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はじめに 
 
A 本講演の目的：not 到達点 but 中間報告、柳父研究の出発点 
 
①国際文化交流史（『近代日本と国際文化交流 国際文化振興会の創設と展開』（１９９９）、
『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』）（近刊）） 
②国際関係思想史（『近代日本の国際関係認識 朝永三十郎と「カントの平和論」』（２００
９）） 
③理論・思想・哲学の背景にある人間観・世界観（『国際関係の思想史 グローバル関係研
究のために』（２０１５）、『ウェストファリア史観の脱構築 歴史記述としての国際関係論』
（共編著、２０１６）、『「国際政治学は終わった」のか 日本からの応答』（共編著、２０
１８）） 
 
B 「外側」からみた観察、むしろ「内側」が未知の状態：みなさんとの「出会い」 
 
C 「わたし自身」の出会いとして 
 
・柳父章の普遍性に関する、字面だけをもとにした主観的な考察：我流「国際関係思想」
的手法（田中耕太郎、朝永三十郎（とカント）、ジョセフ・ナイ、ケネス・ウォルツ、アン
トニオ・ネグリ・・・ボブ・ディラン） 
 
D 「日本」における独自の学問に関する思想・理論的問題提起をいかに発掘継承するか 
 
・単なる西洋中心主義／植民地主義批判、ポストコロニアリズム／モダニズムに回収され
ない形での探求→「国際関係研究」を「グローバル関係研究」に発展的に展開するには？ 
・言葉と人間の関係への考察：「日本の国際関係研究における独自性と普遍性 国際文化交
渉論の視点から」（近刊） 
 
E 構成 
 
 I＝柳父へと至る道 → II＝書評論文「翻訳・文化・人間」（２０１８） → III＝平
野健一郎 vs 柳父章 → IV＝人間とは何か、世界とは何か 学問の限界と刷新可能性 
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I 柳父章との「出会い」 
 
A 出発点としての国際文化論 文化触変論（文化人類学）→(III) 
 
 ・平野健一郎『国際文化論』（２０００）：70年代以降、「国際関係と文化」に着目（ほ
ぼ同時に入江昭 cf.「国際文化論における二つの文化」（２００２）） 
・（International Relations, International Politics, International Studies, etc.）＝（国

際関係論、国際政治学、国際関係学ほか）という不思議。 
 ・「国際」という言葉はそもそも何か？ 平野「求む、『国際』に代わる新しい言葉」（２
００８）：「国際」と「グローバル」の狭間で考える 「グローバル関係研究」？ 
 
B 「そふと・ぱわあ考」（２００７→２０１５） 
 
 ・21 世紀初頭の、Soft Power 概念（ジョセフ・ナイ）が席巻する状況への違和感、た
だし翻訳プロセスよりも概念流通に力点→ユクスキュル、大森荘蔵、柳父章 
 ・翻訳語（漢字熟語とカタカナ語）が支配する IR と ir、「外国交際」と「人間交際」の
連動（柳父）：日本語で書くことと英語で書くことの関係をいかに積極的に活用するか 
 
