいろな
事物がそれらの出入りや移動によって時代とともに変容するかたちを知れたのは、これからの社会
で固執しない姿勢を続けることにつながっていくであろう。

今学期はオンライン授業で、対面したこともない方といきなり議論に入っていくのは積極性がか
なり問われるものであった。GMS学部での演習の時間内では、自由に発言できる機会があればそ
の場の雰囲気と他者の動向をみて、自分の発言のタイミングを計っていた。だが、それが困難にな
り、対面のコミュニケーションで反応や複数のやり取りが潤滑油として機能していたと気付かされ
た。加えて、対面で耐え得た沈黙の時間が、オンラインでは接続面での不安要素へと繋がってしま
うこともわかった。何気なく待てていた時間もオンラインになった途端待てなくなり、何かしらの
応答を求めてしまうのは注意を必要とする点だと感じた。ただ、直接お会いするのは叶わずともた
くさんの方とお話しできた絶好の機会であったのは自明で、そのなかで新たな発見ができるという
喜びが今回の大きな収穫となった。

【ゲストのみなさんより】

寄せ書き

秋尾晃正（公益財団法人民際センター理事長、6/6,6/13ご参加）

行く川のながれは絶えずして、しかも本の水にあらず。よどみに浮ぶうたかたは、かつ消えかつ
結びて久しくとゞまることなし。世の中にある人とすみかと、またかくの如し。

確かに先駆的に日本の各地で実施された国際交流活動によって日本の国際化が促進された。且
つ、その担い手が一堂に集まり、10年間理論を積み重ねたばかりでなく、親交を深めたことは、日
本の国際化の意識の加速を促進したと言えよう。それが箱根会議（1988˜1997）であった。うたか
たののごとく、多くの会議があり、集まり散じ、消えて、日本史に残らないのが、この世の常で、
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忘れ去られていく。幸運にも芝崎厚士教授の著書「国際文化交流と近現代日本」の中で箱根会議の
研究が網羅された。この意義は「うたかたのように消えゆく」事柄から、歴史の一頁に残る貴重な
重みがある。文献として後世まで残ることになったことは箱根会議にかかわった一員として深く感
謝したい。

箱根会議には役者がいた。昔、トロント大学の日本文学教授の川端康成・三島由紀夫論があり、川端
は最高の絵を文学で描き、三島は最高の額縁を文学で描くと批評した。箱根会議の事務局長だった
向鎌次郎君は毎年、準備段階から最高の箱根会議の枠組みを構築した要の人財であった。「財」と「額
縁」づくりの天才ともいえる。彼無くして箱根会議は成り立たなかったと言える。箱根会議の仲間
で最初に物故者となった。以来、年々、箱根会議の参加者は歳を重ね、旅立つ。これも世の常である。 

　この本の出版を記念して、箱根会議の方々が一堂に集まる企画を立てたが、コロナで企画が延期
になった。しかし、現在、開催の目途が立たない。だが、何らかの方法で箱根会議の参加者ととも
に、この研究成果を分かち合いたい。妙案はないのだろうか？

芝崎先生のゼミに参加して―「未知との出会い」に感謝

長沼	美香子（神戸市外国語大学、6/27ご参加）

私は神戸市外国語大学で通訳翻訳に関する理論と実践を担当しています。人生の折り返し地点で
博士論文を執筆した後発の研究者で、その理由は通訳翻訳の実務に長年携わってきたからです。

日本通訳翻訳学会が2019年9月に企画したシンポジウム「未来につなぐ柳父翻訳学」で芝崎先生
とご一緒し、その縁で今回声をかけていただきました。学会のシンポジウムでは、国際文化論とい
う視点から柳父章を包括的に論じた芝崎先生の「『未知との出会い』としてのグローバル関係研究
序説　柳父章の思想的・理論的意義」がとても刺激的で、すっかり「芝崎ファン」になってしまっ
たことを今でも鮮明に覚えています。柳父の文体の読みやすさとは裏腹に、その思想には、とてつ
もない奥深さが秘められています。柳父の深い洞察には「翻訳」の研究からだけでは近づけず、漠
然とした苛立ちを感じることがあります。

