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【研究ノート】
（1）

大戦間期 のカナダの国際関係
――エスコット・M・リード（Escott M. Reid, 1905-1999）のジレンマの視角から――

末

内

啓

子

やその活動現場の両方で社会との関係も見逃すこ

1．序

とができない。社会から NGO への支持や支援が
あり，NGO から社会への世論喚起や世論形成も無

国際関係論では，国際関係を説明する照準の設

視しがたい（4）。NGO を分析視野に入れることで，

定に，大きな課題を抱えてきた。その一つは，
「国

NGO と社会との関係を視野に入れる必然性も出

際システム」，「国家間関係」，あるいは「人」，ど

てくる。もし，国家だけに注目すると，他のレベ

のレベルで変化を説明することが適切なのかを問

ルだけではなく，行為体の社会との関係へのまな

（2）

い続けてきた 。この課題が未解決のまま，これ

ざしを犠牲にすることにもなりかねないのだが，

まで多くの論文では分析レベルについて言い訳を

NGO を取り込むことで，狭義な外交よりも広く対

することが常套手段にさえなり，他の分析レベル

外関係を捉え，分析レベルの問題と社会との関係

の存在を認め言及するならば，分析レベルを限定

に取り組む一試行ともなりえるだろう。

しても許容されてきているともいえよう。もう一

一般的に，第一次世界大戦と第二次世界大戦の

つは，国際関係の変化の説明に，どの程度，どの

間の大戦間期は，カナダが国家として対外関係を

ように，社会を視野に入れられるかである。国際

展開し始めたと見られがちである。つまり，英連

関係の伝統的な見方では，国家を擬人化し合理的

邦の国家として英国との関係を重視しながら，ま

な判断ができるとし，限られたエリートによる決

た国際連盟の加盟国として外交関係を拡大しつつ

定を前提とし，正当化さえしてきているので，社

あった（5）。しかし，この大戦間期に，カナダの外

会へのまなざしを周辺化してきた。政策決定者も

交関係の方向が模索される過程では，「大西洋国

社会の中に暮らし，社会に対して政策などを発信

家」
（“Atlantic state”）なのか，あるいは「太平洋

し，世論とも無関係ではないが，合理的と想定さ

国家」（“Pacific state”）なのか，などのジレンマ

れる国家とその政策決定者は，社会に対する自律

があったのではないだろうか。言い換えるならば，

（3）

性（autonomy）が高いとみなされる 。そのため，

この時期は単純で合理的な過程というよりは，対

研究で社会へ広く目が行き届いているとはいいが

立する志向のジレンマに特徴づけられるのではな

たく，国家と社会とが分析的に遊離しがちである。

いだろうか。国家，政策決定者を視野に入れなが

NGO（Non-Governmental Organization，非政府

ら，さらに社会を視野にいれた視点から，こうし

組織）についての高い関心からもわかるように，

たジレンマを再考察することはできないだろう

国際関係研究において NGO を看過しがたいとい

か。

えよう。NGO は国内のみならず国境を越えて活動

本稿は，大戦間期当時，研究者であり後にカナ

し，いまや国際的な行為体としての認知も受けて

ダ外務省外交官になったエスコット・M・リード

きている。当初，国家や政府と異なる行為体との

（Escott M. Reid, 1905-1999，以下リード）に注目

文脈で NGO を特徴づけたが，その組織の所在地

する。リードは，政治学者であり，外務省ではシ
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ニアな政策決定者にも近いエリートであった。