（国際関係研究・教育の）第3の方向性は、第1の方向性の発展型であり、おそらく一部の研究
者はこれまでもそうしてきたし、今もそうであり、これからもそうであるであろう、「対抗知」を生
み出すようなあり方に、より自覚的に取り組んでいく方向である。端的に言えば、日本語と英語の
異文化接触が持つ緊張関係に対して敏感でありながら、英語を公用語とした研究・教育と、日本語
に基づく、単なる「化け物的文章」や「貼り雑ぜ屏風」に堕さない研究・教育とを両立させていく
方向性である。 
 この方向性は、一切の公用語を排するのでもなければ、一切の翻訳語を排するのでもない。「カ
セット効果」を持つ言葉の強みを最大限に生かし、弱みを最小限に抑えることをめざす行き方であ
る。具体的には、翻訳語に依拠した知の受容は引き続き継続しつつ、一方で日本語の日常の現実に
即した言葉遣いの中でその言葉を移し替えていき、もう一方では、日本の現実や歴史に関する事例
研究に基づいて「普遍的」な一般概念それ自体を問い直すということである。いってみれば翻訳語
の利点を逆手にとって、相手をいったん「カセット」として受け入れておいて、その後で自分たち
の視点を加えて、国内そして世界へ投げ返すということである。これは、いわゆる「敵対的文化触
変」に近い姿勢である。 
 前者と後者は、密接に関係している。前者は、「世間」と「社会」を峻別するような日本社会の
あり方に良い方向への変化をもたらすものでなければならない(もちろん、それがどういう意味で
「よい」のか、また本当に、「よい」変化だけをもたらすかどうかは、そう簡単にはわかるものでは
ない)。後者は、西洋の概念で日本を分析するある種の拝外主義的分析から、単に西洋の概念は日本
で通用しない、というある種の排外主義的な分析へシフトするということではなく、西洋・非西洋
を問わず、世界の多様な有り様を含めた、人類レベルでのより「普遍的」な学問を生み出すための、
日本の固有性に根ざした探究として、世界全体の総合的な理解に資するものでなければならない。  
 「独り言」でもなければ「貼り雑ぜ屏風」でもなく、「化け物的文章」でもない国際関係研究を
生み出していくことは、明治初年に福沢諭吉や中江兆民が頭を悩ませたのと同種の困難に、２１世
紀の現実 を生きている日本の国際関係研究者を立たせることになる。と同時にその成果を、公用
語を用いて発信し対話していくことも同時に要請されている。soft power を皮切りにした国際関
係現象としての国際関係研究、そしてそれを支える国際文化論がめざすのは、そうした研究を生み
出すことであり、そうした研究そのものたろうとすることなのである。「国際関係を考える」ことを
考える本研究は、これらの課題に立ち向かうための地ならしとして構想され、実践されている。  
 
 



 3 

C 書評論文 2 点 
 
・” Translation, Culture, and Humanity : Implications of the thought and theory 
of Akira Yanabu for advancing the study of global relations”、「翻訳、文化、人間――
柳父章と国際関係研究」（２０１７，２０１８）→（II） 
 
・授業（グローバル交流論）の必読文献としての柳父 
・『国際政治』（日本国際政治学会）への柳父論 果たされなかった依頼と回ってきたお鉢 
・柳父的な視座と平野的な視座をどのように結合できるか→（III） 
・人間論としての可能性→（IV） 
 
II 「翻訳、文化、人間――柳父章と国際関係研究」（２０１８） 
 
 A 柳父氏の経歴 
  
 ・1928 東京生→高等学校で平岡昇・小林秀雄→1948 サナトリウム生活（８年間）、線
量・復興期を「外部」から（文学を読みつつ）観察→東京大学入学（教養学部国際関係論）
（理論物理学専攻予定から「文転」）→在学中から評価、安保闘争にも参加、卒論はアルジ
ェリアの独立運動→私塾・非常勤教師→1972『翻訳語の論理』、寺子屋教室（1973-）での
講義など、執筆、研究→1987 桃山学院大学教授、山崎賞→2018 逝去 
 ・①在野／外部からの視点＋②評論家・学際性＋③戦前教養主義＆構造主義的手法 
 
 B 翻訳 
 
 ・「物としての」言葉、カセット効果論、「分からない」言葉としての翻訳語 
 ・翻訳語の規範概念化と演繹的思考の形成（帰納的思考を阻む） 
 ・万葉集から大日本帝国憲法、福沢諭吉、小林秀雄ほかに至るまでの幅広い考察 
 ・日本語、文体論 
 
 C 文化 
 
 ・翻訳文化としての日本文化、翻訳学問批判、「秘」の思想（シンメトリーvs オモテ・ウ
ラ）キリシタン、カースト制、天皇制まで 
 ・日本文化のこうした特質をめぐる評価：批判的要素から両義性へ？ 
 
