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[論文]

戦後日本における「国益」概念の淵源

一“nationalinterest"をめぐる翻訳論的考察-

大山貴稔

はじめに

「国益 (nationalinterest) Jは国際政治学の基礎的な概念の一つである。国家

は国益に基づいて行動するという命題は初学者に教え込まれる基礎的な知識と

されてきた。そのうえ、「国益Jは学問の世界だけに止まらず、政治の世界で

も頻繁に用いられている(図1)。近年では、第96代内閣総理大臣の安倍晋三も

「国益を守る、主張する外交」を施政方針として掲げていた(1)。このように、「国

益」なる概念は国際政治学/対外政策論の中枢に据えられており、他の概念と

は異なる重要な位置づけを占めてきたと言えるだろう。

だが、「国益」とし、う概念がこれほどまで重視されるのはなぜなのか。「国家

の外交は第一義的には国益の増進を目的とすべきものであるし、そのように認

識しなくてはならなしリ ωと言われてきたが、こうした規範的な言明だけが重

要性を帯びる所以であろうか。「国益」という概念を用いることで新たな思考

に拓けてきたのだろうか。このような違和感を踏まえつつ、本稿では「国益」

とし、う概念が日本社会に根づく経緯を明らかにしたい。そもそも、なぜ、どの
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ようにして「国益」概念、が国際政治学/対外政策論の中枢に据えられるように

なったのか この素朴な疑問を端緒とする考察である。

周知の通り、“nationalinterest (以下、 NI)"概念については幾多の論考が記

されてきた。英語で書かれた論考だけに止まらず(3)、日本語でも多くの成果が

発表されている(へとはいえ、その殆どがアメリカにおける“NI"概念、のあり

方について検討した論考である。日本では英語圏から学び取る概念として捉え

られる傾向が強かったため、同概念が日本で如何に受容されたのかは姐上に載

せられなかったと考えられよう O 例外として、「国益」概念が多用された小泉

帝竜一郎政権期の様子を取り上げた論考もわずかにあるが(5)、それよりも前の時

期に関しては概観的な理解に止まるか(6)、当時の時評から読み取れる範囲の局

所的な理解に止まっている (η。

こうしたなか、本稿では戦後日本における「国益J概念の淵源を実り出そう

と試みる。“NI"なる概念、が日本でどのように受容され、流布するに至ったの

かを跡づける試みとも言えるだろう。この課題に取り組むにあたり、本稿では

翻訳論的な見地から分析を行っているへ“NI"ニ「国益Iという定訳を自明

視せずに、“NI"をめぐる翻訳/意味づけの多様なあり方を見据えようとする

姿勢である。この視座を採ることで、“NI"をめぐる翻訳/意味づけが「国益」

に収数する過程で抜け落ちた思考も浮かび上がってくるだろう O そこには「国

益j としづ概念を聞い直す契機も潜んでいるように思われる。

本論では以下の構成で論を進めてし、く。まず、第l節では“NI"概念が日本

に流入してきた1950年代の状況を組上に載せる。繁明期の日本の国際政治学を

概観したうえで、戦後初期のアメリカ留学経験者である川田侃の“NI"批判

を取り上げる。そして、京都学派的見地やマルクス主義的見地、さらには日本

国際政治学会の内側からも批判が相次いでいた様子を描き出し、“NI"が積極

的に輸入された概念ではなかったことを当時の翻訳/意味づけとともに明らか

にする。

続し、て、第2節では「国益J概念が流布する 1960年代以降の状況を姐上に載

せる。“NI"概念を積極的に内面化した高坂正完らの新たな潮流に触れた後、

対米不信/自主防衛論の高揚と絡み合う形で「国益」概念が流布したことを明

らかにする。そして“NI" 国益」概念が学術界にまで浸透する様子を跡

づけて、この過程で価値の相魁を捉える視座が薄れたという見解を示す。これ

らの試みは“NI"概念の受容史としてだけでなく、戦後日本における国際政

治学/対外政策論の断面図としての意義もあるだろう(叫。以上の記述を踏まえ
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つつ、終節では冒頭の問題意識と関連づけて若干の考察を行いたい。