異なる分野との交流が、柳父の方法論を理解するうえで重要であると、常々考えています。それ
は、2019年10月に韓国で開催された日本思想史の学術会議で発表する機会を得た際にも経験しま
した。いろいろな「未知との出会い」には勇気が必要です。仲間内に留まっていたほうが安心でき
るのも確かですが、それではダメなのです。というわけで、今回の芝崎ゼミへの参加は、思い切っ
た決断（大げさではなく）の結果でした。

当日は「翻訳、文化、人間―柳父章と国際関係研究」という論考をもとに話し合いました。参加
者が「翻訳」をどのようにとらえているか垣間見ることができました。とくに留学生の方は、日本
語習得の苦労もあることでしょう。外国語を学ぶ大変さと日々格闘し、同時にその面白さを実感し
ている立場ならではの意見だと思いました。

最後に、今回の貴重な出会いに（オンラインのゼミでお会いしたすべての方々に）感謝しつつ、
またいつかどこかでお会いすることがあるかもしれない（COVID-19後の）未来を想像しながら、
拙文を終えることにします。
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翻訳語と人文科学領域

南條恵津子（神戸女学院大学、6/27ご参加）

2019年の日本通訳翻訳学会の年次大会プレカンファレンスは、前年に亡くなった翻訳研究者・柳
父章を追悼し、「未来につなぐ柳父翻訳学」をテーマとするもので、芝崎先生は「『未知との出会い』
としてのグローバル関係研究序説　柳父章の思想的・理論的意義」というタイトルで講演された。
柳父章の謦咳に接した者としてこのカンファレンスに参加したことがきっかけで、私は芝崎先生の
ゼミにお招きいただくこととなった。ゼミ当日は、柳父章と国際関係研究をテーマとする論文を用
いて活発な議論が行われ、とりわけ、漢字圏出身の留学生の方々から見た明治翻訳語についての意
見を興味深く拝聴した。芝崎先生の授業に参加する機会を与えられたことをほんとうにありがたい
ことと感謝している。ここでは、翻訳研究以外の領域で学ぶ若い人々が、柳父の思想と、文化・言
語について考察する視点を得る契機となる新書を二冊紹介したい。
「社会」「個人」など、人文科学（日本語・日本文化内に限定する）の領域で当たり前のように用

いられる語には翻訳語が多い。しかしそれらの翻訳語の概念が本来の西洋言語の概念と同一ではな
いことも多い。それを意識するきっかけの書として、柳父章（1982）『翻訳語成立事情』（岩波新書）
と、薬師院仁志 （2012）『日本語の宿命』（光文社新書）を提示する。

柳父（1982）は「社会」（原語・英語の場合society）や「存在」（同・being）など10の語が取り
上げられる。第8章では「権利」（right）が定訳となってゆく過程が検証される。「道徳的な正しさ」
を第一義とするrightに、「権」（一義的には「力」）という漢字が用いられ、定訳となった結果、本来「力
とは厳しく対立する意味のことばであった」（p.161）  はずのright が、「どこか力づくの押しつけが
ましさ」（p.172）をまとったまま今日に至ったことが指摘される。

薬師院（2012）でも「社会」「権利」などの語が取り上げられているが、ここでは日本語・日本
文化内におけるrepublic （共和・政/制/国）とdemocracy（民主・政/制/主義）の混同を取り上げる。
薬師院は第8章で広辞苑の「共和制」と「代表民主制」の説明がほぼ同一であることを混同の例と
して指摘する。薬師院によればrepublic のルーツは古代ローマにあり、原義は「公共（全員）のもの」
であり「合議制のことでもなければ代表民主制の同義語でもない」（p.158）。一方democracy は古代
ギリシアの直接民主制（民主政・主義）をルーツとし、原義は「全員による統治」（p.158）である。
代議制民主政治が西欧の理論に立脚している以上、基礎となる理論や本来の概念への理解が欠かせ
ないことが説かれ、（全員による統治という）「定義を顧みない〈民主制〉は普通選挙や多数決とい
った形式的手続きだけに堕してしまう危険性が非常に高い」（ibid）と警鐘を鳴らす。 