 D 人間 
 
 ・原点としての「親父コンプレックス」 
 
柳父自身の「出会い」の現場に関する手がかりとなる証言として、柳父自身は自己の学問の原点を
「親父コンプレックス」にあると述べている。家父長制の下、武士の家庭の名残を引きずって「ム
スッとして」「何を聞いても「いかん、それはいかん」という権威的な父親が敗戦に伴い商売に失敗
するなどして「みじめな父親」になる経緯を旧軍人の凋落や「民主的」になろうとしている天皇の
変容と同時に目の当たりにし、「威張っている権威・権力というものは、内容がとても薄っぺらだ」
「インチキだけれど、世の中には権威・権力というものがあり、それに抑えつけられている人たち
がいる。自分はその権力を暴露するんだ、という意識」から、難しい漢字翻訳語もまた「大事にさ
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れていることは、一見よく分からない」のであって「それは薄っぺらなものなんじゃないか」とい
う着眼を持つようになったという（『未知との出会い』202－204ページ）。（書評論文より） 
 
 ・「未知との出会い」 
 
①出会いの現場の重要性 

 
 一般に、A と B との出会いを、科学的・客観的に考えるとすると、どうするか。まず A につい
て考え、またBについて考え、次にそのAとBとの出会いを考えるだろう。しかしこれは、「出会
い｣の視点からの考えではない。 
 「出会い」の視点では、最初にAまたは Bの主体的立場から出発する。次に、そのAまたは B
が、相手のBまたはAに｢出会う｣ことを考える。つまり、これから｢出会う｣BまたはAのことは、
よく分かっていない、という前提がある。｢出会い｣は、「未知」との「遭遇」として始めざるを得な
い。 
 いわゆる学問的・科学的方法というのは、｢出会った｣後に振り返って全体を見返す視点に立って
いるのだ。全体を見渡す視点ならば、なんとなく客観的で科学的に感じられるのだろう。だが、こ
れでは「出会い」の問題はよく理解できない。（『未知との出会い』28-29ページ） 
 
②シンメトリー原理 vs オモテ・ウラ原理 

 
・シンメトリー構造観：平等・等価が成り立つという原理 プラス面とマイナス面 

現実は平等・等価として整理しきれないのに、整理しきれないものはないものとみなされ
る（方法論の存在論化） 
 

・オモテ・ウラ原理：平等性・等価性のオモテと、解消しきれないウラの貼り合わせ
→日本語の場合、近代以前はオモテ＝漢字、ウラ＝かな、近代以降は西洋語＝オモテ：漢
字＝ウラ、漢字＝オモテ：カナ＝ウラ より普遍的なのはオモテ・ウラ原理（シンメトリ
ー構造観の完全否定ではない点に注意） 
 
これからの世界で、異質な文化との出会いがますます多くなっていくことを考えると、この原理
による考え方は役に立つし、有効であるのではないか。異文化の出会いは、オモテとオモテから始
まるのだが、そのオモテとは、そのウラを前提としたオモテと心得るのである（『未知との出会い』
12ページ） 
 
・言葉の限界を扱うための言葉の研究？ 
→言葉を超えたところにある人間を動かす原理→(IV) 
 
III 平野健一郎 vs 柳父章 
 
 A 『国際文化論』における「文化触変論」と柳父の翻訳文化論 
 
・平野健一郎における文化触変論（図３参照）：文化要素と文化要素の関係をめぐる考察 
・文化触変(acculturation)： 「異なる文化をもつ集団が、持続的な直接接触を行って、
いずれか一方または両方の集団の元の文化の型に変化を発生させる現象」（ハースコヴィッ
ツ） 
 ・文化は常に動き、変化し、同時に安定しようとする 
・主に扱う局面は近代以降の西洋 vs 非西洋  
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→特に非西洋の側の抵抗、「敵対的文化触変」に着目 
 ・双方向に起きるが、一方向ずつ考察する 
 

