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本報告の趣旨

 報告者は主に、「グローバル化」の中で展開された20世紀
世紀転換期～前半におけるイギリス国際政治思想を研究し
てきた（している）。背景の一端は、現在と過去のパース
ペクティヴの重なり合いである。

 一方で、独自の「グローバル思想史（global intellectual 

history）」の開拓を模索しており、「太平洋思想史」なる
ものを共同研究者とともに展望している。

 これらの提示を通じて、今日の相互依存的世界を前提とし
た政治思想史叙述の多彩な可能性について、討論者・オー
ディエンスと議論する場としたい。



政治思想史研究への誘い

 「社会・政治思想史とは、社会や政治を論じた歴史上の思想について論究する学問
であり、政治学（ないしは社会学、経済学、法学）、思想・哲学、歴史学などの隣
接する諸学が交差する複合地点に、総合的な基礎学問として存立している。その点
で、本来であれば『学際的』とか『越境する知』などの『今どき』のキャッチフ
レーズが似つかわしい、若者に人気の学問のはずである。」

 「言語も地域も時代も違う歴史のなかに魅力的な問いを立てアクチュアリティが再
生されることと、強固に立ちはだかる現在の政治社会のシステムを超え出るような
長いスパンの批判的視線をもつこと、そしてそれによって現在の私の経験的世界が
違って見えることが、なぜかしっかりと繋がるような次元が存在するのであり、そ
れを学問的に合理的な議論として表現できるのは、思想史だけではないかと思うよ
うになった。」

 「過去に生きて思想を語っていた人のアクチュアリティと自分が生きているリアリ
ティとが、どこかで共鳴するような感覚が理論的にうまく掬い上げられたとき、現
代では見えなくなったアクチュアリティが再生される。リアルな思想とはそうした
思想史の現場にあるものであって、頭だけで体よく合成折衷した理論にはない。」

柴田寿子「古典をめぐる思想史学の冒険」『思想学の現在と未来』（未来社、2009年）



プロト(proto)・グローバル化の時代へ

 冷戦もその終結も、実感のない世代(!?)。政治的な「目覚め」は9・11
（高校3年）。

 大学入学時の流行り文句：「グローバル化」、「文明の衝突」、「アメ
リカの覇権・帝国（パックス・アメリカーナ）」、「中国の潜在的台
頭」…
Cf. トマス・フリードマン『レクサスとオリーブの木』(邦訳2000年)

 グローバル化とは何が、どこまで新しいのかという疑問。
→ J.A. ホブスン『帝国主義論』(1902年)を介して、20世紀世紀転換期
のイギリスへ。

 「グローバル化」言説の横溢 ：「距離の消滅」、「時間の消失」、「地
球の収縮」、情報・モノ・カネの「瞬時の世界的移動」。
← 産業革命の世界的伝播、コミュニケーション・輸送技術の相次ぐ
革新（諸大陸を結ぶ海底電信網、ラジオ、大陸横断鉄道、オーシャ
ン・ライナー、自動車、飛行機など）、諸帝国の拡大（＝言語や規
格収斂の促進）



 “Distance is abolished by science.” “In the eighteenth century [Edmund] Burke 

thought a federation quite impossible across the Atlantic Ocean. Yet since then, this 

Ocean has shrunk till it seems scarcely broader than the sea between Greece 

and Sicily. ――J.R. Seeley, The Expansion of England, 1883, pp. 5, 297. 

 Electricity had “annihilated time and abolished space.” ――W.T. Stead, “Looking 

Forward,” RoR 1,1890, p. 230.

 The globe is marked by “modes of cosmopolitanism,” like “the majestic world-

flow of capital and labor” and “an immediate and simultaneous information 

across the world.” ――J.A. Hobson, “The Ethics of Internationalism,” 1906. pp. 17, 21.

 “In the sphere of science and invention, of industry and economics … the world is 

already one Great Society. For the merchant, the banker, and the stockbroker 

political frontiers have been broken down. Trade and industry respond to the 

reactions of a single, world-wide, nervous system. Shocks and panics pass as 

freely as airmen over borders and customs-houses. And not “big business” only, but 

the humblest citizen, in his search for a livelihood, finds himself caught in the 

meshes of the same world-wide network.” ――Alfred Zimmern, Nationality & 

Government, 1918, p. 23.

 Demanding the “spiritual consciousness of thinking planetarily.” ――William Archer, 

The Great Analysis, 1912, p. 59.