人文科学の領域で使われる用語の多くは翻訳語であり、それらは原義と近くはあっても決して等
価ではないことを意識する契機となる二冊を紹介した。「言語に関する」「政治に関する」「外交に
関する」といった個々の領域を超えて、文化や人間の営みについて考察した柳父章の思想が、芝崎
ゼミで学ぶ若い方々の学びを深める一助となることを願う。
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「グローバル・リレーションズ論」に参加して

北代美和子（翻訳家、6/27ご参加）

芝崎厚士先生の『国際文化交流と近現代日本』第7章「翻訳、文化、人間－柳父章と国際関係研究」
が取り上げられた6月27日の「グローバル・リレーションズ論」に、生前の柳父章先生を知る者の
一人として出席させていただいた。

27日にもお話ししたが、私が芝崎先生のこの書評論文にいきあたったのには、まことに不思議な
経緯がある。日本通訳翻訳学会2019年9月年次大会のシンポジウム『未来につなぐ柳父翻訳学』の
企画を担当したとき、私は基調講演を柳父理論を翻訳学の外の視点から語るものにしたいと考えた。
どなたにお願いしようかと頭を悩ませていたさなか、柳父先生が遺されたPC内に芝崎先生のこの
書評論文を見つけたのである。このときはほんとうに驚いた。まるで柳父先生ご自身がシンポジウ
ムのために芝崎先生を指名されていたかのように思われ、早速ご連絡させていただいた。ご講演で
は期待通り、柳父翻訳学を国際文化論のなかで論じる意義と意味が語られ、また平野健一郎先生と
の比較から、柳父翻訳学を国際文化論として再評価する可能性なども示唆された。柳父先生がご存
命でこのご講演を聞かれたらどんなに喜ばれたことだろうか。

ところで最近、私は明治維新期以来だましだまし使ってきた「翻訳語」の耐用年数がいよいよ
尽きかけているのではという思いを深めている。たとえばsocial distanceという言葉をどう日本語に
するのか？　socialはsocietyの形容詞形ではあるが、societyの翻訳語「社会」を使って「社会的距
離」とするのはいかにも具合が悪い。これは柳父が指摘するように、原語の意味の一部しか反映し
ない翻訳語の特性に起因する。societyの訳語として翻訳語「社会」を使っているかぎり、私たちは
societyの一部しか理解していないことになる。このグローバル化していく世界のなかで「翻訳語」
と原語の乖離から生まれる問題をどう克服していくのか？　それはまた、本書第7章で問いかけら
れていることでもある。

芝崎厚士氏グローバル・リレーションズ論に寄せて

伊藤貴雄（創価大学、7/4ご参加）

2020年7月４日、芝崎ゼミにお邪魔した。朝永三十郎と田中耕太郎の国家論がテーマであった。
芝崎氏とは８年前に氏の著書『近代日本の国際関係認識　朝永三十郎と「カントの平和論」』の合
評会（カント研究会主催）で評者の一人を務めて以来のご縁であるが、授業に参加したのは初めて
である。前半は数グループに分かれ、後半は全体でディスカッションするという二段階で構成され
ていること、氏の直接の教え子の方々以外にも多くのゲスト参加者がおられること、そして何より
授業担当教員の論文を対象に自由に忌憚なき議論が繰り広げられたことなど、同じ研究・教育業に
携わる者として参考になるところ誠に絶大であった。また、改めて氏の著書『国際文化交流と近現
代日本――グローバル文化交流のために』を読み、私も私淑し尊敬してやまぬ柳父章の翻訳文化史
学が、国際関係研究の文脈で論じられていることに大きな啓発を受けた。このような新しい研究ス
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タイルがあっていいのだ、と深く勇気づけられた。国際関係研究のディシプリン自体を問い直し、
未踏の地平を果敢に切り拓かれている氏の探究現場に同席できたことは、今後の私の研究者人生に
とって間違いなく大きな示唆を与えるものであると確信する。