1 .学術的概念としての流入一一1950年代を中心に

(1)前史一一繋明期の日本の国際政治学

日本の国際政治学は20世紀前半に胎動を始めていた。分水嶺を成したのは第

一次世界大戦を端緒とする国際連盟案の浮揚である。一国の繁栄を中心に据

えた見地よりも、世界の安寧を見据えた普遍主義的な国際秩序観が求心力を

高めていた。この新たな関心/動向を捉えたのが「国際政治」という概念であっ

た(Iぺ一回の繁栄を目指す「外交政策」などの概念とは意識的に区別されて

おり、全世界的な統治のあり方に焦点を当てるものだ、った。学界ではケルゼン

(Hans Kelsen) の純粋法学が影響力を有しており、既存の国際法秩序を所与と

する静態的な考察が活況を呈していた (11)。総じて、世界という見地が求心力

を有した時期であった。

だが、満州事変の勃発を機に風向きが変わってくる。国際連盟からの日本の

脱退も相候って、普遍主義的な国際秩序観に対する懐疑の念、が強まっていた。

そこで脚光を浴びたのが渡米前の国際法学者モーゲンソー (HansJ. Morgen-

thau) の議論であった(ロ)。当時の国際情勢が国際法秩序と恭離を広げていくな

かで、規範と現実の緊迫関係を彼が取り上げていた故であろう。国際秩序を動

態的に捉えるための手掛かりとして、田畑茂二郎ら気鋭の国際法学者が積極的

に読み解いていた。しかし、秩序を動態的に捉える見地が足掛かりとなり、東

亜新秩序を正当化する議論も展開されることになる。こうして地域主義的な国

際秩序観が世を賑わすようになるにつれ、全世界的な統治を見据えた「国際政

治」の概念は後景に退いていった。

国際政治学と銘打つ著作は神川彦松による『国際政治学概論Jl(1950年)を

鳴矢とする。神川|の著作に戦前戦中期以来の論者が続いたことで、新たな学問

を開拓する営為が活気づくことになる。当時は英語の独占的地位が築かれる前

の時代であり、 ドイツ語やロシア語の文献を参照した著作もまだ多かった。だ

が、次第に新たな世代が言論活動を本格化させるようになり、脚註を英語文献

で埋める著作が増えてくる。そうしたなかで、アメリカの時流が日本に流れ込

むようになるのである。
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(2) アメリカ留学の所産一一)11田侃『国際関係概論』をめぐって

アメリカの時流を持ち込んだ先駆者として川田侃が挙げられよう。矢内原忠

雄の薫陶を受けた一人であり、矢内原退官後の52年度から講義「国際政治経済

論」を引き継いでいた人物である。同講義を受け持つようになって以降、川田

はアメリカの国際関係論の沿革を紐解く作業に取り掛かっていた(口 55年6月

から57年5月にはハーヴァード大学で留学する機会にも恵まれている。これら

の蓄積を活かして執筆されたのが『国際関係概論11(1958年)であった。アメ

リカ留学経験者による初めての教科書的著作であり、英語圏の議論を手広く網

羅した仕上がりとなっている。

同書で未開拓の学聞を語るにあたり、「国際関係論の起りとその研究の意義」

が冒頭に記されている(は)。国際平和を求める熱情に鼓舞されてきた沿革につ

いて述べつつも、理想に惑わされない冷厳な分析が必要であるというのである。

一見、よくあるユートピアニズム批判であろう。だが、川田はこれに止まらな

い。返す刀で I現実主義」をも斬りつけている。

日く、「もし国際関係論の研究が、一国の利己的な国家的利益を擁護促進す

るとし、う狭隆な見地からなされるとすれば、それはすでに主観のいちじるしい

表われであり、みずから学問的根拠を喪失する J(15)。そのような「虚偽の学

問的装しリを帯びた議論が「現実主義」を「傍称」するならば、国際関係論は「戦

争をも肯定し、それを正当化する『口実を提供する学問』となり果てるであろ

うJ0 I一国の利益Jではなく「世界の利益、世界の平和」を見据えるべき

こうした主張を根幹に据えていた故の感覚であろう。

川田が留学した当時のアメリカでは“NI"概念が流布していた。モーゲン

ソーのInDそfenseof the National Interest (1951年)やケナン (GeorgeF. Kennan) 