カナダの関係を「北大西洋の三角形」（“North

リードは，1905 年にオンタリオ州の牧師の家に生

Atlantic Triangle（7）”）として，カナダを歴史的な

まれ，1929 年にトロント大学卒業後，オックス

文脈で「大西洋国家」と位置付けた。次に，二つ

フォード大学に留学し，その後ハーバード大学に

目の視角では，1950 年代の英連邦を基盤とした経

留学しカナダの政党制を研究していた。博士論文

済援助や，国際連合での中東和平外交などを中心

修 了 前 の 1932 年 に カ ナ ダ 国 際 関 係 研 究 所

に，カナダを「ミドル・パワー」として国際的役

（Canadian Institute of International Affairs, CIIA）

割を追求すると見る（8）。そして，三つ目のタイプ

の事務局長となり，1938 年に外務省に入省した。

では，
「ミドル・パワー」としての対外関係の「黄

第 二 次 世 界 大 戦 終 了 前 に ， 国 際 連 合 （ United

金期」と比較しての停滞感，あるいは対米関係の

Nations）設立への会議にも出席し，第二次世界大

偏重を危惧する（9）。これら三つのアプローチに共

戦 後 の 国 際 民 間 航 空 機 関 （ International Civil

通していたのは，大国ではないにしても，カナダ

Aviation Organization, 1947-），北大西洋条約機構

を大国との関係を含めて積極的な行為体として捉

（North Atlantic Treaty Organization, NATO, 1949-）

えたことである。その場合，カナダが対英関係や

の設立過程に参加し，世界銀行でも要職を歴任し

対米関係を重要視しながらも，国際環境での自主

た（6）。

性を模索することが強調されてきた。したがって，

研究者としてのリードは，政策と社会との関係

社会との関係は周辺化されてきている。本稿で扱

に強い関心を持っていた。このリードを通して，

う大戦間期は，時期的にはちょうど「北大西洋の

分析的に分断されがちな政策と社会との間の関係

三角形」の時代と第二次世界大戦後の「ミドル・

を見直してはどうだろうか。この視角は，政策決

パワー」の準備期間に相当するといえよう。

定者との距離はあるが，他方，社会の複数の価値

大戦間期のカナダの対外関係を考察する場合，

観との軋轢をも視野に入れることができる。世論

伝統的な外交分析方法は，政策決定者や外務省高

と対外関係においては，その間の具体的な媒体，

官に注目してきた。カナダの国際関係における活

あるいは世論の担い手が曖昧になりがちなので，

動を称賛する文脈は，政策決定者，専門家として

世論にもある程度敏感な研究者や NGO との交流

の外交官の能力に対する高い評価と信頼感が特徴

がある立場の人に注目する。つまり，トップのエ

である。大国ではないが，有能なエリートが牽引

リートと社会の世論との中間で，両方を視野に入

して，国際関係において国力以上の役割を果たし

れた立場のリードに焦点を置くことで，大戦間期

たとみなす。大国関係とその支配性を認めながら，

のカナダの対外関係を再検討する。この分析作業

冷戦下での大国関係の手詰まりなど，順境とはい

は，リード自身の留学生，研究者や外交官として，

えない状況でさえも，カナダは対外関係を遂行し

カナダ，英国，アメリカと国境を越えた活動，そ

てきたとする。大国支配の状況を認識し，カナダ

して知的空間の広がりにも分析を拡張する試みと

と大国との国力を指標とした関係が根底にある。

もなる。本稿は，大戦間期，特に 1938 年外務省入

社会に対する国家の自律性は高いとみなされた。

省前までの期間の矛盾と，その期間を第二次世界

注目が集まりがちなレスター・ピアソン（Lester B.

大戦後のカナダの対外関係の基礎作りの過程とし

Pearson）などの外務次官，外務大臣経験者たちと

ての再検討である。

比較して，リードはそれほど注目されてこなかっ
たとの評価もある（10）。

2．カナダの対外関係を見る視角と大戦間期

政策決定者を中核に据える研究に対し，複数の
行為体を政策過程に取り入れた研究も登場しつつ

カナダの国際関係について，これまで特徴的な
三つの視角があった。
まず伝統的な視角では，イギリスとアメリカと
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ある。対外関係の多様化に伴い，対外関係の唯一
代表的な組織的担い手としての外務省の相対化も
行われ，非国家的行為体（non-state actor)として
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の州政府，NGO が研究に組み込まれつつある（11）。