芝崎先生のゼミに参加させていただいて

渡辺かよ子（愛知淑徳大学、7/11ご参加）

7月11日（土）のゼミ（第３章：戦前の日米学生会議）に参加させていただきました渡辺です。
教育学を専攻する愛知淑徳大学の教員です。芝崎先生には20年以上前、戦前の日米学生会議に関す
る論文執筆の際、資料紹介やインタビュー等、大変お世話になりました。当日、Wi-Fiの不調で一
部聞き取れず残念でしたが、ゼミならびに先生のご高著から、大学院教育と研究について大いに学
ばせていただきました。

大学院教育については、本ゼミで先生ご自身の著作をゲストと共に検討することで研究方法と論
文執筆法を学ぶという様式は、無理のないとてもよい運営方式と思いました。テキストを読んだ学
生さんが質問やコメントを執筆者である先生やゲストに提起することで、無理な多読を強いること
なく学生さん自身の関心に相即する最適な内容的広がりと深まりが担保され、これぞ「グローバル
な世界の読み書き」のペタゴギー（『国際関係の思想史』320頁）の実践と拝察いたしました。

研究面では、私が関心を寄せてきた1930年代の教養論者について多くを学ばせていただきまし
た。テキストに関しては、①日米学生会議に民主政治のイメージを強く伴う「リンカーン神話」を
称する妥当性、②「自我・国家・国際関係」の3層構造に地域コミュニティの追加の必要性、③国
際交流のタイポロジー（195頁）の2次元表記の多次元マトリックスへの転換の必要性等、少し気に
なりました。

総じて、「国・際」文化交流から「グローバル」文化交流へのパラダイムシフトを目指し、翻訳
論や国際関係認識、国際文化論等、常識と化した今日的概念を歴史的文脈から丁寧にその妥当性を
検証することでより普遍的な学問知を拓こうとされている芝崎先生の情熱に深く感銘し、大いに触
発されました。貴重な学びの機会を賜りましたことに心より感謝いたします。ありがとうございま
した。

国際関係論は遠いようで近い（？）　自己反省と知的刺激とともに

山本尚史（筑紫女学園大学、7/11,	25ご参加）

戦前日本の大学史を研究している私からすれば、国際関係論は「遠い」専門領域だと思っていた。
私が修士論文で国際文化事業を扱った際に、先生のご著書を読ませていただいたことが芝崎先生と
の出会いだ。その出会いから11年が経ち、芝崎先生のゼミにお招きいただいた際には驚きで思わず
声がでた。緊張しつつ、「勇み足だったか」という思いもあったが、芝崎先生とみなさまとの交流
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は楽しい時間だった。
自分の興味関心から芝崎先生の研究に触れると、「当時の文化事業に大学・大学生が関わってい

る。これはどういうことなんだろう。」という疑問が出てくる。それは私が教育に関心を持ってい
るからだろう。その反面、ゼミの中で度々触れられた「世界」「国際」「日米関係」という点には距
離を感じていた。これらの言葉が研究を進める上では必須の検討対象なのだが。「自己反省とともに」
というのはまさにこの点で、自分はなんと視野の狭い研究をしているのだ！という猛省である。

また、私は院生の心構えで参加させていただいたが、純粋に楽しかった。ゼミ生からすれば師匠
である芝崎先生の書いたものを、多くの研究者が目の前で論評していくのだから、「どんな風に読
めるのだろう」「自分もそこを聞きたかった」という思いで参加できるだろう。しかも芝崎先生が
目の前で、研究ができた背景、その成果と検討したい部分を述べていくのだから、研究をする上で
の作法を学ぶ何よりの場だろう。そうしたゼミを楽しそうに芝崎先生がされている様子からも、私
は研究・研究者としての知的刺激をいただいた。

さて、自己反省と知的刺激を得た後が問題だ。自分が次に考えなければならないのは、国際関係
論と戦前日本の大学史が遠いようで近いことを研究で示してみることだろう。しかし、研究は楽し
いものだから、意欲の面では難しさは感じない。書けるかどうかは書いてみるしかない。そして書
いたら読んでもらう。研究の難しさも楽しさも実践されたのがグローバル・リレーションズ論だと
思う。参加の機会をいただいたことに、厚く御礼申し上げます。