のAmericanDiplomacy (1951年)が刊行され、“NI"概念を前面に出した議論

が活況を呈していた時期である。対外政策において「普遍的な道徳原貝IJJ を貫

こうとする姿勢を難詰し、利用可能な手段を踏まえて目的=“NI"を見極め

ょとし寸論調が基底を成していた(16)。この議論を索引したそーゲンソーはハー

ヴ、アード大学でサマー・スクールを開いており、そこには川田も欠かさず出席

していたようである(17)。こうしたなかで、一国の「利益」に局限しがちな傾

向を川田は感じ取ったのではなかろうか。“NI"が如何なる文脈で着目された

概念であろうとも、川田には「世界の利益、世界の平和」という観点が希薄化

したように見えたのだろう(18)。

そもそも、川田は経済や社会、文化といった多様な要素が錯綜する現象とし
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て「国際政治Jを捉えていた(jへその観点から見れば「一切の政治を力の闘

争に分解して解明するJ議論は視野狭窄に陥っていた(2へ少なくとも、権力

闘争が前景化する仕組みを解明すべきと考えていた様子が窺える。あわせて、

国家の「力」を的確に評価することは難儀を極めるという理解も川田にあった。

「力に対する評価は不可避的に各国当局者の恋意的な主観に委ねられざるをえ

ない」にも拘らず(21)、いたずらに ItJ Jを強調するアメリカの時流には危倶

の念を抱いていた。つまり、「国家的利益j なる概念を習っていただけでなく、

その基底にある「国際政治j観をも論難していたのである。留学の成果物はア

メリカの国際政治学に対する痛烈な批判を苧んだものだ、った。

この背景には思師である矢内原の影響を見て取れよう。矢内原は植民政策学

の泰斗として周知の人物である。戦前戦中期には弱者に対する侵害の阻止を「正

義」と捉え、日本の植民政策の難点を時勢に屈せずに衝し、ていた(2ヘ戦後の

矢内原は「正義」概念を後退させ、「平平.和J概念を前景化させるようになる(凶2幻却3剖)

超国家的な共通意識がj福函養され、「世界国家/世界連邦」が立ち現れた様態を

見据えていたようである。川田の『国際関係概論』はこの議論から示唆を得て

いたのではなかろうか(2ヘ川田自身、矢内原の「人格と学風にJ郎、影響を受け」

たと後に振り返って述べている (2ヘ矢内原譲りの問題意識とアメリカの学術

的趨勢の羊離が引き金となり、『国際関係概論』の鋭利な筆致が生み出されて

いたのだろう。

(3)視座の交錯一一世界史学・階級闘争個パワー論

アメリカの時流を意識したのは渡米経験者だけではない。戦中期以来の論者

の中にも時流を吟味していた者がいた。その代表例がドイツ歴史主義に傾倒し

ていた鈴木成高の議論である。かねてより抱いていた京都学派的な見地 「世

界史的世界/近代の超克」 からアメリカの論調を捉えていた(刻。

アメリカの“NI"論争に触れた鈴木は、マイネツケ (σFrie吋d合削richMein問1児ecはkeω) が

取り上げた「国家理由/国家理性J(s瑚t句aa拙t臼sr凶as叩on叫)概念を想想、起した(2幻ぺ7

道徳徳、といつた中世的/超政治的なものが失墜した近代ヨ一ロツパで脚光をj浴谷び

た概念である O 政治的論理のなかで自己保全に勤しむ権力国家の「理性」とし

て位置づけられたものだった。この概念と「国家的利益/ナショナル・インタ

レスト」を重ねて捉えていたのである(制。こうした理解に基づいて、アメリ

カ及びソ連が台頭している現況を「シュターツレーゾンの最高段階」と鈴木は

憂えていた(29) 原爆」保有国の対峠は世界の破滅を招きかねない事態であり、
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「政治と倫理との背離」が「限界状況に到達した」と危機感を抱いていたので

