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本報告の趣旨

 拙著 The International Thought of Alfred Zimmern: 

Classicism, Zionism and the Shadow of Commonwealth 
(Palgrave Macmillan, 2021)の要旨の解説。

https://www.palgrave.com/gp/book/9783030662134

 上記著作の刊行に至るまでの経緯、研究履歴。

 上記著作に関する参加者皆さまからのコメント、質問等を
得て、今後の研究に活用すること。

https://www.palgrave.com/gp/book/9783030662134


国際関係論と政治思想史のはざまで（1）

 出発点は国際関係論
東大駒場・教養学部総合社会科学科・国際関係論分科
→総合文化研究科国際社会科学専攻・国際関係論コース

 「主権／主権国家体系」や「領域」の歴史的・思想史的展開に
関心を持ち、政治思想史の勉強を始める。
卒論：アルトゥジウス、ギールケ、多元的国家論の系譜におけ
る連邦制論

 最初の指導教員は柴田寿子先生、後に森政稔先生

 日本で勉強する中でおそらく最も影響を受けたのは、酒井哲哉
先生（近代日本外交史・思想史）、石川健治先生（憲法学）。

前者 → 帝国秩序と国際秩序の「重複」や「相互作用」、そこに
おける「社会」の介在を問うアプローチ

後者 → 文献の精読の仕方、シュミット



国際関係論と政治思想史のはざまで（2）

 修論：T.H.グリーン、アーノルド・トインビー、L.T.ホブハ
ウスを検討し、社会的リベラリズムにおける帝国・国際秩
序構想の一側面と、その 倫理的（疑似宗教的）・政治哲学
的基盤の解明。多元主義的でトランスナショナルな国際的
デモクラシーの姿。

 より包括的な帝国構想を対象に含めたい。
→ブリティッシュ・コモンウェルス構想者（社会的リベラ
リズムの系譜）。ライオネル・カーティス、フィリップ・
カー、アルフレッド・ジマーン、（初期）A.J. トインビー
らに着目。

 ケンブリッジ大留学、指導教員：Prof. Duncan Bell。
→（私にとっては）「研究者」の一つのロールモデル

 研究計画の一定の挫折。力不足を痛感。



国際関係論と政治思想史のはざまで（3）

 博論： “Commonwealth: Alfred Zimmern and World 

Citizenship”（2016年）

 拙著 The International Thought of Alfred Zimmernは、上
記博論を5～6割改稿したもの。

 今後：

（個人研究）「ブリティッシュ・コモンウェルス」をめぐ
る思想を、近代イギリス・ヨーロッパ政治思想史の中に位置
づける作業。J.A. ホブスン、ホブハウス、カーティス、フィ
リップ・カー、トインビー、レジナルド・クプランドなど。

（共同研究）「群島と大洋の思想史――太平洋のグローバ
ル・ヒストリー（A Global Intellectual History of the Pacific）

https://www.gsi.c.u-tokyo.ac.jp/research/gsi_caravan/pacific/



Alfred E. Zimmern (1879-1957) (1)

 古典学者（The Greek Commonwealth (1911))、シオニスト、
ブリティッシュ・コモンウェルス構想者（ラウンド・テーブル
運動）、国際連盟の設計者の一人、草創期国際関係論の指導的
学者（アベリストウィス→オックスフォード）、連盟知的協力
事業の推進者、UNESCOの構想者の一人、WWII後世界連邦主義
者

 最も克服すべきジマーン像：
国際関係論学説史の「第一論争」における、戦間期を代表する
「ユートピアン／アイディアリスト」＝国民国家間の予定的な
利益調和（「アダム・スミス、ベンサム的」）、国際システム
の進歩への信念。

E.H. カー The Twenty Years’ Crisis (1939) → へドリー・ブル

in The Aberystwyth Papers (1972)



Alfred E. Zimmern (1879-1957) (2)

 三つの主張：

【①】完全に間違っているわけではないが、oversimplification。

【②】「アイディアリスト」というラベルの非有効性

a)  遡及的、時代錯誤的なカテゴリー
Cf. Q. Skinnerの「予期の神話」、20世紀前半の国際思想

をめぐる研究（e.g. L. Ashworth, D. Bell, D. Long, B. 
Schmidt, P. Wilson）

b) 過度に多義的。説明力の不足。

【③】国際関係論「学説史」の中で捉えることの非妥当性。IR
に関係すると思われる著作は、彼の知的軌跡のごく一部。

⇒≪逆の見方≫ イギリス政治思想の一断面としてのジマーン
の知的軌跡。さらに、その軌跡の部分集合としてのIRの著作
と想定されるもの。



解釈の枠組み(1)