芝崎ゼミに参加して

井上浩子（大東文化大学（7/11,18ご参加））

この度ご縁あって、7月に2度ほど芝崎厚士先生のオンラインゼミにゲストとして参加させていた
だきました。輪読の対象となっていた芝崎先生のご著書『国際文化交流と近現代日本』を、自分と
してはきちんと読んだつもりではおりましたが、ゼミに参加してみると自分の理解不足に気づかさ
れることもあり、多くのことを学ぶことができました。また、著者である芝崎先生ご自身が学生時
代から日米学生会議に参加されていたということを伺ったりして、芝崎先生がなぜこのテーマに関
心をもたれたのかという漠然とした疑問についても少しわかったような、雲の晴れたような気持ち
にもなりました。

ゼミの中で特に印象的だったのは、google meetを使っての、「大部屋」「小部屋」に分かれての議
論でした。大学院ゼミとはいっても、学部生の方もいれば、社会人、私自身のように他学で教えて
おいでの方もいらっしゃって、参加者の多様さには驚かされました。そうした多様な人たちが、年
齢や国籍や職業やジェンダーに関わりなく、オンライン上で集って話し合いをしているところはま
さに「文化交流」そのもので、相互理解を育む楽しい場（コンヴィヴィアルな場！）を作る、芝崎
先生の「カタリスト」としての才能を拝見したよう気がいたしました。（私自身もできることなら
自分のゼミでもこんな風な回を企画してみたいとは思いますが、はたしてこんな風に多文化な、そ
して楽しい空間を作り出せるか…。はなはだ心もとない気がするのです。）
『国際文化交流と近現代日本』は、近現代日本における国際文化交流の試みやそれにかかわる思
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想の歴史をとりあげていますが、同時に「国際文化（交流）学とは何か」、さらには「国際文化交
流とはどうあるべきか」ということも重要なテーマにもなっています。特に最後の問いに関して
著者である芝崎先生は、「共感」「感染」と言った言葉でそのあり方を示唆されています。「研究者」
は（研究者に限られないかもしれませんが）、とかく自分のすべきこと、できることを一定の枠に
当てはめて考えてしまいがちです。しかしその枠は本当に自明のものなのか。芝崎先生のご自身の
研究をめぐる取り組みを拝見した今、理論と実践、研究と研究対象との間というテーマを、改めて
考えてみたくなりました。

寄せ書き

西村邦行（南山大学、7/25ご参加）

このセミナーの特徴は、当日ある参加者が的確に表現されていたとおりだと思う。芝崎さんは自
身が悩む過程そのものを論文で示して見せる。それに対して、分野を超えて人が集まり、活発なや
りとりが成立する。教育活動として見ると、この方法は誰でもできる代物ではないかもしれない。
むしろ担当者の性格等にかなり左右されるように思われる。ただ、研究活動として見るなら、それ
は本来こういうものではないだろうか。学問などというものにわざわざ取り組むのは、普通、何か
新しいものに触れて面白かったというのがきっかけだろう。けれども不思議なことに、体系的な知
識をえればえるほど、その分野の常識を受け入れ既存の型を守ろうとする（大学教員というのが概
して保守的でリスクを探しだすことにばかり長けているというのは、巷間でもときどき聞かれると
ころである）。誰もが一匹オオカミ的に振舞い始めると共同性が崩れるという懸念はある。けれども、
議論の進め方や組み立て方といった基礎的な部分さえ守るなら（この点に関して芝崎さんの書くも
のはむしろ精緻である）、研究者というのは自然と横断的に語り合える面もある気がする。学会に
すすんで顔をだすことはなく、なんとなく世の中全体も小役人化しているように感じる身としては、
そんなことを考えながら興味深く参加させていただいた。

寄せ書き

西海洋志（聖学院大学、7/25ご参加）

私たちは、学問における最も原初的な営み、「学び、問う」という営みを、純粋に実践できているだろ
うか。大学や学会というハコ（組織）やシステム（制度・仕組み）、惰性的に分け隔てられた専門
分野というサークルの中で、マナーとして共有されたディシプリン（規律）からなるべく逸脱せず
に、期待され求められる役割やタスクを粛々と執行していく。そんな時間が増えていないだろうか。 

