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Intemational Symposium 
業� egionalIntegration and Historical Reconciliation -The Role ofSubnational Actors 

in Europeand Northeast Asia 

Date and time: June 30，2007，12:30 p.m. to 5:00 p.m. 

Place: Goe也� e-InstitutJapan，7-5-56 Akas誌 a，Minato北� u.Tokyo 107-0052 

Co-organized by: …Friedrich EbertFoundation，Tokyo 0説明� ice (FES) 
--Intemational Center for the Study ofHis初� ricalReconciliation 
at Tokyo Keizai University (TK切� 

--Goethe-InstitutJapan in Tokyo 

Inrecel放題 �  on普1S，historical issues have cast a shadow once on Japan'sforeign relations. 
予the Japanese，ies誌dS総Visiting the Uni y'sむhiscounち，rimeminister was called on to clari

more 

position on the “comfortwomen，"the設lousandsofmost1y Asian women recruited to provide 
sexual servic硝� inwartime. Atthe sametime，however，Japanese総� dF之or鎚� nlocall倒� dershave 
been making preparations to celebrate由� e400詮1anniversary ofthe arrival in Japan ofthe五rst 
of12 Korean royal embassies.百� 1eevents include festivals recalling a long period ofgood 
relations between the two countries. 

Alt主oughEurope suffers less from anegative past，there too links between local governments 
havehe与edgreat1y to overcome the weightofhistory. Accordingωpopular thinking， 
re∞nci1iation in Euro予ewas achieved th納� ksto the work ofvisionary leaders such as Willy 
Brandt，whose kneeling figure in Warsaw is etched into出� e ∞llec討vememory ofa generation 
ofEuropeans. Lately，however，historians have begun給� givecreditto也� el缶� svisible day剛� to綱� 

day transnational activities ofso剛� calleds泌総�  iionalacto民� localgovemments and 
organizations that cooperate with品� em. 

Building on last year's FESITKU symposium on the role ofNGOs in the his知� rydebates of 
Europe and Northeast Asia，出� isyear'sevent will home in on the work ofsubnational entities， 

which function between civil society and the state，in an area described by keynote speaker 
arapublicsphere." ‘予� asthe五郎包ichむな� 

百� legoal ofthe symposium will beぉ� 100主� forbestpractices in Northeast Asia and Europe with 
aviewto promoting practical solutions suited to鈴ぬ路事� ion.Fr:総伶白rmanrelations are 
greatly enhanced by 2，200 sister.cityties; in血� eωseofJap総総dSou色� Koreathe number of欄� 

such links stands at 115. What acωunts forthis difference? What is註1estatus ofsubnational 
links between Japan and its neighbors? Whatprograms atthe subnationallevel are the most 
e剖ectivein promoting broad側� basedti凶?Itis hoped也� atdelving into contrasting intemational 
activities atthe subnationallevel might lead to newthinking in historical reconci1iation，an area 
娃latcontinues to pose challenges to the govemments and peoples ofNortheast Asia. 
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14:45-15:1 5 

15:15-17:00 

17:00 


Program 

Regis仕� ation 

Opening and Greetings 

BANDO!¥品� riko，President Showa Womenls University，Former 
Vice-Govemor Saitama Prefecture 
Markus WERNHARD，Deputy Director and Head of Arts， Goe也� e-
Institut Tokyo 
Andrew HORVAT，Visiting Professor，Tokyo Keizai University 
Harald CONRAD，JapanRepresentative，Friedrich Ebert Foundation 

Panell: The Parapublic Underpinnings ofHistorical 
Reconciliation 

Keynote Speech 

η� es Thαt Bind? The Parapublic Underpinnings ofFranco-German 
Relationsω� Cons仰� ctionof Intemωonαl均� lue 
Ulrich KROTZ，Assistant Professor，Brown University 

Panelists: 
MENJU Toshihiro，ChiefProgram Officer，Japan Center for 
Intemational Exchange 
KONDO乱� 1otohiro，Professor，Graduate School ofPublic Policy， 

