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はじめに 
 
◎⽬的：対外⽂化政策思想の形成と展開の全体像を俯瞰する（芝崎 2013a）。「思想」＝な
ぜ⾏うのか、なぜ⾏うべきだと考えるのか→何が変わって、何が変わらなかったのか、そ
れはなぜか 
 
◎２つの前提からの離脱（芝崎 1999a）と歴史実証的研究の蓄積：①実践的前提（よいこ
となのでよりさかんに⾏うべき）②『国際関係論』的前提（国家間で⽂化交流を⾏うこと
は⾃明） 
 
◎⽇本の対外態度の奥底に潜む⾃⼰意識の系譜学としての対外⽂化政策思想：⽇本とは何
か＝⽇本にとって「国際」とは何かという問い 
 
◎「⽫回しの曲芸」（辻惟雄『⽇本美術の歴史』東京⼤学出版会、2005 年）：全ての時代を
同じ深さで実証研究することはほぼ不可能、これまでの⾃⼰の研究（⽇⽶学⽣会議、国際
⽂化振興会、⽥中耕太郎、箱根会議、伊藤憲宏、⼊江昭（⽂化間関係）・平野健⼀郎（⽂化
的関係）？）＋既存の研究蓄積をもとにした暫定的パッチワーク 
 
I 国際文化事業：戦前・戦中 
 
A 「文化的使命」と「国民外交」 国際連盟協会、知的協力国内委員会、対支文化事業 
 
・⽂化的使命観：⽇露戦争後 東⻄⽂化の融合（東⻄⽂明の調和、など） 
 「兎モスレバ従来誤解セラレタル我カ国情ヲ真実ニ理解セシムルノ⼀助トシ⼜進ミテ東⻄⽂化ノ
融合ヲ期スル」（知的協⼒国内委員会）「両⽂化の接触点にある関係上幸か不幸か此両⽂化を⼀⼤坩
堝に⼊れて融合し更により偉⼤な⽂化を創造すべき使命を有している」（岡部⻑景） 
 ３段階： 
  第⼀段階：国内での融合（近代以前は東洋⽂化、近代以後は⻄洋⽂化） 
  第⼆段階：⽇本⽂化の「正しい」「対等な」理解の獲得 受信より発信 
  第三段階：世界的な融合をリードし⼈類⽂化、世界⽂化に貢献 
 →欧⽶に対する対等性と、東洋⽂化に対する優越性を同時に主張する 
・国⺠外交：Diplomatie nationale＞Peopleʼs diplomacy 国益を担った国⺠の対外⾏動 
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 ⼊江図式（⼊江 1966：政府＝現実主義、⺠間＝理想主義）との相剋→政府の考える「国
⺠」「⺠間」的でない「国⺠」「⺠間」の対外⾏動の命運 
 
 
B 国際文化振興会とその周辺  
 
・「⺠間」としての国際⽂化振興会(KBS)(1934-72)と⽂化的使命観（芝崎 1999a） 
 「世界ニ対シテ⾃国⽂化ノ内容意義ヲ堂々顕揚シ他国ノ⽂化ト相並ビ相和シテ世界⼈類ノ⽂化福
祉ニ貢献セントスル」「我国並ニ東⽅⽂化ノ真義価値ヲ世界ニ顕揚スルハ啻ニ我国ノ為メノミナラ
ス実ニ世界ノ為メニ遂⾏スヘキ⽇本国⺠ノ重要任務タルヘシ」（趣意書） 
・対外⽂化政策論の原型（予算、欧⽶との⽐較、組織強化など：柳澤健など）、第⼆段階の
強調、「⾃然流⼊」「⾃然流出」をも⽀配するという意識（図１参照） 
・⽥中耕太郎の国際⽂化論（芝崎 1999b）：⽂化的帝国主義批判（岡部⻑景とのメートル法
導⼊をめぐる論争）、⽂化の両律性（個別＝交換、普遍＝協働作業）、オーケストラの⽐喩、
欧⽶・中南⽶での交流実践と⾔論活動 ⽂化国際主義（⼊江）の原型 カトリシズム、新
トマス主義 
・「国⺠」主体の馴致：⽇⽶学⽣会議（芝崎 1999c） 創設者中⼭公威はアジア主義、⼊江
的「⺠間」。後継者（外務省、板橋並治ほか）は国際主義、国⺠外交的「⺠間」  
 ※「滓のようなもの」（中⼭：昭和松陰会、昭和松陰村、天照皇⼤神宮教へ） 
 