 
 
  ・これはまさに「｢出会った｣後に振り返って全体を見返す視点」からの考察。 
  ・この視点と出会いの現場の視点を建設的に統合する学問は可能か？ 
 
 B 国際文化論の原点としての B・シュウォルツ、平野健一郎訳『近代中国の知識人と
西洋』（１９６４／７８）＋平野「国際文化交渉論の現在 シュウォルツの厳復論から国
際文化論への軌跡」（２００９） 
 
 ・翻訳の経緯(1973-) ハーバード在学中に読み、謦咳に接した衝撃→満州研究→アメ
リカの受け売りでない国際関係論を！「翻訳の翻訳の翻訳の翻訳」（ヨーロッパの著作←厳
復の中国語訳←シュウォルツの英語訳←平野の日本語訳） 
 ・「国際文化交渉の４つの枠組」（平野 ２００９） 
 ①文化と文化の衝突を、「明瞭に認知される物体が、もう一つの動きの少ない物質に衝
突していくイメージ」としてではなく「未知数と未知数がぶつかる」ととらえる。 
 ②「出会いの場」（平野）としての文化と文化の衝突。 
 ③双方の文化・世界の特性に可能な限り没入する。 
 ④文化拘束性を十分に自覚する：「もちろん、自己の文化の外に立つことはだれにもで
きないのであって、われわれはみな『文化に拘束されている』のである。にもかかわらず、
文化の基底に、あるいは文化の彼方に、普遍的な人間性の領域が存在していると考え、そ
れによって、一定程度の自己超越が可能になると望んでもよいであろう」（シュウォルツ） 
 

国際
交流
論2
01
0
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Cf.『「ゴッド」は神か上帝か』（１９８６／２００１）との比較分析の可能性 
  
 C 「未知との出会い」と国際文化交渉 相互補完的な接合は可能か 「ディシプリン
の国際文化交渉」（２０１８） 
 
 ・平野は、文化の多義性＋重層性を強調→柳父における「オモテ・ウラ構造」との親和
性 
 
 多義性：「それぞれの文化要素が潜在的に持っている多義性に加え、一つの文化要素が他
の文化要素との関連で営み出す機能も多様でありうる。時代の状況、社会の関心との関連
で、そうした多義性と多様性のどれが前面に出てくるか、そのメカニズムが文化変容でな
いか」（平野 ２００９） 
 重層性：「国際社会を、複数の次元上に存在する集団間̶主権は持たないかもしれないが、
特有の文化を持つ集団間̶に発生する文化触変を、重要な国際関係とみる、という考え方」
（平野 ２００９） 
 
 ・「ディシプリンの国際文化交渉」の展望  
 
 ディシプリンの国際文化交渉史の焦点が、日本語と外国語（主に英語）の間での言葉の行き来と
いう現象にあることはすでに述べた。平野が言うような国際文化交渉において生の現場で展開され
ているのはまさに、こうした言葉と言葉の間の関係なのである。「日本の」国際関係研究者は、いっ
ぽうで日本語の翻訳語で書かれ、構築された文章を読み、翻訳語で考え、書き、教える。それと同
時に、主に英語で書かれ構築された文章を読み、考え、書き、教えている。分野や素材によって程
度や度合いは異なるが、こうした日本語と英語の行き来の中で、それぞれの言葉にどう出会ったの
かを微細に検討し、平野や柳父の提示した構造の中でどのような思考を紡ぎ、どのように言葉を理
解し使っていったのかを解明していくことが、ディシプリンの国際文化交渉史の核心にある分析と
なるであろう。 
 かくして、オモテで扱われている専門用語のやりとりの裏側に、存在した/するにもかかわらず
隠蔽され忘却されたウラでの「もの」としての言葉という「未知」との出会いの局面を分析してい
くことが、ディシプリンの国際文化交渉の課題となる。それはいってみれば、表面的な研究史の裏
側に存在する原的な思考の足跡を、言語の複数性、日本語と英語ないし他の外国語との行き来、原
語・翻訳語・日常語との行き来の中でたぐり寄せることを意味する。さらにいえばそれは、表面的
な言葉の意味ではなく、その言葉を通して、また英語・翻訳語・日常語などの重層的な行き来を通
して何をどのように感じ取り、考えたのかを知ろうとすることを意味する。言葉のやりとりそのも
のではなくそのやりとり自体を通して何を考えていたのかというところまで解明するということ
である。 
 