ある (30) 絶望的な失調に直面」した「国家理性」を絶対化するのではなく、

むしろ顧慮すべきは「世界理性Jではないかと鈴木は訴えていた (31)世界史

的世界j の確立を掲げた戦中期以来の視座が貫かれていたと言えるだろう。

とはいえ、「理性」と「利益Jのあいだには相違もあった。丸山員男が依り

込んだ随路こそ、両概念の懸隔を象徴しているものであろう問。丸山もまた、

マイネッケの著作に触発された一人であった(3ヘドイツ帝国が第一次世界大

戦に突き進んでいく様子を捉えたマイネッケの記述に衝撃を受け、戦中期の日

本における熱狂的な情景を思い浮かべていたのである。国民大衆を席巻する排

外主義的ナショナリズムに為政者らも巻き込まれ、権力の自己抑制能力たる「国

家理性」が失われたというマイネッケの分析を、戦中期の日本の状況に重ね合

わせようと試みていた。

だが、「国家理性」を失っていく過程は民主化/大衆化と枚行して進んでき

た現象で、あった。そのため、理性と情念を対時させるドイツ的文脈を踏襲する

ことで、外交政策の民主化やナショナリズムの評価をめぐって丸山は葛藤を抱

え込むことになる。一方では国家理性的見地からの判断があり、他方では丸山

自身の内政的な価値選択があり、相異なる両者のあいだで如何に折り合いをつ

けるかと煮え切らずにいたのである。ここに新たな角度から光を当てるのが「利

益(interest)Jとし、う概念であった。人聞をそもそも情念的な存在と見倣した

うえで、そのなかに潜む理性的なものを合理化する思考へと方向づける概念で

ある。この新たな切り口が広く用いられるようになるのは60年代に入ってから

のことになる。

さて、50年代はマルクス主義が隆盛を極めていた時代でもあった。そのため、

民族/階級を国際政治の構成要素として捉え、圧迫民族と被圧迫民族の関係に

焦点を当てる視座が求心力を有していた。こうした見地からは国際政治学そ

のものが冷淡に眺められていた刷。 I~国際政治』から民族や階級を疎外」し

た「ブ、ルジョア的国家論」が大勢を占めていたからである (35)。国家中心的な

「国家的利益J概念に対する懸念の声も上がっており、「ことばの厳密な意味」

を考えれば I~民族的利益j] (national interest) Jではなし、かと批判を加える者も

いた(制。「国家的利益/国民的利益/民族的利益」の「意味するところは相当

の食いちがし、がある」と』意識されていたのである (37)。

これらの潮流が渦巻くなかで、日本国際政治学会の学会誌『国際政治j] (第9

号、 1959年)では「国際政治学の体系」と銘打つ特集が組まれていた。日本の
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国際政治学を軌道に乗せるべく、諸外国における国際政治学のあり方に関心が

寄せられていたのだろう。なかでも重点が置かれていたのは英語圏の国際政治

学だ、った。とりわけ、モーゲンソーの議論一一「ナショナル・インタレスト」

と「パワー」の概念一ーには盛んに言及されていた(制。

だが、ここでも「ナショナル・インタレストj に対する評価は手厳しい。「国

際政治の行動主体と国際社会との歴史的性格の掘り下げ方」がまだ甘く、「十

分な説得力と明確さを欠く」というのである(問。「パワーと道義」の洞察を歓

迎する声とは裏腹に、「ナショナル・インタレスト」の論究のあり方は多くの

批判を招いていた。「国民的利益」という「きわめて抽象的かっ不明確な[…]