C 国際文化事業から対外文化事業、大東亜文化事業へ 
 
・KBS 予算の増加と役割の低下 下請け的な作業 1940 情報局に移管 「国際」⽂化事
業から「対外」⽂化事業へ 初期運営メンバーの交代（樺⼭愛輔、⻘⽊節⼀ら） 形式的
にも対等性、双⽅向性を喪失（⽔平から垂直へ） 
・「⽂化」外交官箕輪三郎の⾔説の変化 ⼤東亜⽂化事業へ 
 「東洋諸⺠族の先覚者として、各国との協⼒を通して世界の⽂化と⼈類の幸福との増進に出来る
だけ貢献すること」(1938)→「今⽇に於いては塹壕めがけて弾丸と共に⽂化の精魂を送り込まねば
ならない」(1940)→「⽇本⽂化を基調として⼤東亜諸⺠族の精神的⽂化的指導をなし以て⼤東亜の
⺠族及び⽂化をその本来の姿において向上繁栄せしむる」「⽇本精神の真髄を敵国及び敵国⼈に放
撃することによって武⼒戦に平⾏する精神的弾丸の役割を果たす」(1942) 
・「対等」な対象=タイ、仏印：⽇泰⽂化会館（1942 館⻑柳澤健）、在仏印⽇本⽂化会館（1943） 
 
II 国際文化交流：戦後 
 
A 戦後の「反省」 
 
・KBS ⽅針の変更と⽬標の不変更： 
 「戦時下ニ於テ有効適切ト信スル⽂化⼯作ニ重点ヲ置」いていた「直チニ事業ノ⽅針ヲ変ヘ戦後
⽇本ノ⽂化的新建設ニ着⼿」（1945）＆「引続キ総裁殿下ノ令旨ヲ帯シテ創⽴当時ヨリノ⽬標ヲ更
ヘス同時ニ⽶国其他外国⽂化ノ国内紹介ニ⼀層ノ努⼒ヲ増シ邁進スルコトニ決定ス」（1946.3） 
 戦時中の下請け仕事を中⽌し、創⽴以来の⽬標を継続して追求 → 「⼆歩後退、⼀歩
前進」 第⼀段階のやり直しとしての⻄洋⽂化の理解不⾜の解消、ただし⽇本⽂化の優秀
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性に対する傲慢な⾃信や⽂化的使命観そのものへの根本的な反省はなされず（加納理事⻑
の問題提起、「KBS 友の会」での議論） 
・箕輪三郎の「反省」(1948)  
 「対外的な政策として取り上げられた⽂化は、権⼒外交の飾りとされ、戦争に前駆し侵略を美化
する役⽬を課せられたことがしばしばであった。いわば、⽂化は鉄拳にかぶせられたビロードの⼿
袋として利⽤されたのであった」 
・KBS 1953 補助⾦復活→1958-59 補助⾦⼤幅増と組織改編構想（牟 2013/2016）→1962
制度改⾰（会⻑に岸信介）、1972 国際交流基⾦に発展的解消 
・KBS と『外交⻘書』 1957 あり（岸政権の役割）、1958-61 ⾔及なし、1962-69 機構改
⾰＋記述継続、1970-プレゼンス低下 
 
B 国際主義と相互理解 アメリカとアジア 
 
・第⼀段階のやり直し 国際主義と相互理解 
・戦後⽇本外交と⽂化（平野 1985）：①⽂化国家の建設（敗戦〜講和）②経済の時代（講
和から 1964 ごろ）③摩擦の時代（1964-77）④⽂化の時代（1977-80 年代前半） 
・戦後の国際⽂化交流の理念（戦後⽇本国際⽂化交流研究会 2005）：第⼀期 ⺠主主義の
普及による世界への貢献 第⼆期 経済活動促進のための相互理解（その後も） 第三期 
政治的役割、⼼と⼼の触れ合い 第四期 国際協⼒構想、⼤国としての責務、共⽣ （図
２参照） 
・アメリカ‐⽇本‐アジア：⽇⽶知的交流への批判的評価（松⽥ 2008 など、国際⽂化会
館に対する対⽶従属、依存という批判）と⽂化的使命観の関係 
 
C トランスナショナリズムと「民間」交流 
 
・『外交⻘書』第１号(1957)のみ、「国⺠外交」概念残存 
 「⼀般国⺠がわが国外交の強⼒な後楯となり、全国⺠を挙げて⼀体となつて国⺠外交を推進する
ことが望まれる」 
・２つの⺠間  
 第⼀の⺠間：国⺠外交的な⺠間 ex.⼭本正、下⽥会議、⽇本国際交流センター  
 第⼆の⺠間：第⼀の⺠間から独⽴したトランスナショナルな交流 ex.秋尾晃正、箱根会
議（芝崎 2009、2010b）、地域からの「国際化」 
・70 年代以降 意図的な交流を凌駕する⾮意図的な交流の爆発過程→グローバリゼーショ
ン 
 