　今回、お邪魔した芝崎ゼミは、こうした「問い」を呼び覚まし、学問の楽しさと自由を思い
出させてくれる「場」であった。それは、議論の題材が、国際関係論というディシプリン自体
を遡上に載せた論考だった、という理由もあろう。「ディシプリンの再検討」は、時折、試み
られているが、ともすれば、「アリバイ作り」的な議論に終始し、「玉虫色」の結論に落ち着
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いてしまう。しかし、本論考は、実直に、真正面から国際関係論の再検討を迫るものであっ
た。ただし、それだけではない。芝崎先生という魔術的（？）存在が、多様な他者を惹きつ
け、「未知」との出会いを可能にする異種混交的な場を作り出していることが、より大きな理
由であろう。大学におけるゼミと学問のあり方について、改めて考え、学ぶことが多々あった。 

　もちろん、こうした「場」は、フィジカル・ディスタンスを飛び越えるオンライン方式だから成
立し得たのかもしれない。また、同じ題材や参加者であっても、オンラインとオフラインでは、議
論の広がりや深まり、密度や強度は異なってくるだろう。オン／オフラインの相違が「学問」にい
かに影響するかは、注意深く観察する必要がある。そして、今後、求められるのは、学問の原初的
な営みを見失うことなく、オンラインだからこそ可能で有効なゼミと学問のあり方を模索していく
ことだろう。むしろ、旧来のシステムやディシプリンは、そうした模索の中で組み直されていくの
かもしれない。

「型（ディシプリン）破り」としての自由

葛谷　彩（明治学院大学、7/25ご参加）

今回お邪魔させて頂いた芝崎ゼミでは、コロナ禍で世間が自粛モードに入り、「新しいノーマル」
の名の下にリモート化が進む中、久しぶりに楽しい時間を過ごすことができた。その理由として、
通常指導教員と学生から構成されるゼミに、さまざまな専門をもつ研究者のみならず学校関係者や
カウンセラーなどの専門家が加わり、必ずしも自分の専門に直結しない「国際関係研究」について
語り合うことから得られる知的刺激であろう。すなわち、学生と教員、国際関係研究者とそれ以外
の研究者、研究者と現場の専門家の境界線がとり払われ、自由闊達な議論が可能となったことに由
来する愉悦である。それは今回のゼミで取り上げられた芝崎氏の論文が提唱する「境界の可変性と
異種混淆の可能性」を、実地で追求する企てに他ならない。さらに、その異種混淆性は単なるお題
目ではなく、そこで議論されているのは「学問」とは何か、なぜ行うのかというラディカルな問い
であることも、今回のゼミの魅力であった。この自由闊達さとラディカルさをもたらしているのは
何であろうか。筆者が考えるに、芝崎氏の論攷も今回のゼミのスタイルも、かつての日本の道場や、
福沢諭吉など多くの人材を輩出した緒方洪庵の「適塾」を連想させる。異なる身分や背景を持つ人々
が道場や塾では同輩として付き合い、独学を基本として切磋琢磨し合い、理論と実践が融合してい
る点である。つまり、芝崎氏のゼミや論攷の面白さは、日本の学びの伝統（もちろんこれも固定的
に捉える危険を回避しなければならないが）という「型」に依拠しているからではないか。それは

「型」を踏まえて、これを破ること（＝「型破り」）がもつ面白さである。これが芝崎氏のディシプ
リン批判とその他のポストモダンに依拠した「出羽守」的なそれを大きく分かつ点であり、氏の議
論が多くの人に対して開放的である理由であろう。そして「型破り」の面白さは氏の研究だけでな
く、学問自体が本来もっていたものではなかったか。今回のゼミで得られた最大の収穫に感謝しつ
つ、自分の研究や教育に少しでも還元できればと願う次第である。
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おわりに

形式面でもすべての参加者が毎回異なるメンバー構成、すなわち定例参加者もなるべく前回とは
異なるように班を分け、そこにゲスト参加者が不定期に加わるという形で、毎回誰かしら初対面の
人を含むようなグループでのディスカッションを積み重ねていったのが今年度の「グローバル・リ
レーションズ論」であった。