まず一つ目のアプローチは，この大戦間期を第

NGO は必ずしも国内にとどまることなく，その設

一次世界大戦「後」の期間であるとみなし，第一

立の過程，活動の過程で国境を越えた存在となっ

次世界大戦の結果に注目する。ところが，大戦が

てきている（12）。このように，国境を越えた非国家，

終結しても，開戦前の問題を解決したとはいいが

非政府の行為体の関係と国家の対外関係を織り込

たいという議論である。この文脈で第一次世界大

むことになってきた。カナダの対外関係は広義に

戦を危機の不完全解決としてみるならば，不安定

再定義せざるを得ず，複数の行為体，国内外の境

がさらに継続して，戦後の和平の脆弱さが特徴で

界の曖昧化の状況で，民間組織の NGO，研究機関，

あったといえよう（15）。つまり，大戦が解決をもた

国際組織を視野に含める必要性が出てくる。国家

らさず，かえってさらに不安定な状況を導きかね

を重要な行為体としながらも，複数の行為体に目

なかったと見る。

配りをし，国境が曖昧化した状況を前提に，国際
関係を検証していく必要があるだろう。

たとえば，第一次世界大戦後を W・ウィルソン
（W. Wilson）米大統領の理想主義との関係で検討

本稿では，研究者であり，外交官でもあったエ

する。一方で，第一次世界大戦が終了したあとの

スコット・M・リードを通して，大戦間期の国際

理想に満ちた時期としての位置づけでは，理想主

関係の中でカナダを見る。リードに焦点を絞る視

義の開花期として，ウィルソンの国際協調主義，

点は，外交官へ向けられているので伝統的な外交

国際連盟の設立が象徴となろう。あるべき国際関

分析法の延長線上にある。リードと政策決定の中

係が，理想主義の志向である。他方，アメリカが

枢との距離は決して遠くなく，外務省高官，そし

不参加となり，理想主義の具体化の困難を顧みる

て外務大臣，首相となったピアソンの側近として

ならば，理想と現実の乖離をも視野にいれた捉え

外務省で働いた。さらに，リードは，NGO との関

方となろう（16）。つまり，掲げた理想の実現が，い

係を入れるならば多様な行為体を前提に国際関係

かに容易ではなかったかという文脈となり，大戦

をながめていた。外務省入省前に，カナダ国際連

間期を国際組織の完成期ではなく，苦悩の源泉と

盟協会（League of Nations Society in Canada, LNSC,

もみなすのである。

1921-），カナダ国際関係研究所（Canadian Institute

次に二つ目のアプローチは，
「大戦間期」は第二

of International Affairs, CIIA, 1928-)，カナダ政治経

次世界大戦「前」の期間と見る場合で，第二次世

済学会（Canadian Association of Political Science and

界大戦へ至る新たな危機へエスカレートする過程

Economics, 1912-)，前進的な知識人の社会再建連盟

を強調する。和平の実現への一方向の変化とは反

（League for Social Reconstruction, LSR, 1931-）（13），

対に，不透明で迫りくる危機の予感が暗示される

太平洋問題調査会（Institute of Pacific Relations, IPR,

大戦間期が見えてくるのではないだろうか。やは

1925-1961）（14）などの研究を含む民間組織，それ

り「大戦間期」は安定した期間ではなく，さらに

も国際的な広がりをもつ組織に参加していた。し

複雑化して混迷が深まっていったといえよう（17）。

たがって，大戦間期の国際関係研究が組織化され

ここから導かれるのは，理想と現実の間の埋め難

る時期を，社会への視線を取り込み，様々な矛盾

いギャップであり，第一次世界大戦の終結後，そ

を内包する文脈で分析を試みる。

の後の困難と落胆までもが垣間見えたということ
である。

3．大戦間期の矛盾

たとえば，国際関係史の視角から歴史学者の
E・H・カー（E. H. Carr）は，この大戦間期を分

第一次世界大戦と第二次世界大戦の間の大戦間

析して『危機の二十年』（18）や『両大戦間における

期は，国際関係研究でも多くの研究者の関心を集

国際関係史』（19）など多くの業績を残している（20）。

めてきた。ところが，この大戦間期をどのように

第一次世界大戦後，どうして第二次世界大戦に

捉えるかには，複数のアプローチがある。

至ってしまったのか。なぜ国際関係が好転し安定
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化せずに，紛争の原因が増大しつつあったのか。