概念を素朴に定立して、[……]国際政治の歴史的過程を記述すること」に違

和感を抱いた岡義武と通じる視点と言えるだろう (40)。モーゲンソーが「国際

政治の政治構造を体系的に分析したJことは「高く評価」されていたのだが、「国

家聞の関係」ばかりで「国内体制」が等閑視されていると感じられていたので

ある (4])。

要するに、“NI"なる概念は各見地から論難されていた。同概念には冷やか

な視線が注がれており、積極的に復唱されるには至っていない。それどころか、

世界史的見地やマルクス主義的見地によれば、“NI"概念が前景化しているこ

とは憂'催すべき事態で、あった。また、草創期の日本の国際政治学でも同概念の

暖昧さが答められていた。fL:漢としたアメリカ経由の概念は「ナショナル・イ

ンタレスト」と片仮名で表記される傾向にあり、容易に翻訳しえない異質性を

留めていたように見える。英語圏の国際政治学に対する関心は高かったものの、

“NI"概念に関しては附随的に流入したに過ぎ、なかったと言えるだろう。

2. 政治的概念としての流布一一1960年代を中心lこ

(1)“NI"概念の内面化一一高坂正莞の登場を中心に

実のところ、 50年代末には“NI"概念の内面化を試みる人びともわずかにい

た。防衛庁の管下にある防衛研修所の人びとである。同研修所内の講義では「ナ

ショナル・インタレストj の概念、が頻りに取り上げられており、国防政策の策

定に欠かせない概念体系の一環として位置づけていた様子が窺える (42) 誤っ

た印象を植えつける虞がある」からと「ナショナル・インタレス卜」と標記さ

れていた(43)。学界とは違って“NI"概念を積極的に受け入れてはいたものの、

あくまでも研修所の内部で交わされた議論で、あった。同概念をめぐる共時的言



120 2018年12月

説が大きく揺らぎ始めるのは60年代に入ってからのことである。

その言説転換の契機として、高坂正桑の存在は無視しえない。高坂が「現実

主義者Iを名乗って世に躍り出たのは63年のことだ、った。坂本義和らの中立論

を姐上に載せ、彼らは「核兵器の問題を重要視するあまり、現代国際政治にお

ける多様な力の役割を理解していなし、」と喝破したのである(判。そこで、高

坂が打ち出したのが「権力として定義された利益の概念、を指標とする」思惟様

式であった (45)。“Themain signpost that helps political realism [… .J is the concept 

of interest defined in terms of power"というモーゲンソーの定義を念頭に置いた

一説であろう(制。権力の多様なあり方を視野に入れなければ現実味を帯びた

政策的指針を導きえないという主張であった。

とはいえ、坂本ら「理想主義者」の立論を否定しようとしたわけではない。「国

家が追求すべき価値の問題を考慮しないならば、現実主義は現実追随主義に陥

るか、もしくはシニシズムに堕する危険がある」と高坂は述べており、「価値

の問題を国際政治に導入したj 点において中立論の意義を讃えていた(.)ヘ価

値の問題を視野に入れてこそ、「長い目で見た場合にもっとも現実的で国家利

益に合致した政策を追求j できるというのである。複雑な現実を短絡的に捉え

る思考を戒めるだけに止まらず、「目的と手段との聞の生き生きとした会話j

を促していた所以であろう (481。

上述の通り、高坂の政論にはモーゲンソー的な言辞を見て取れる。ここに高

坂の斬新さがあると言ってよい。国際政治の動態を体系的に捉えたモーゲン

ソーの研究を、日本の対外政策を見つめ直すための基礎として援用していたの

である。とりわけ、“NI"概念を思考の中枢に据えた点で従来の潮流とは異なっ

ていた。この見地は「宰相吉田茂論j でさらに敷桁されている。中立論が論壇

を賑わしていた当時、吉田の功績が「恐ろしく不当に扱われて」いることに高

坂は違和感を抱いていた(制。この感覚を時流に抗して表明し、吉田の「商人

的国際政治観」を称揚したのが「宰相吉田茂論」であった。吉田の来歴を辿り

つつ、彼が「経済的な意味での力と国家的利益の立場で国際政治を考えていた」

様子を浮き彫りにした論考である (5へ吉田による講和条約と安保条約の締結

を「国家的利益」に適った判断として再評価する試みで、あった。

ならば、高坂自身は日本の“NI"をどのように捉えていたのだろうか。こ

の点については「海洋国家日本の構想J(1964年)で踏み込んだ検討がなされ

ている。日く、日本は「東洋」でも「西洋」でもなく「自己を同一化すべき何

物をも持っていなし、J (511。故に「国民の置かれた国際政治的位置の意味づけ」
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が不明瞭で「国民的目標Jを見失っているという (52)。そこで、高坂は戦後日

本の成り立ちを歴史的見地から炎り出し、「脱亜」を徹底させた「極西」の固

としての特質を浮かび上がらせた。ここから軍事力の重要性を引き下げた経済

立国主義の妥当性を裏づけるとともに、「島国」から「海洋国家」に変貌を遂

げるべきという指針を示したわけである。そのためには日本政府が「低開発諸

国の開発Jと「海の開発j に乗り山す必要があり、それは「国際秩序の問題で

あると同時に、日本の国民的利益の問題である」と訴えていた(5へだが、こ

の構想では「経済的価値を越えた利益の視点を十分に提示j できておらず、「日

本人のナショナリズムを昇華するには不足であったJと後に批判されることに

なる(日)。

ともあれ、高坂は“NI"概念を中核に据えて論壇活動を行っていた。“NI"