 ジマーン思想の中心的構成要素

Idea of a 
British 

Commonwealth 

Classicism

（古典学的素養）
Cultural Zionism

The Greek 
Commonwealth(1911) など

【Chapter 2】

RT 運動（1910年代～20年代
半ば）、Nationality and 

Government (1918), The 

Third British Empire (1926) 
など

Ahad Ha’am, Horace Kallen

【Chapter 3】

Burkean idea of 

public & private 

virtues 

Debate about Greater 

Britain/British 

Commonwealth
(universalism)

Transatlantic 

network



解釈の枠組み(2)

 ジマーン思想の年代的展開（1920年代～）

（1920年代）Cosmopolitan democracy 

under the League

（1930年代半ば～）Euro-Atlantic community

（WWII後）World federal government

BC as a 

model (esp. 

Burkean 

liberalism & 

depoliticized 

multicultural 

coexistence)

League intellectual 

cooperation

Christian ecumenism, 

neo-orthodoxy

【Chapter 4】

Nuclear one-worldism, 

IR realism

【Chapter 5】



2つの影響力ある先行研究(1)

 Jeanne Morefield, Covenants without Swords: Idealist Liberalism and 
the Spirit of Empire (2005)

a) イギリス観念論の系譜の中に、reformist liberalとしてジマーンとギ
ルバート・マリーを位置づける。

b) 彼らの思想を、liberal universalismとhierarchic world order両者を
具現し、その間の矛盾・相克を観念論に由来する道徳的・精神的な有機
体論によって覆い隠そうとしたものと描く。

⇒ liberal universalismと帝国的hierarchic orderの結合という見方は〇。
しかし、いくつかの留保・修正、補完の必要。

① 観念論とジマーンの関係は、誤りとは言えないがエビデンスに乏しい。
② バーク、アクトン、シオニズム、キリスト教など他の知的拠り所の分
析が不足。
③ ジマーン自身の古代史研究が持つ、彼の帝国・国際秩序論に対するイ
ンパクトの分析の不十分さ。
④ 彼自身によるliberalismの意味づけへの注意が必要。

＊③は後に一定程度修正。Morefield, Empires without Imperialism
(2014), ch. 1 “Alfred Zimmern’s ‘Oxford Paradox’”



2つの影響力ある先行研究(2)

 Mark Mazower, No Enchanted Palace (2009), ch. 2 “Alfred 

Zimmern and the Empire of Freedom” 

a) Morefield(2005)の影響下に、ジマーンをliberal neo-Hegelian

として描く。
b) 時系列的に、WWII後彼がアメリカに移住した後の知的活動

も含めて叙述するのが特徴。

⇒読み物として面白い。WWII後のジマーン思想の把握の不十分
さ、i.e. 中心テーマであった彼の世界連邦構想を扱っていない
（Paul Rich 2002を踏襲!?）。また、1930年代半ば以降におけるジ
マーンのEuro-Atlanticismを閑却。

☆ これらを修正・補完しつつ、ジマーンの知的展開をより
統合的に捉えようとするのが本書。



Classicism: 古代と現代の相互構成(1)

 ＜政治的置換／実験場＞としての古代：
後期ヴィクトリア時代、エドワード時代のイギリス帝国構想

＜類比、相互構成的＞

古典古代解釈（＊古代ギリシャ、ローマの権威的著作や歴史、政治
文化）
Cf. E.A. Freeman, Greater Greece and Greater Britain (1886); James 
Bryce, The Ancient Roman Empire and the British Empire in India
(1902/1914); the Earl of Cromer, Ancient and Modern Imperialism (1910); 
Charles Lucas’s Greater Rome and Greater Britain (1912) 

 ジマーン：①“United Britain”などのGreater Britain構想(1905, 未公
刊) → ②The Greek Commonwealth(1911)におけるアテネ民主政論
→ ③“The Ethics of Empire”(1913), Nationality and 
Government(1918), The Third British Empire(1926)などにおける
British Commonwealth構想



Map as visual technology

from Zimmern, The Greek Commonwealth, 3rd edn (1922), p. 14

(Extracted from the public domain:

https://archive.org/details/cu31924028305229/page/n17/mode

/2up)