4．大戦間期のカナダ

このように見ると，大戦間期は平和への単純な一
方向の変化とみなすには困難な構造で，解消でき

矛盾と苦悩に満ちた大戦間期に，カナダの国際

ない不満と憎悪による不安定化として捉えてきて

関係には，どのような特徴があったのだろうか。

いた。したがって，理想と現実の二者択一の議論

カナダは英連邦内では英国に準ずる構成国であ

ではなく，両者間の葛藤と苦悩も見出せる。

り，設立された国際連盟（League of Nations）でも

そして三つ目のアプローチは，この大戦間期を，

地位を確立し，国際関係においてより積極的に活

外交と社会の関係における転換期と捉える。長ら

動する立場に到達しつつあった。英連邦との関係

く，外交には政策決定者たちなどの一部のエリー

を土台にしながらも，大西洋を挟んだヨーロッパ

トのみが関わり，社会から遮断された閉鎖性と社

との関係が，歴史的に中心とみなされ，さらには

会に対する自律性が当然視されていた。宮廷外交

アメリカとの経済関係がより重要になり，太平洋

から職業的に育成された専門職外交官の時代と

関係が周辺的とみなされがちであった。
「北大西洋

なっても，外交官に求められていた資質，能力，

の三角形」と特徴づけられる場合，対英，対米関

教育などの条件をみても，選ばれたエリートが専

係を基軸と位置付けることができる。これは，カ

門に遂行する仕事であるとの特徴があった。とこ

ナダを「大西洋国家」とする位置づけも同様な文

ろが，一部のエリートに限定されて，閉鎖的で社

脈である。

会から隔離された外交という見方には疑問が提示

他方，すでに日英関係や移民を通してカナダが

されてきていた。外交が，社会への影響も含め，

「太平洋国家」の一つであるとの模索も始まって

閉鎖から世論への公開へと方向転換しつつあると

いた。カナダの国際関係の中で，極東の安全保障，

する。これは，一部のエリートのみが占有する外

特に日中関係の展開は危惧を含め高い関心を集め

交がいかに社会の世論との関係を見出していくべ

つつあった。太平洋問題調査会に研究者，外交官

きかとの議論であった（21）。

が参加し，カナダ国内でも地理的に近い太平洋側

最近の国際組織についての研究でも，多くの

の地域だけではなく，東部においても政治的な関

国々が参加する，有能な人材を集めた希望に満ち

心が存在した（23）。同時代の日本との対比で見るな

た組織の一面がありながら，理想と現実の乖離，

らば，カナダは日英同盟内での微妙な位置から，

矛盾，両者のせめぎあいという文脈が議論されつ

日英間の対立，第二次世界大戦での敵対関係，戦

つある。つまり，一方で国際組織設立はさまざま

後の占領へと移行していった。大国列強と肩を並

な国々からの，さまざまな期待を背景とするが，

べるような日本の拡張主義に対し，対英関係や対

実際に設立の過程，あるいは設立後には，本来期

米関係を基軸としたカナダの対外関係は，戦後シ

待されていた組織や運営とはやや異なる可能性も

ステムの構築国となる対比が見られた。

ある。大戦間期の国際連盟も，その事例として見
られるし，手放しに賞賛のみともいかない

（22）

。現

大戦間期は，カナダにおける国際関係研究が組
織化された時期でもあった（24）。カナダにおける国

代の問題の出発点をどこに求めるのか。多くの場

際関係研究は，歴史学，国際法，外交論を中心に，

合，国際組織の創設が第二次世界大戦後といいな

この時期に形成されてきた。英連邦に加え，カナ

がらも，その時間の区切りの限界が指摘されてき

ダ国際連盟協会，太平洋問題調査会，そしてカナ

ている。つまり，大戦間期の国際組織の経験が見

ダ国際関係研究所と，機構的にも研究基盤が充実

え隠れし，より長期的な視角が必要となり，大戦

し て き た 。 英 国 の 王 立 国 際 問 題 研 究 所 （ Royal

間期に注目せざるを得ないのである。

Institute of International Affairs, RIIA）やアメリカ
の外交問題評議会（Council on Foreign Relations,
CFR）との連携も構築された。教育面では，大学
教育において，歴史学，政治学の分野で国際関係
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関連の授業が登場した。その後，専門的な実務家

研究にありがちな合理性の前提を所与の条件とせ

としての外交官が担当する時代から，より開かれ

ず，他の行為体との関係や活動の重層性を考慮し，

て，関心を持つ人たちへと広がり始めてきていた。

政策，社会環境の変化とそれらの軋轢にも目を背

つまり，対外関係は，エリートの閉鎖された空間

けない検討を試みる。研究者であり外交官であっ

内でという特徴も継続しながらも，より多くの

たリードをレンズとして，カナダの変化を視野に

人々が関心を持てるものとなりつつあった。

入れながら，大戦間期のカナダの対外関係を再検

大戦間期は，カナダの位置が変化しながらも，

討する。

続く時代の対外関係の基礎が作られた時期といえ

リードの分析では，彼個人の民間人としての活

よう。カナダの場合には，大戦間期の国際連盟か

動や思想的な側面を注視する。リードの留学経験，

ら第二次世界大戦後の国際連合には継続性が見ら

研究生活や外交官としての職務は，当時の国際関

れた。大戦間期に続く時代では，国際組織形成と

係を眺めるには，国境を越えた視点をもっていた

そこでの活動においても存在は大きかった。これ

といえよう。本稿では，リードと研究者たちとの

に対し，日本の場合は大戦間期とその後では，列

交流も含め，外交の文脈のみでは把握できない部

強と並ぶ大国化志向から被占領国という立場とな

分にも注目する。たとえば，国家間関係を超えた，

り，国際組織への復帰にもかなり時間がかかった

太平洋問題調査会のようなトランスナショナル・

ので，国際関係には非連続の側面があったという

リレーションズの行為体も含めて多様化すること

べきであろう。つまり，大戦間期に起こったこと，

となろう。そして，本稿では国際関係，カナダの

そしてその後の時期にもたらされた短期的な結果

政策についてのリードの苦悩についても言及す

においては，カナダと日本は対照的であったとい

る。

えよう。

リードを通して，大戦間期をどのように見直す

しかし，大戦間期には，カナダの対外関係にも

のか。一つは，国際環境をはじめカナダの政治が

いくつかの転換が見られる。一つ目の転換は，
「北

どのようにリードに影響を与えたか。これは，リー

大西洋の三角形」の延長上で，カナダは「大西洋

ドが受身であり，従属変数となる。もう一つは，

国家」と「太平洋国家」との二枚看板に移行しつ

リードがどのように環境に対して発信したかであ

つあったといえよう。もう一つの転換は，大戦間

る。これは，リードが能動的であり，独立変数と

期にすでに第二次大戦後のカナダの対外関係の基

なる。この二つの見方は，対極と捉えられがちか

礎が構築されていたとも見える。すでに見てきた

もしれないが，実は表裏一体となり，リードがど

ように人材，教育，研究，そして NGO の活動が，

のように国際関係の変化を捉え，当時のナショナ

大戦間期からすでに開始されていて，さらなる展

リズム，社会主義，国際主義，理想と現実の厳し

開が大戦後に見られたのである。

さを体現した国際連盟の行方をどのように捉え，
思想的に苦悩したかが重要となろう。

5．エスコット・リードからの視角
6．英国留学とアメリカ留学
本稿は，大戦間期のカナダの対外関係を，エス
コット・リードの研究者として，また外交官とし

リードは，1905 年にカナダのオンタリオ州の英

ての経験と人的広がりにも配慮して検証してい

語系の環境で，アングリカン（英国国教会）牧師

く。だが，リードの伝記（25）を目的としないので，

を父に持つ家庭に生まれた。両親ともに，英国か

国際関係の変化との関係で彼の立場などに言及す

らの移民であり，英語を主言語とする家庭環境で

ることとなる。一人の外交官に焦点をあてる検証

育った。第一次世界大戦開戦時には，リードは小

は，伝統的な外交政策研究のようにもみなされる

学校に相当するグレード・スクールに通っていた。

可能性がある。しかし，本稿は伝統的な外交政策

1917 年からは高等学校に，第一次世界大戦後にト
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ロント大学トリニティ・カレッジに進学し，卒業