Nihon University 

Coffee Break 

Panel2: Dynamism and Opportunities of Japanese-Korean 
E玄� changeat the Community Level 

Presentation 

MATSUBARA Kazuyuki，President，Taishuu Shipping Company 
(Tsushima) & Chair of“Enchiren，" (an organization of Japanese 
towns with historical ties to royal missions合� omKorea) 

Panelists: 
KATAYAMA Yoshihiro，Professor，Keio University，Former 
Govemor ofTottori Prefecture 
KIM Eun-Y oung，Intemational Affairs Editor，PusanIlbo 
Newspaper 

BuD島� tReception 
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国際シンポジウム

一地域統合と歴史和解-

ヨーロッパと北東アジアの比較からみる地域交流の役割

開催日時:2007年 6月 30日 12:30......17:00 (終了後懇親会を行います)

開催場所:ドイツ文化会館ホール(東京都港区赤坂 7-5-56)

共同主催:フリードリヒ・エーベルト財団東京事務所/東京経済大学・歴史和解

研究所~Goethe-Institut ドイツ文化センター(東京)

本年のシンポジウムは、昨年の歴史和解における市民社会の役割に引き続き、地方自

治体および自治体とともに行動する諸国体が国際的活動を通じて歴史的和解の過程に果

たす貢献にスポットを当てます。

ドイツとフランスの間には現在およそ 2，200の姉妹都市関係が結ぼれています。第二

次大戦後のヨーロッパの和解と地域統合は、 ドイツとフランス等の著名な政治指導者の

努力の結晶だと一般的に思われています。しかし、市民レベルの和解においては、国家

レベルで、はなく地方レベルでのパラ・パブリック(準政府)の組織と一般の市民の地道

な日常的な交流活動が土台になっており、両国政府の強力な支援の下に広範な活動が実

施されてきました。

日本と韓国の間には 115の姉妹都市提携が行われています。自治体以外にも教育機関、

メディア、その他の市民団体による交流が行われ、時として対立する政府レベルでの関

係とは別の次元の交流・協力活動が活発に行われています。しかし、日韓両国の歴史和

解を加速するためには、より広範でダイナミックな草の根的接触と交流の輸を育てるこ

とが必要と考えられます。地方レベルでどのような活動が望ましいか?交換留学生や文

化交流活動をどう促進すべきなのか、また、伝統的な祭りや観光誘致のためのフェステ

ィパルのような町興しはどのような役割を果しえるのでしょうか?

ヨーロッパでは、独仏の中央政府は地方自治体の交流活動に財政上の支援を行ってい

ますが、国のパックアップが少ない日本ではどのような課題を抱えているのでしょう

か?本シンポジウムではヨーロッパと北東アジアにおける諸条件を詳細に検証すること

によって、歴史分野での和解を促進するための突破口として、地域レベノレの交流の役割

に注目し、その可能性を皆様と議論を深めたいと思います。 
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シンポジウム プログラム

開会挨拶(12:30"""'13:00)

坂東揖理子 昭和女子大学学長、

マルクス・ヴェルンハルト ドイツ文化センタ 文化部長、所長代理

ンドリュ・ホルパート 東京経消大学客関教授

ハラルト・コンラット フリ~ドリヒ・こに…ベルト財団日本代表

パネル� 1 (13:00"'-14:45) r璽史和解iこ巣?とす地方自治体等のパラ・パブリックの役割j

ノ}ト・スピ}カ}

ウルヲッヒ・クロッツ 米露・ブラウ

パネヲスト

警報研究科教接'1日本大学大学読総合社会近藤大捧� 

毛髪敏浩 日本国欝交流センタ…、 ブ・プログラムオフィサ」

パネル11 (15:15""'-17:00) r地域レベルの日韓交流のダイナミズムと可能性j

プレゼンター

松原一征 朝鮮通信使縁地連絡協機会理事長、対外i海運社長

パネリスト

片山善博襲応大学教授、

金銀英釜山日報社�  

17:00 懇親会� 
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