こうした形式面での重層性・多様性と、それぞれの立ち位置の複数性・多様性が組み合わさる中
で学びが展開された中で、参加者が何を感じ、何を考えたかを執筆していただいたのが前節の「寄
せ書き」であった。個々の寄せ書きに対する応答は控えるが、筆者の研究そのものがもつ特徴や傾
向、研究それ自体が抱える課題や難点にたいする率直なご指摘もあり、今後の研究に生かしていき
たい。また教育学、ケアや心理学、翻訳学との関係など、さらに学際的に拡がりや繋がりが生まれ
うることに対する示唆をいただいたことも刺激となった。

多くの方々に共通しているのは、論文が扱っている研究対象と、論文を扱っている参加者たちが
構築した時間・空間の相似性であった。つまり国際文化交流・異文化交流・「未知との出会い」を、
同じく国際文化交流・異文化交流・「未知との出会い」によって読み解き、語り合ったのではない
かという指摘であった。その「出会い」において、諸論文が中山さんの言葉を借りれば「わからな
さ」を抱えており、その「わからなさ」がいかに「わからない」ものなのかを、学知が生まれる地
点にまで立ち返って「ぶっこわす」方向で論じようとしているため、参加者の「未知との出会い」
もまた同様に「わからなさ」をぶつけ合うことになるというプロセスが看取されたということにな
る。つまり、ある論文が何らかの無謬性を前提としてある答え（だけ）を持っていて、その答え合
わせのために議論したのではないということである。複数の「小部屋」でのそうした議論をふまえ
て、最終的に全体を一望して、書き手としてのコメントを通してその「わからなさ」を共有するこ
とで、それぞれの回の知的営為の意義と射程、残された問題点が炙り出され、議論が閉じていった。

この指摘を受けて筆者は、本稿の題名である「メティエとペダゴギーの往還錬成」という表現に
行き当たった。筆者の研究上の狙い、実際の研究の仕方と、教育上の狙い、教育実践の仕方がある
意味で「同じ」ということであり、それらがすべて絡まり合っているという見立てである。意図的
にそうしようと初めから考えていたのではなく、結果としてこのようにしかならなかったというの
が正直なところであり、「寄せ書き」から改めてそのことに気付かされた。

こうした経験は恐らく筆者だけではなく、すべての研究者に程度の差こそあれ見られることであ
ろう。その一方で、ニワトリと卵の問題ではないが、もともと１人の人間として「未知との出会い」
にさらされるなかで世界の多種多様性と交感できることを望ましいと思っているから往還錬成の方
向に進んだのか、それともそうした特質を抱えた研究対象に引きずられてそうなっているのかは判
然としない。もちろんそれらは相互に影響を与え合っているのであろうが、どちらがどれだけ強い
要因なのかは筆者自身によって分析することは簡単ではない。

ある知り合いの研究者が研究会の場で「社会科学を含めた近代に生まれた学問はある種の「耐用
年数」を迎えており、なぜこの学問がこのように存在するのか、それが何であって何でないのかを
外在的に説明してみせることなしに、無条件でディシプリンに学生を誘導することにはもはや限界
があるのではないか」といった趣旨の発言をしたことがある。冒頭の談志のことばの前半ではない
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が、わかっていることになっていることを無条件でインストールするような形では学問は行き詰ま
り、また「わかったことにしている」ことを「わかりやすく」説明するだけが学問の役割でもない。
今回のように何が「わからない」かを共に知ろうとする形で論文を参加者全員で「開く（undoing）
＝ぶっこわす」ことは、道具としての学問とそれに従事する研究者の「耐用年数」をある意味曝け
出すことであり、それは既存の学問にとってなんらかの突破口を見出す鍵になるのかもしれない。

いっぽう、談志の後半にあるように、こうして「ぶっこわし」て見せることは、学問という知を
不当に特権化することなく、市井に無数に存在する多種多様な知とある意味同じ地平に立って、お
互いから学び合うような形で学問をひらくことにもつながるように思われる。そもそも、人文・社
会科学が考察する対象が基本的に「言語世界」（市川惇信）に属している以上、どのような研究も、
どのような研究の仕方も、どのような教育の場も、どのような教育の仕方も、それぞれが何かしら