Classicism: 古代と現代の相互構成(2)

①(a)帝国的愛国主義
（imperial patriotism）

(b)“the English system of 
life”（=「習慣や愛着、先入
見、慣習、依然残存する過去
に根ざす現在、また現在の理
想を満たすよう適合された、
しかし決して棄却されること
のない過去の集積」と、その
共有に基づく深い同胞感情）

③感情的・精神的共同体とし
てのBritish Commonwealth

(a)帝国大のres publicaへの
公民的献身

(b)愛・友情・同胞意識など
の社会的紐帯

②(a)アテネの公民的共和主義
Cf. 前439年ペリクレス葬送演
説：“so they gave their 

bodies to the commonwealth”
(b)前政治的な徳：“good 

fellowship”, “natural 

equality”, “friendship” 
← 家族などの社会的単位

（伝統・慣習・風習の体系）

投射

雛形／正当化



家族など社会的単位について (in 古代ギリシャ／アテネ)

“they [the Greeks] knew and felt the difference between the deep-

seated moralities which their ancestors had handed down to them 

and the institutions which they or their lawgivers had recently 

devised. The former they observed not out of calculation but out of 

‘reverence’: they were not ‘fallible contrivances of reason’ but 

‘unwritten ordinances whose transgression brings admitted shame.’ 

[…] they went down to levels which reason had not yet plumbed and 

embodied the elemental unselfishness—the sense of one human 

being’s natural relation to another—which was the germ of Greek 

citizenship as of all good citizenship since. Fraternity sits ill on the 

banner of the anarchist; there is no true fraternity which does not 

grow, as it grew in Greece, out of the plain primaeval emotions of 

friendship or family.”

from Zimmern, The Greek Commonwealth (1911), pp. 67-8



Classicism: 古代と現代の相互構成(3)

 古代アテネ⇔ブリティッシュ・コモンウェルスのtransepochal chainの
中に埋め込まれるバーク

(i) Public and private virtuesの調和, from Thoughts on the Cause of the 
Present Discontents (1770) 

“It is therefore our business carefully to cultivate in our minds, to rear to the most 
perfect vigour and maturity, every sort of generous and honest feeling that belongs to 
our nature. To bring the dispositions that are lovely in private life into the service and 
conduct of the commonwealth; so to be patriots, as not to forget we are gentlemen. To 
cultivate friendships, and to incur enmities. […] To model our principles to our duties and 
our situation”. (Burke, Present Discontents, 1770, p. 115)

(ii) 同心円的な社会的単位と愛国（”little platoon”論), from Reflections on 
the Revolution in France (1790)

“To be attached to the subdivision, to love the little platoon we belong to in society, is 
the first principle (the germ as it were) of public affections. It is the first link in the 
series by which we proceed toward a love to our country and to mankind.” (Burke, 
Reflections, ed. J.G.A. Pocock, 1987, p. 41)

 ジマーンにおけるliberalism(or liberal democracy)の意味づけ



Cultural Zionism: 多文化主義の帝国(1)

 ジマーンにおけるユダヤ人ディアスポラとしてのアイデンティ
ティ
e.g. “an alien who […] has not a drop of English blood in his veins” (1905)

 シオニズム運動への関与（1900年代半ば～1920年代前半）

 アハド・ハアム（Ahad Ha’am/Asher Ginsberg）が提唱する文
化シオニズムを摂取
⇒ ブリティッシュ・コモンウェルス構想への適用・翻案

 「脱政治的（depoliticized）」ナショナリティ、多文化共生と
しての国際主義（internationalism）の理論化

 アメリカの革新主義者ホラス・カレン（Horace Kallen）の文
化多元主義論も介在
Cf. 拙稿「大西洋横断的な共鳴」(2017年)『社会思想史研究』



ジマーンにおけるアイデンティティとナショナリティ観の一端

“I learnt to value Nationality, not from reading Mazzini’s essays nor 

from sympathising with European Nationalist movements […] but from 

realising, as I grew to manhood, that I was not an Englishman, and 

from my sense of the debt I owe to the heritage with which I am 

connected by blood and tradition. […] to have discovered that I was 

not an Englishman in the deeper side of my nature and that yet my 

opinions on public affairs corresponded with those of my fellow-

citizens, and that my working life would be spent in England—this 

carried me beyond the facile philosophy held by the ordinary 

Englishman, that citizenship and nationality are co-extensive terms.”