いて，労働者の生活を視野に入れたリードなりの

後 1927 年 に ロ ー ド 奨 学 金 を 受 け て オ ッ ク ス

思想的模索があったといえよう。

フォード大学に留学して，大戦間期の英国とヨー

リードの説明では，渡英前にすでに，思想的に

ロッパを経験する。その期間，当時の多様な思想

複数の特徴を見せていた。ナショナリストであり，

との出会いがあった。その後も，1930 年にロック

国際連盟を信奉し，フェビアン・ソサエティのア

フェラー財団の奨学金を受けてハーバード大学大

メリカ版とみなされた組織 （31） や社会主義にも興

学院に進学するなど，大戦間期に，英国とアメリ

味を示していた。しかし，リードはトロント大学

カと多様な思想的環境に遭遇する機会があったと

在学中から国際連盟を強く支持しながらも，その

いえよう。研究者として，リードは，ハーバード

困難さに苦悩する時代を過ごしていた（32）。つまり，

大学でカナダの政党制について研究していたが，

カナダの対外関係に興味を持ち，国家としてのナ

その研究者としての資質を見込まれ，1932 年には

ショナリズムと国際主義との矛盾に直面していた

カナダの国際関係研究所の事務局長に就任した。

といえよう。この時期に，ナショナリズムと国際

リード自身の国際連盟についての関心と支持のた

協調主義の対立とさらには社会主義の影響にも触

め，またカナダ国際連盟協会，太平洋問題調査会

れていた（33）。当時カナダが階級社会であったかど

などに関係していた研究者，知識人やプロフェッ

うかは別として，社会にある経済力の格差を認知

ショナルとの交流関係の中に位置したので，この

し，そして大学での思想的な広がりにふれて，リー

国際関係研究基盤の広がりは，大西洋，太平洋，

ドは異なる思想に知的興味を持ち，寛容であった

対米関係に立脚していた

（26）

。カナダの大戦間期の

といえよう。この思想の受容における寛容な姿勢

国際関係研究には，NGO の活動は看過できない。

は，カナダでの生活経験，様々な思想が展開する

1938 年，リードはカナダ外務省に入省し，大戦終

大学での体験とともに，リードの特徴でもあった。

盤には戦後に設立される国際連合などの国際機関

留学して体験した大戦間期のイギリスは，自由

設立準備にもプロフェッショナルとして関係して

主義の伝統に加えて社会主義をも含めた思想的な

いった（27）。

広がりに触れることができる知的環境であり，ナ

経歴だけを見ると，リードは大学，留学，カナ

ショナリズム，そして国際連盟に象徴される国際

ダ国際関係研究所，外務省と，華やかな順境に育

協調主義も台頭しつつあった状況であった。リー

まれたエリートに見えるが，実際はもう少し複雑

ドはカナダと英国の関係を相対化する位置にも自

であった。牧師であった父親の教区も，富裕層の

己を見出していた。国際連盟に対する期待は大き

住宅街ではなく，労働者の日々の生活を知る環境

かったが，支持者として国家間関係の在り方を模

。リード自身も，高等学校を卒業する

索していた（34）。ここで重要なのは，彼が国家間の

前に経済的理由で夜学に転校し，オンタリオ州政

関係として国際関係を捉え，国際連盟の成否も国

府の経理部門で働いた経験があった。トロント大

家間の関係にかかっているとみなしていたことで

学在学中の夏休みには，カナダ国有鉄道の現場労

ある。オックスフォード大学には，その後カナダ

働者に読み書きを指導する仕事をし，それは労働

外交官や大学教員になる人材も多く留学してきて

であった

（28）

者の目線に触れる以上の経験となっていた

（29）

。こ

いた。様々な人達との出会いと思想的な広がりの

のような経験は，将来を期待される人材であった

中で，カナダの位置，国家と国際関係の安定につ

リードの社会観にも影響がなかったとはいいがた

いての思考が展開していたとも見ることができよ

い。その上，二十代で 1929 年の世界大恐慌とその

う。

後の経済的困窮状態に直面することとなり，大恐

オックスフォード大学で，リードは英国外交官

慌の窮状からの出口の模索としてカナダ西部から

から後に外交研究者となったハロルド・ニコルソ

始まった CCF や LSR の社会民主主義的な思想の

ン（Harold Nicholson）とも出会っている（35）。ニコ

人々との交流もあった（30）。経済や社会の問題につ

ルソンとは反対に，リードは研究者から外交官に
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なっている。当時，リードがどれくらい外交官の