III 冷戦後：ネオリベラル化と市民社会化（オルター・グローバル化） 
 
A ソフト・パワー 芝崎(2007a, 07b, 10b) 
 
・概念の「ねじれ」（図３，４参照） 資源と⾏動の混同 グローバルな伝⾔ゲームの発⽣ 
・概念の変遷（図５参照）イラク戦争以後の「対外⽂化政策」シフト 
・「お墨付き」としてのソフト・パワー 
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B パブリック・ディプロマシー、文化外交論 
 
・パブリック・ディプロマシーと⽂化外交論（櫻井 2009、渡辺 2011 など）：グローバル
化・フラット化した世界でのユニットとしての主権国家の声望獲得競争→ネオ・リベラリ
ズム（新⾃由主義）でありかつ新功利主義（国際政治理論） （広報⽂化外交の制度的あ
り⽅に関する有識者懇談会 2012）：説明責任、パフォーマンス向上、成果評価 
・広報外交とのボーダレス化 ビジネスとの連繋 クール・ジャパン、GNC 論 
・ソフト・パワーと⽂化的使命観 パワーはあくまでパワー 理念は残り、克服されず？ 
「世界で展開する新たな事態に対応するためには、経済的・軍事的影響⼒（いわゆるハード・パワ
ー）のみならず、⽂化の魅⼒や技術の⽔準の⾼さによる影響⼒（いわゆるソフト・パワー）もうま
くいかす必要がある。 
 古来、⽇本は、東⻄の⽂化を柔軟に受け⼊れ、融合してきた。アジア的な価値に根ざしながら⻄
洋的価値を取り⼊れ、⺠主主義をアジアでいち早く導⼊した⽇本だからこそ、果たせる役割は⼤き
い」（外交⻘書 2012） 
 覇権国はソフト・パワーという「ベルベットの⼿袋」をはめるべき（Nye, “Velvet Hegemon”） 
・ユニットの横並びの属性としての（広報）⽂化外交 第⼀の「⺠間」的発想との親和性  
  
C 市民社会化ないしはオルター・グローバル化 
 
・⽂化⾯でのトランスナショナル→グローバルな協⼒・⽀援・援助 グローバル市⺠社会
の領域との交錯（福島 2012、国際交流基⾦ 2008 など） 
・平和構築、共⽣の促進：必ずしも国益に回収されない、第⼆の「⺠間」的発想との親和
性 
・市⺠社会化と⽂化的使命観 メディエーターないしカタリスト（伊藤 1996/2016）とし
ての⽇本？ 
 
※ネオリベラル化と市⺠社会化 拮抗関係と協働関係 その⾏⽅は？グランド・デザイン
（伊藤 1994/2017）は誰がどう描きうるか？ 
※表層的な理念ではなく、その奥底にある思想をどう拾い出していくか 
 
おわりに 
 
◎３つの時期区分：①戦前戦中：国際⽂化事業（とその変質）②戦後：国際⽂化交流③冷
戦後：ネオリベラル化とオルター・グローバル化（市⺠社会化）←ある意味変わらぬ図式 
 
◎２つの思想＝「⽂化的使命」と「国⺠外交」：思想は変わらなかったのか、変わるべきか
否か。考察の主体は「⽇本」なのか「⽇本⼈」なのか（誰が、どこまで） 
 実践の機能：思想を呼び出し、変え、創っていくということ 
 A から B へ、ではなく：アイデンティティの重層的⾮決定性にどこまで開かれているか
どうか cf.脱国⺠国家の思想とオルター国⺠国家の思想（芝崎 2013b） 
 
◎３つの擬制をめぐって 守り・排除・馴致する⼒と裏切り・破ろうとする⼒との拮抗関
係 
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①「国家間関係と⽂化間関係の境界が原則として⼀致する」 
②「⽂化を含めた国境を超えた交流は、意図的なものであれ⾮意図的なものであれ原則と
してすべて国家が管理できる」 
③「意図的な交流のうち国家主体による交流と⾮国家主体による交流は、思想的にも⾏動
的にも原則として相互に背馳するものではない」 
 
※主権国家システム⾃体がある種の擬制（「組織的偽善」クラズナー）を前提にして成⽴し
ている（広義・狭義のウェストファリア史観の機能と効果 （⼭下・安⾼・芝崎 2016）：「国
際関係とは何か」「なぜ、⼈々は国⺠国家に分別されているのか」という根源的な問いを明
らかにできる分野としての対外⽂化政策思想研究 
※２つの前提から離陸できているかどうか：実践者、研究者の課題として 
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