概念に対する新たな見方を導入したというだけでなく、これまでは丸山ら革新

派の密教的位置を占めてきた政治的リアリズムの思惟様式を保守派の言説とし

て顕現させたという一面もあった(55)。この新たな風潮が追い風となったのか、

高坂が論壇に現れた翌年から自民党外交調査会会長の鹿島守之助も rr国家的

利益』の観念j を掲げるようになっていた制。鹿島は自身が関与する研究機

関で「わが国家の安全と国家的利益の研究」に取り掛かるとともに(町、自民

党外交調査会としても「超党派外交」を推し進めていたのである(問。いわば、

日本の外交政策を「国家と国民の利益(ナショナル・インタレスト)に合致せ

しめる」べく、政党間のイデオロギ一対立の超剖を模索していたわけである(印

I歴史の流れの上に立つ自主的外交Jを目指すための基礎として“NI"概念は

実用性を帯びつつあった。

(2) r国益」概念の濫傭一一旅券法的文脈から“NI"的文脈への転回

こうした潮流を汲み取ったのが「国益j という概念である。この概念、が世に

広まったのも、前節の動向と殆ど同時期のことであった。国会で頻繁に用いら

れるようになり、それを新聞や雑誌が報じるなかで定着することになる。図2

は国会における「国益」概念の使用数を示したグラフである。 53年から57年に

かけても若干の使用例が見られるが、本格的に定着したのが64年以降であった

ことがわかるだろう O

53年から57年の「国益」は“NI"概念とは異なる文脈で使われていた(明)。

その大部分が日本社会党(以下、社会党)の帆足計による言及である。旅券法

13条l項5号の「日本国の利益[・…・]を害する行為」を略言したものだった。
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帆足には同条文を根拠に旅券発給を拒否された過去があった。そのため、自身

の体験を踏まえて「国益」を語っていたのである(引)。あくまで旅券法の条文

を念頭に置いた発言で、あった。

ここからしばらくの年月を経て、帆足は再び「国益Jについて述べていた。

64年のことで、あった。中華人民共和国の国家承認を渋る日本政府に対し、「中

国7億の国民の感情、信頼感を失うということは、日本の国益阻害」と難詰し

ていたのである刷。この見地から言えば、時の大平正芳外相が「国益阻害の

人物」にあたる。旅券法に則って外相の旅券発給が差し止められては「たいへ

ん」だろうと、自身の経験を匂わせながら中国の国家承認問題を弁じていた。

このときの討論相手は当の大平外相であった。「国益阻害Jと詰られて居心

地の悪さを感じたのだろうか。この討論以降、大平は頻りに「国益」を語るよ

うになる。中国の国家承認や国連加盟をめぐる対中政策を答めるような質疑に

は「国益を基準に判断するJと巧みに逃れていくのである (63)。

たしかに、大平の「国益」論議は帆足に触発されていた。だが、大平は旅券

法的文脈を引き継し、でいたわけではない。大平の場合、この論議の約l年前か

ら「国の利益/国民の利益/ナショナル・インタレスト」を「外交の第一義」

であると述べていた(臼)。高坂の論考が旋風を巻き起こし、鹿島らの試みが本

格化した時期の発言であった。この延長線上で大平は「国益」を語っており刷、

それを耳にした政治家も I国益j を「ナショナル・インタレストJに対応する

概念として捉えていた(刷。これが“NI"としての「国益」概念の淵源であろう O

とはいえ、この文脈が直ちに取って代わったわけではない。当時はまだだ、旅券法

的な「国益」概念も同等の割合を占めていた(附6肝阿7η)

‘“‘NI" としての「国益」概念は、 64年後半から65年の国会でさらなる広がり

を見せる(図2)。首相の佐藤栄作が“NI"に由来する翻訳概念を対外政策の根

幹に据えた故であろう。学術的色彩を帯びた概念が積極的に取り込まれていた

図 2 国会議事録における“nati ona I i nterest" (筆者作成、 1年単位で計量)
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国際安全保世章 第46巻第3号 123 