戦間期からその後の時代へと続く思想体系の中

仕事を意識していたかはやや曖昧であるが，研究

で，ヨーロッパでの社会思想の広がり，またカナ

者志向の青年が外交官や外交官志望の人たちに出

ダでの大不況の影響に際して，知識人がとった行

会っていたことが確認できる。外交の実務と研究

動と組織化があったといえよう。法学者の S・リー

の関係は，国際関係論の中では，いろいろと議論

コック（S. Leacock）など研究者が多く含まれて

される点である。待遇，仕事内容の点から，非連

いたのも注目に値する特徴である。LSR への参加

続性が強調される場合も少なくない。つまり，実

の理由の一つは，国際連盟の停滞，社会改革への

務と研究の差が，シフトとして考えられがちとい

思想的な追求があったとみなされていた（40）。当時

うことである。ある意味では，非連続の不可逆な

の思想的な模索ともいえるであろうし，英国から

転換とのトーンをもにじませるが，他方，所属の

帰国した研究者たちとの交流でもあった。この展

変更を超えて，個人としての仕事の中での継続を

開に見られるのは，現状維持に対する不満，特に

見出すことも可能だったのではないだろうか

（36）

。

ヨーロッパで台頭しかけていたファシズムや独裁

しかし，リードをとらえるには，彼の英国留学

主義に対抗すべき思想的な選択，そして革新的な

に加え，NGO での活動を見過ごすべきではないだ

思想とのはざまでの模索だったとみなすこともで

ろう。一つは，国際連盟への支持についての継続

きよう。

性である。すでに，トロント大学入学前後から，

ここで注意しなければならないのは，革新的な

リードは国際連盟支持を公に表明していた（37）。け

思想を持つ人たちとの交流を，即思想的共有と置

れども，国際連盟の提唱者が米大統領 W.ウィルソ

き換えるべきではないということである。リード

ンであったにもかかわらず，アメリカは不参加と

がオンタリオ州の英語圏の町から，当時の大都市

なった。オックスフォード大学に進学後も，国際

であるトロントで大学教育を受け，さらに留学を

連盟支持は変わらず，大学内の国際連盟支持の組

続ける中で探求したのは，新しい考え方，思想的

織でも，その文脈のスピーチをしている（38）。とこ

な寛容性と社会的改革の可能性である。換言すれ

ろが，この場合も，単純な継続ではなかった。国

ば，主義主張を信じるというよりは，新しい，あ

際連盟が持つ障害は，渡英以前からリードも気付

るいは当時の社会状況を改善する可能性がある思

いていて，渡英後の国際連盟支持も，手放しの支

想を求めていたとも言えよう。そして，大戦間期

持というよりは，連盟自体が持つ困難を認知して

の英国，それもオックスフォードの知的環境を考

のことであった。したがって，連盟支持は，理想

慮するならば，リードの知的好奇心と寛容性を鑑

と現実のはざまの苦悩の選択ということであった

みれば，イデオロギー的な傾倒というよりは，思

といえよう。

想的な出会いとして見るべきであろう。

もう一つのリードの特徴は，トロント大学在学

その一例として，大恐慌の中から出発した社会

中から思想的な広がりに触れてきたことである。

主義的な政党としての CCF があるが，リードはそ

リードは，オックスフォード留学後はさらに寛容

の組織内の思想的に極端なメンバーとは明確に距

となり，ヨーロッパの社会民主主義との遭遇は見

離をとる傾向があった（41）。したがって，実践的な

逃すことはできない。大戦間期のヨーロッパで，

改革活動というよりは，多様な思想への知的な関

それもロシア革命後という時期でもあり，またオッ

わりであったともいえよう。このあたりをどう見

クスフォードの知的環境では，社会民主主義や社会

るか。英語系エリートとしての保守性と見ること

主義の存在をリードは無視してはいなかった（39）。

も可能だろうが，他方，思想的な多様性に寛容で

カナダ帰国後，CCF と LSR という進歩的な思想

ありながらも，政治的，具体的には政党支持とい

家たちの集団との交流もあった。その背景には，

う実践にはやや慎重であったと見ることもできる

オックスフォードに留学していたカナダ人研究者

だろう。やはり，自由主義を相対化し，しかし社

との交流，オックスフォードの環境，さらには大

会主義に傾倒することなく，社会民主主義的な思
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想とその実現に関心があったのではないだろう
か