「わかったこと」にしている部分と、実はよくわからない部分の両方を抱えている。「描写したこと」
にしている部分よりも、「描写してないこと」「描写できなかったこと」のほうがはるかに多く豊か
であることの方が多い。それは決して悲観材料ではなく、そうであるからこそ、にもかかわらず、
わかろうとし、描写しようとし続けることに意義があることになる。実はこのことは、「寄せ書き」
から窺い知れるこの授業での「体験」そのものを完全に描写しつくすことの不可能性と可能性とい
う形で、本稿にもあてはまる。
「わかったこと」にしている部分に限定しても、学術研究という形をとっているある種の知が示

唆する内容は、往々にしてそれ以前に、そして学術研究以外の形でこの世界のどこかで誰かによっ
てすでに気付かれ、知られていることのほうがむしろ常態で、学術研究の側がそれに単に気付かず、
見過ごしているだけである場合の方が多いようにも思われる。別の所でふれたように、ネグリ／ハ
ートを読んだからグローバル／ローカルなひとびとが声をあげたというわけでは必ずしもなく、ネ
グリたちも認めているように、また谷中学、水俣学といった構想、あるいは「勉強が足りないね」
と市民に喝破された高木仁三郎の気付きなどを想起すれば明らかなように、学術研究の側も無数の
多数多様な声から学ばなければならないということである。往還錬成的な現象は、そうした学び合
いの前提でもあり帰結でもあろう。

そもそも「わかる」ということは、科学が依拠している手法と日常生活において依拠している方
法とで、断絶性もあるが基本的には連続している。やはり市川惇信に従えば、科学の基本であるモ
デル検証法はもともと、経験値としての「わかる」方法の最も原初的な、「試行錯誤法」から進化
してきたものである。成功するまで試行錯誤を繰り返す段階の次に、それによって蓄積された経験
のイメージを使って予測し、予測の結果と観察した結果を比較してイメージの精度を高めていく「経
験を通じてわかる」段階があり、それがさらに知識と方法を共有する形に進化したものが、モデル
に基づく演繹的推論と観察・実験結果を比較して実証／反証を通してモデルを構築していく仮説検
証法である（市川『科学が進化する５つの条件』岩波書店、2008年）。今回もそうであるような人文・
社会科学的考察においては、その領域の本来的な特性からいって純粋な「仮説検証法」にのみ依拠
した考察にはそもそもなり得ないのである。

多様な参加者が学際的な内容についてそれぞれの多様性に基づいて文献を読み合い、議論し合う
時に自ずと使えるのは結局、この３つの「知の技法」であって、それらをどのように使いこなせる
かは一人一人のその時点での状況によって異なるというだけである。今回の授業で展開されたディ
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スカッションにおいて参加者が自ずと拠り所にしたのも最終的には試行錯誤、経験を通した理解、
より一般化でき共有できるような仮説の構築のいずれかであったように思われる。「モデル検証法」
は科学の成立と発展において不可欠の方法ではあるが、それを絶対視すれば、それを反証しうるよ
うな試行錯誤や「経験を通じてわかる」がもっている可能性を見逃すことになる。「寄せ書き」か
ら伺えるのは、どの「技法」も絶対化せずに、お互いがその時々に使えるものを使って（しかも相
手が何をどこまで「使える」かが未知である中でお互いの応答を受け入れ合いつつ）出会う「体験」
でもあったということではないであろうか。

最終回のゲストのお一人は「学問は、基本『なんでもあり』である」という趣旨の発言をされて
いた。以上のような観察からすると、今回の授業は「なんでもあり」にたどり着こうともがいてい
る文献を「なんでもあり」なやり方で、各自が使える道具をすべて使って「未知との出会い」の中
で「わかろう」とすると同時に「わからなさ」を探り当て、さらに「ぶっこわそう」とした場であ
ったようである。その「体験」はモデル検証法的な知にも、「経験を通じて分かる」知にも、「試行
錯誤法」にも今後生かされていくのかもしれない。

本稿はあくまでさまざまな可能性や選択肢があり得る授業実践の一例に過ぎないが、読者のみな
さんの何らかの参考に資すれば幸いである。最後に、本授業に参加されたすべてのみなさんに、心
からの感謝の言葉を捧げたい。