from Zimmern, Nationality and Government (1918), pp. 65-6



Cultural Zionism: 多文化主義の帝国(2)

 アハド・ハアム (1856-1927)
① 伝統的ユダヤ文化の復興・革新を通し、世界中のユダヤ人ディア
スポラの間に統一的なナショ ナル・アイデンティティの構築を。
② 独立したイスラエル国家の建設を（少なくとも即時的には）求め
ない。

⇒ パレスチナにおける中心的な文化拠点の創設と、「競争的模倣
(competitive imitation)」論を提唱。

 「競争的模倣」(“Imitation and Assimilation,” 原著1893 年）
・ 多数派民族の文化の選択的受容・摂取を通じて、ユダヤ人共同体
固有の精神やアイデン ティティを発展させる営み（居住国での同化
圧力への対抗）。
・一種のナショナリズムであると同時にインターナショナリズム
（後者が前者に資する形での一体的に進行）。
Cf. “the competitive imitation of one individual [society] by another make 
for progress, not by means if noisy and sudden revolutions, but by means 
of continual small additions. … then Imitation becomes intersocial or 
international.”
(Ahad Ha’am, “Imitation and Assimilation,” in Selected Essays by Ahad Ha’am, trans. Leon 

Simon, 1912, p. 112)



アハド・ハアムの文化的統合論（図式）

文化拠点

中心：e.g. 神学や科学のアカデ
ミー、文学協会、出版施設、大
規模な図書館・博物館



Cultural Zionism: 多文化主義の帝国(3)

 ジマーン → アハド・ハアムの「中心（パレスチナ）― 周辺（ディ
アスポラ）」論を、ユダヤ人以外の諸民族へも適用。各々が世界大
の、国境横断的なナショナル・アイデンティティ（民族文化の揺籃
の地を統合原理として）。

“A nation, like an individual, cannot lead a normal and happy life unless it 
has a home of its own, unless there is some place where there is an 
intimate national atmosphere, where the fire, which is its soul, is kept 
burning at a central shrine. The modern world is a world of super-states, 
of constant movement and migration. […] But so long as the members of [a 
nation] in exile know that the tradition is being maintained, […] and that 
they can always refresh their spirit at the fountain-head, the soul of the 
true nationalist is satisfied”. (Zimmern, Nationality and Government, 1918, pp. 96-7)

＊原型的(proto-)グローバル化の時代という背景
＊ジマーンにおける「民族」の定義： “Nationality is a form of corporate 
consciousness of peculiar intensity, intimacy and dignity, related to a definite 
home-country.”



Cultural Zionism: 多文化主義の帝国(4)

 ジマーン → 多文化共生のブリティッシュ・コモンウェルス
＝「第三次イギリス帝国」

「国際主義（internationalism）」：諸民族間の交差的な肥沃化（cross-
fertilization）。選択的な文化吸収と自己文化の革新。

“internationalism, properly understood, is not contact between states; nor is 
it contact between super-nationalists and cosmopolitans who have torn 
themselves loose from affiliation with their nation. […] True internationalism 
is contact between nations in their highest and best and most distinctive 
representatives and manifestations. The true contact between the West 
European national triangle which is so disquieting the world must be a 
contact, not between trust-magnates or labour-leaders or even statesmen 
from the three countries, but, so to speak, between Shakespeare, Molière, 
and Goethe”. (Zimmern, The Prospects of Democracy, 1929[1923], p. 93)

⇔アングロ中心主義（後期ヴィクトリア時代以降のGreater Britain/British 
Commonwealth構想の大勢）

＊「文化帝国主義(cultural imperialism)」という表現を用いた初期の事例



その他、重要点（結びに代えて）

 “Englishness”と“Britishness”の間の緊張関係：帝国大の公民的
共和主義の土台として特権的位置にあるEnglishness

（=Athenian attributes）と、多文化主義的共存の間の相克

 ヨーロッパ中心主義（白人中心主義）の世界秩序観を抱え込む。

 ジマーンにとって（戦間期の）国際関係論は、ブリティッ
シュ・コモンウェルスをモデルとするグローバル・コモンウェ
ルスを構築するための知識的土台。

 ジマーン思想→ 学問分野横断的な理解が必要：イギリス政治
思想史、シオニズム研究、帝国史、国際関係史、国際関係論学
説史

 ただし本書の限界は、思想家一人を扱っているため、主語を常
にそこに戻さざるを得ず、scopeが狭くなってしまうこと。