らに，一般の人々を対象に講演会を開催し，また

（42）

専門家の書いた論文を定期刊行物とする学術出版

英国留学中と，カナダの大恐慌後の世界に直面

を行うなど，社会への情報公開，世論喚起の役割

。

して，連続と非連続の層的な状況がみられる。一

も少なからずあった。

方で，英語圏，その知的環境という視点からは，

そして，NGO との関係もリードの国際関係観に

継続性が認められるのはいうまでもない。英連邦

は重要であった。国際連盟支持のことから，カナ

内のカナダとの位置づけを前提としながらも，英

ダ国内の国際連盟協会に参加し，支持の活動をし

国の対外関係とカナダの関係をすべて是とはせ

ていた。すでに述べたように，彼は LSR という知

ず，カナダと英国との区別の模索もあった。しか

識人の活動にも参加していた。また，アジアの国

し，1920 年代のイギリスの知的環境に特徴的なこ

際関係を焦点とした太平洋問題調査会に集まる太

とのひとつは，社会主義であり，フェビアン協会

平洋を囲む国々の研究者との交流もあった。その

のように構造化した格差への対策の模索であっ

背景には，カナダの YMCA の代表との交流もあ

た。したがって，リードにとっても，この変化は

り，さまざまな人々，研究者，NGO 活動家との関

特徴として看過できないといえよう。その後，社

係が存在した。そのような交流を促進したのは，

会への関心をさらに深める端緒となっていった

これらの NGO のメンバーが重複し，相互に情報

ともいえる

（43）

。カナダのナショナリズムと自由主

交換をし，組織の活動を支える協力であった。

義，社会民主主義の対立，そして国際連盟のジレ

1933 年には，イタリアのエチオピア侵攻をめぐ

ンマと当時の思想的に錯綜した状況を少なからず

り，国際連盟が制裁措置をとった。この制裁をめ

反映していたといえよう。

ぐり，カナダ政府は支持し，財界の重鎮であるカ
ナダ国際関係研究所幹部も支持した。ところが，

7．カナダ国際関係研究所へ

それまで国際連盟を支持しながらも，その役割に
苦慮していたリードは，イタリア制裁に反対を表

リードの研究拠点は，1930 年に英国からアメリ

明した。その理由は，制裁が必ずしも安定化をも

カへと移動し，カナダの政党制度研究に没頭する

たらさず，かえって更なる不安定化をもたらすこ

こととなる。当時は，外交官という職業はリード

と，そしてカナダ国内の平和への追求をする人々

の視野にはありながらも，研究者をめざしていた

を二分する危険性があることを挙げていた（45）。こ

といえよう。その政党制の研究では，思想，機構

こにも，長年の国際連盟支持者であったことと，

への配慮はもとより，社会的な構造，英語系グル

国際連盟の措置の効果についての疑問，そして，

ープとフランス語系グループの関係にも言及しな

当時の国際関係がすでに安定化というよりは，さ

がら社会の多様性も研究視野に取り込んでいた。

らなる危機へとエスカレートしていく問題があ

次に，博士論文を修了する前に，カナダでの国

り，それに対する処方箋が必ずしもないことへの

際関係研究の機構化といえるカナダ国際関係研究

苦悩があった。加えて，国際連盟の制裁に反対し

所の事務局長に 1932 年に就任する（44）。その経緯

た立場は，リードの進歩的なグループのメンバー

には，英国の王立国際問題研究所，アメリカの外

との交流やカナダ国際問題研究所の組織改革や財

交問題評議会との連携で，カナダでの国際関係研

界寄りの幹部との違和感があったともいわれてい

究の機構化があった。研究者間の交流，大学組織

る（46）。

との関連科目をカリキュラムに含むための準備，

このように，人格形成期ともみなすことができ

人材育成を中心とした活動があった。そこでは，

るリードの 10 代後半から 20 代，職業的に安定化

研究者だけではなく，外交官，関心を持つ一般市

していく 30 代へと移行する時期が，ちょうど大戦

民をも含んだ活動が展開され，研究と実務，そし

間期と重なる。この期間に，リードは，オンタリ

て情報を共有する場となっていたといえよう。さ

オの英語系が支配的な町から，トロントへ大学教
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育のため，その後オックスフォード，アメリカの