ようにも見える。この潮流を「国益」概念が代表し始めるのは66年のことであ

る。椎名悦三郎外相が所信表明演説で「国益増進Jを掲げて以降(刷、“NI" と

しての「国益」概念が盛んに用いられるようになる。当時はベトナム戦争が激

化の一途を辿っていた時期である。アメリカは北ベトナムへの爆撃を本格化さ

せ、その煽りを受ける形で日韓基本条約も締結されるに至っていた。こうした

状況を受け、日本政府の姿勢を対米「追随」と答める質疑が野党議員から相次

いでいた。これに反駁する答弁で「国益」が頻用されていたのである。「日本

の国益を守り、国益を進める」ための外交政策であって「アメリカのメッセン

ジャー・ボーイではないJ(69)一一一このような論理が首相や外相の常套句となっ

ていた。「自分の立場で日本の国益を考えて」いると外交政策の自主性を説き (70)、

アメリカの戦争に巻き込まれなし、か懸念する人々を宥めようとしていたのだろ

う。結果として、高揚する対米不信/自主防衛論に対峠するなかで「国益」論

も隆盛を極めていたのである (7ヘ経済成長に伴う自国への衿持の高まりを受

け、自侍の念を満たす言葉が人びとを若、きつけたという面もあろう。

さて、こうした議論のあり方には対外政策をめぐる思惟様式を見て取れよう。

既述のように、「国益Jは「確保し増進する j べきものと見f倣故されていた(叩7η72)幻)

少なくとも I国益j を「守るJベきという見解は広く共有されていたに違いな

い(7川3川ヘ。そうしたなか、「国益」に「なる」か否かが対外政策の評価基準に据え

られた (74) 国益j にとって「プラス」か「マイナスj かが頻りに問われてい

たのである (75)。つまり、当時の「国益j 論議では「損得勘定」の如き思惟様

式が基調を成していたと考えられよう (76) 国益」か否かを評定する参照点は

概ね与件とされたまま、想定される選択肢の政治的「損得Jが姐上に載せられ

ていたとも言えるだろう。高坂の登場を機に活性化した論議ではあったものの、

表面的には「目的と手段との聞の生き生きとした会話j は活性化していなかっ

たのである。

(3)学界への逆流一一「国益」概念の浸透と弁証法的思考の希薄化

こうして国際政治学に由来する IW国益』という用語が新しく登場」したの

だが(77)、論壇や学界では決して歓迎されていなかった。革新派の論客からは「国

益」論の「虚偽意識」性や「対米従属」性が挟り出され(刊)、保守派の論客か

らは IW自主外交』への正漠たる期待や、対米従属外交への反発ムードj に批

判が寄せられていた(7へ「国家的利益/国民的利益」の語感の相違を踏まえつ

つ、「し、ずれの側に[1国益」概念の一一筆者]指針が動いてゆくか」を 11分
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注視してし、かなければならなしリと指摘する論客もいた(刷。

このように、「国益」概念を流布させた時勢には政治的志向の左右を問わず

に懸念が抱かれていたのである。アメリカとの関係をめぐる50年代以来の対立

構図が尾を引くなかで、保革両陣営の論客が「誰にとっての“interest"か、如

何にして妥当な“interest" を見定めるか」を歴史的かっ思弁的に論じ交わして

いる状況であった。そのため、立脚点の違いを一括りにする「国益」概念から

は距離が置かれ、 60年代の時点では論壇や学界にまでは浸透していなかった。

だが、 70年代に入った頃から変化が見られるようになる。日米安保条約の延

長とともに左派運動が衰勢に向かった時期であり、いわゆる「九条=安保体制」

が保革を問わない「暗黙の諒解事項」として定着した時期であった(81)。そう

したなか、「民主主義のルールが確立されている限り、国家と国民との聞の矛

盾はないはず」で、今後は「国益という言葉で統一されるべきである」と訴え

る論客も現れた(8へ革新派による体制転換論が現実味を失ったことにより、「国

家/国民」としサ訳語の選択に伴う含意のずれが小さく感じられるようになっ

たのではなかろうか。

ここまで極端な主張を唱えた者は少なかったものの、同様の理解を抱いた者

は決して稀で、なかったと思われる。例えば、フランケル(JosephFrankeI)の著

書Nationallnterest(1970年)が『国益Jl (1973年)と訳されたのも同時期のこ

とである。翻訳を担当した河合秀和は rr国民的利益』とも『国家的利益」と

も訳すことができるJと述べてはいたが、結局のところ「訳書の表題には最近

になって日本でひろく用いられるようになった『国益』をあて、本文の中では

『国家的利益JlJを用いていた(回国益」が「国家的利益j の略語とされただ

けでなく、「国家/国民」の違いがさほど重視されていないことが明らかであっ

た。

図3 『国際政治』における“national interest" (筆者作成、 1年単位で計量)
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フランケルの訳書が刊行された翌年以降、学界でも「国益」概念が散見され