 
IV 人は何によって動かされているのか。人間の根源を問う 
 
A 柳父さんからいただいた葉書 
 
「私は今、言葉について、こんなことを考えています。言葉は本来、音声で表現されるも
のです。文字で表現するようになったのは、ずっと後のことです。学問思想は、もっぱら
文字コトバで考えていますが、これでいいのでしょうか――」（二〇一八年九月三〇日）。 
 
・言葉と音声と思考の関係 人がものを考える、わかる（わからない）とは何なのか？ 
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B 大森荘蔵、ユクスキュル、真木悠介、戸田正直・・・と柳父 
 
 ・言葉や文字を超えた何かにより本質がある＝それにより見失われてきた大事なことは
なんだったのかを考え抜く姿勢 記述できないところに豊かな本質が淵源する それをい
かに記述しうるか、という難問。 
 ・19 世紀的パラダイムを前提とする近代社会科学・人文科学の限界と柳父→柳父的視
座を生かし切るには、近代社会科学・人文科学の根源を突き崩して新たな学問を再構築す
る必要があるのではないか？→柳父理論・思想には、既存の学問に単純に「継ぎ足し」「建
て増し」できないところに深い意義があると同時に、「継承」のハードルが高い部分がある
のではないか？ 
 
 ・大森荘蔵の「重ね描き」（科学的描写と日常描写）、真実の百面相、言語的制作として
の過去：オモテ・ウラ構造論との親和性（『流れとよどみ』、『時間と自我』など） 
 ・ユクスキュル『生物から見た世界』：Umwelt のほぼ無限の多義性・多様性を無視する
科学的描写、両者をいかに統合しうるか 
 ・真木悠介：マルクスに見る等価交換の論理の異様さ、先住民の文化の多様性・多義性
と近代社会をめぐる比較考察（『気流の鳴る音』など） 
 ・戸田正直：感情の野生合理性と文明合理性、人間を含めた動物の状況認知は「知覚イ
メージの断片」（ダイナミック・スキーマ）を読み書きすることで→人間は言葉によって物
を考えていない（戸田正直『感情』第２版、２００７）：言葉は「凍ったダイナミック・ス
キーマ」、「文法」による「解凍」。 
 
・ネグリ＆ハート（感情、愛、笑いと人間の力）、発想の共通性と限界 
・ディラン（「歌」は「文学」ではない。パフォーマンス芸術としてのディラン（ポー

ル・ウィリアムズ）） 芝崎「ボブ・ディランという音と平和学」（２０１９） 
 
おわりに グローバル関係研究の基礎的視座としての柳父章 
 
A 柳父章研究の地平をいかに拓くか：過大評価と過小評価のあいだで 
 
 ◎基礎的な事実の発掘（資料収集、オーラル・ヒストリー）とその思想・哲学最大範囲
の射程の把握の往復運動による正面突破が必要 
 
B 国際関係研究からグローバル関係研究へ 
 
・Global IR 論（アチャリア）、グローバル・ヒストリー論（羽田正）において置き去りに
されている論点としての柳父の翻訳・文化・人間論 
 
Ｃ 柳父章：近代社会科学・人文科学の根幹をなす普遍的な構造的特質との対峙＋「日
本」「日本語」固有の問題との対峙 両者をいかに引き継いでいくか 