られたことである。特に，大戦間期においては，

ハーバードへと研究のため移動した。カナダに帰

英国との関係，そしてアメリカとの関係を相対化

国後も，トロントの国際関係研究所の事務局に入

し，そこにどのようなカナダの役割があるかを模

り，太平洋問題調査会の会議にも参加し，オタワ

索している。ある意味では，1950 年代のカナダの

の外務省へ入省。カナダは英連邦，国際連盟での

「ミドル・パワー」の原型ともいえる考え方もみ

対外関係を展開する一方で，対アジア関係も進行

られる。

していた。第一次世界大戦後の不安定なアジア情

もう一つは，既に国際連盟の可能性を見出しな

勢の中，中国をめぐる大国間関係が緊張を高めて

がらも，その限界を見て新たな組織の必要性に気

いった。カナダは大国としての参加はなかったが，

づいていた。大戦間期に，各国が様々な模索をす

英国との緊密な関係，アジア情勢の検討，そして

る中で，戦中と戦後をつなぐ諸国の模索にカナダ

アジアからの移民の流入と反日系の運動の高まり

の代表として，大国との関係も重要視していた。

と，国家間と知識人，移民の関係が重層的に展開

国際民間航空機関，国際連合，北大西洋条約機構，

していた。

と次々に国際組織を立ち上げ，大国間の関係が支

このリードを軸にして，国際関係の展開を見直

配する過程にも参加していた。1950 年代の国際連

すならば，どのように見えるだろうか。前にも見

合などの国際組織での活動の足場固めになってい

たように，英国の外交に追随する立場から国際連

た。

盟の加盟国となり，北大西洋重視の「大西洋国家」
としての外交関係から「太平洋国家」としてのア

8．結

ジアへの関心を高めた。つまり，東側の大西洋関
係と西側の太平洋関係の両翼の展開へと広がりを

本稿では，研究者でもあり，外交官でもあり，

見せていた。もちろん，この両翼のような対外関

国際連盟支援の NGO でも活動経験を有するエス

係は，同等の比重とはいいがたいものでもあった

コット・M・リードを通して大戦間期カナダの対

が，留学期間も含めて，南の対米関係を基軸とし

外関係を見直す作業を行った。この作業では，国

て位置づけながらの大西洋関係と太平洋関係だっ

家間関係，カナダの政策，そしてカナダの知識人

た。そして 1920 年代から 1930 年代に触れた社会

として研究者，NGO，そして外務省にわたる広が

主義の思想的側面と大恐慌後の格差を目の当たり

りの中で，リードを通してカナダの対外関係を検

にしている。これらの国際関係が重層的な変化を

討し直した。一方で，エリートといいながらも政

続けながら，さらに蓄積されてきた。リードは，

策決定者とはいいがたい立場の人物から再検討

比較的早くからカナダを「太平洋国家」と位置付

し，他方，社会との関係において，政府と社会と

けていた。オンタリオ州出身で，英語系のエリー

の間での微妙な立場から，カナダの位置を多角的

ト，英国留学を経験し，ハーバード大学，と研究

に再検討するという複雑な設定を試みた。

を続けた若き研究者ならば，「大西洋国家」のイ

大戦間期には，国際関係において，カナダは多

メージが強烈になりそうであったが，リードの場

くの矛盾を抱えていた。第一次世界大戦後の国際

合は，国際連盟への期待ともどかしさ，アジアの

連盟は，その当初の理想を実現できなかった。リー

特に日本の中国侵略による不安定化を危惧してい

ドは，国際連盟の制裁の効果は，安定化をもたら

た。その中で，支持をしながらも，国際連盟の役

すよりも新たな緊張のエスカレートをもたらすと

割を相対化し，新たな紛争解決のシステム構築の

考えた。リードの立場は研究者でもあり，彼は国

必要性を認知していた。

際関係研究の組織化にも携わり，その後外交実務

この経緯で，二つ重要なことがある。

に入った。当時のカナダの対外関係を見直すには，

一つは，移行期において，大国が先導して国際

とても貴重で有意義な立場にあったといえよう。

関係を変化させることには賛同しかねる姿勢が見

具体的な行動という対象に加えて，国際関係を見
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つめるビジョンの性格が重要であった。リードの
生活変遷という個人史的な視角からの検討も可能
である。さらには，リードが関係した社会的な組
織，知識環境との関係で見ていくことも可能であ
ろう。その場合，カナダ国内の英語系とフランス
語系，カナダと英国，自由主義と社会民主主義，
ナショナリズムと国際主義の関係など，それも，
国境を超えた地理的な広がりを持つ環境でのビ
ジョンの形成を看過すべきではない。時の流れに
加えて，空間の広がりの中で，個人が社会との関
係で形成する国際関係観を国際関係の変化の中で
見直すことの意味もあろう。
そこで見出されたのは，個人の成長，移動，研
究や仕事の広がりであった。たとえ個人を軸にし
ても，やはり複数の層の関係が，複数の組織や思
想の層と絡み合いながら，国際関係を支えている
ことであり，また複数の視点からの整合性であり
かつ不整合な関係でもあった。ある意味で，リー
ドは特異なケースとも言えなくもないが，様々な
交流の中での経験と選択の繰り返しの過程でも
あった。単純化するには困難な過程であるが，そ
の広さと多層性，そして対立と矛盾からの選択と
展開を注視することで，国家間関係を基盤とした
カナダの対外関係とはやや異なる視点から分析を
試みることができたともいえよう。
カナダ外交におけるジレンマが，リードの思想
的な矛盾と葛藤の中に，より鮮明に見えた部分が
ある。それは，当時のカナダの知識層の国際関係
を見る方法ともとれるし，大西洋と太平洋の関係
に目配りしつつあった国際関係観とも無関係では
あるまい。さらに，カナダと社会の関係に配慮が
あった研究者であり，外交官の私的な見解とも言
えるだろう。しかし，カナダの対外関係を確立す
る過程で，未熟という文脈ではなく，やはり選択
としての幅があり，また矛盾を矛盾として認識す
るがゆえの模索でもあったとはいえないだろう
か。大戦間期のカナダ，およびリードの模索は，
カナダの役割に関連する議論にも繋がる部分もあ
る。それは，国際関係の歴史の中で，社会につい
ての疑問と思想的寛容性とにも依拠していたとい
えよう。
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