るようになる。図3は日本国際政治学会の機関誌『国際政治』における使用頻

度を表したグラフである。フランケルの次作ContemporarァInternationalTheory 

and the Behavior 01 States (1973年)を姐上に載せた書評(1974年)など、原著

に記された“ (nationaOinterest"概念を「国益」と訳した書評が初めは多かった。

それが70年代末になると、国際政治経済学の隆盛も相侯って論文での使用数も

増えてくる。そこでは「国益追求」という一般論に言及する抽象的な概念とし

てか、外交交渉や対外政策で獲得/擁護されたものを表象する記述的な概念と

して用いられていたにすぎなかった。「国家/国民」や「権力/道徳」のあい

だの相魁ないし調停を視野に入れ、“interest"をめぐる錯綜した状況を捉える

視座は薄れつつあったように見える。

おわりに

本稿では“NI" 国益I概念が日本社会に根づく過程を跡づけてきた。日

本の国際政治学が活性化した50年代後半から“NI"概念への言及が始まって

いたが、決して積極的に輸入されてはいなかった。むしろ同概念をめぐっては

批判的な言及が相次いでおり、アメリカにおける“NI"論の隆盛が憂慮され

ていた。モーゲンソーの「パワーと道義」をめぐる洞察は評価されていたもの

の、「国家間関係」に照準を絞る傾向や「一国j の視点を重んじる傾向に対し

ては違和感が募っていたのである。 50年代の日本の学界では「世界j 全体の安

寧を見据える視座が強く、“national"概念、の意味づけをめぐっても諸種の潮流

が渦巻いていた。

そうしたなか、“NI"概念の内面化を試みたのが高坂正嘉であった。政治的

リアリズムの思惟様式を保守派の言説と接続させ、「国家的/国民的」な「利

益/目標Jを見定める思考を打ち出していた。高坂の登場という新たな潮流に

後押しされたのか、この頃から政府や自民党も“NI"概念を中核に据えるよ

うになっていた。そして、中国の国家承認をめぐる帆足 大平論争 (64年)が

契機となって“NI" としての「国益」概念が生み出され、同概念は対米不信

/自主防衛論の高揚と表裏一体になって世に広まったのである。この概念は「九

条二安保体制j が堅固になった70年代初頭あたりから学界にも浸透したが、そ

の過程で「国家/国民Jや「権力/道徳」をめぐる弁証法的思考を希薄化させ

ていた。
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こうしてみると、「国益j は政治的概念としての色彩が濃厚で、学術的概念

としては格別な意味合いを担ってきたわけではない。では、「国益」概念が過

剰に持ち上げられていたとして、この概念のあり方をどのように見つめ直せば

よいのだろうか。ここで、本論から浮かび上がってきた二つの契機に着目した

い。一つは、これまでも触れてきた“NI(特にnationaO"概念をめぐる弁証法

的思考である。この概念に内包された諸価値の相魁を前景化させることで、思

考の端緒としての意味合いを再活性化できないだろうか。もう一つの契機は、

“interest" 手Ij益j という翻訳/解釈の再考である。わずかな例外を除いて

自明視されてきた定訳であるが、「利益j という訳語が“NI"概念と経済的損

得の結びつきを強めてきたように見える。“inter あいだに)"+" est (存在す

る)"という語源を念頭に置き、「人々の間にあって、人々を関係づけ、人々を

結びつける」ものを“interest" と捉えるならば(叫)、「関心」や「問題意識Jな

どの翻訳/解釈も脳裏に浮かぶ(85)。現時点ではいずれも粗雑な仮説に止まっ

ていることは否めない。だが、国際政治学/対外政策論の中枢にある「国益J

概念を見つめ直すにあたり、翻訳論的思考が糸口となる可能性は否定しうるも

のではないだろう。

(おおやまたかとし 東京福祉大学特任助教)

[付記]本稿は科学研究費補助金・若手研究 r~経済大国』日本の外交思想、の系譜学・『平

和主義』の変容に連なる思惟様式の転換J(研究課題番号:18KI2726) の研究成

果の一部である。
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