国際関係論と政治思想史のはざまで

 出発点は国際関係論。その構成的概念(e.g. 主権／主権国家体系、ア
ナーキー、領域)の歴史的・思想史的展開への関心から、政治思想史
の勉強へ。

 帝国秩序構想と国際秩序構想の「重複」や「相互作用」というアプ
ローチ

 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

 修論：T.H.グリーン、アーノルド・トインビー、L.T.ホブハウスの検
討、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。機能的多元主義に
基づくトランスナショナルなデモクラシーの姿。

 博論：世界最初の国際政治学講座教授アルフレッド・ジマーンの包括
的な思想分析。→ The International Thought of Alfred Zimmern 

(Palgrave Macmillan, 2021)の刊行。



国民国家を超える政治共同体への想像力

 ① グレーター・ブリテン：settler colonialism → 帝国連邦国家 ～
isopolitan citizenship ～ 文化的・精神的紐帯
② Anglo-American polity（アメリカ、イギリス＋カナダ）

…… “biocultural”な存在としての「人種」が中核
cf. Duncan Bell, Reordering the World (2016), Dreamworlds of Race (2021) 

③ ヨーロッパ合衆国、④ 世界連邦国家、⑤ 機能主義的な国際共同体

 J.R. シーリー、ジェームズ・ブライス、A.V. ダイシー、E.A. フリー
マン、 W.T. ステッド、J.A. ホブスン、H.G. ウェルズ、アンド
リュー・カーネギー、ライオネル・カーティス、フィリップ・カー、
（初期）A.J. トインビー etc

 L.T. ホブハウス(1864-1929)：互助を基礎とする進化論的・有機体的
世界観。その中での「健全な帝国主義」、「リベラルな社会主義」、
「世界連盟」構想（機能・職能団体の国内／国際横断的連帯に基づ

く、国際連盟の制度改革案）⇔ カール・ピアスン、フェビアン主義、
バーナード・ボザンケ



 アルフレッド・ジマーン(1879-1957)：古典学者、
シオニスト、ブリティッシュ・コモンウェルス構
想者、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

 E.H.カー(1939)=へドリー・ブル(1972)史観を越えて

 古代（前5世紀アテネ）と現代（Greater Britain/British 

Commonwealth）の相互構成に基づく、帝国大の公民的共和主義
→ コスモポリタン・デモクラシー（1920年代）、太平洋=ヨーロッ

パ共同体（’30年代）の範型

 文化シオニズム(Ahad Ha’am)の援用に基づく、①「グローバルな」
ナショナル・アイデンティティと②「多文化主義」のコモンウェル
ス（＝「国際主義」の帝国）



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】



中心（イギリス本国）から周辺（南太平洋）へ

 J.G.A. ポーコック『島々の発見――「新しいブリテン史」と政治思
想』(邦訳2013年／原著2005年)における、対蹠地（ニュージーラン
ド）からの問いかけ。

 本国によるヨーロッパ経済共同体への加盟(1973年)を契機とした
「ブリティッシュネス」の動揺：「そこで問われたのは、依然として存
在していたグローバルなブリティッシュネスである。その結びつきのなかで
――この結びつきには依存関係しかなかったと考えることのできる若い歴史
家と私はここにおいて意見を異にしている――、われわれは自分たちにはあ
る種の対等（平等）な地位が与えられていると考えていた。…ところが、連
合王国のブリテン人は、これを解体しようと決意していたようであった。…
ニュージーランド人はいまやお払い箱にして忘れるべきだというのであ
る。」（p. 25）

 「ヨーロッパ（史）」に回収されず、アングロセントリックでもない、
多中心的、多元的で、論争的な「ブリテン史」の構築へ



 多元的・多文化的な構成要素(地域・共同体・人々)の遭遇、相互接
触・浸食の歴史。海洋的・大洋的広がりの歴史。cf. 「大西洋群島」

 必然的に「二つの歴史」を持つ共同体が遭遇する歴史。
①自己中心の歴史と、②他者中心の歴史：「共同体とその構成員はいか
にして、そこに含まれない内部や外部の人々と相互に関係してきたか、もし
くはそれに失敗したか、をめぐるナラティヴ」(p.384)

→（遭遇・接触を通した）相互依存的な二つの歴史叙述の変革、アイ
デンティティの再構築を描き出す歴史。Cf. パケハとタガタ・フェヌ
ア

「私が関心を抱く『新しいブリテン史』は、収斂したり分岐したりして

相互に依存する（contingent）存在となりながらも、自分たちのいくつもの
歴史を語る能力を維持する、そうした複数の［政治的］存在の歴史である。」
(同上)

⇒ 【示唆】（１）ネオ・ブリテン人（オーストラリアやNZ）におけるブ
リティッシュネスをめぐる思想史：自己・本国・原住民・周辺海域の

人々のマトリックス。（２）多彩な共同体の接触の場としての太平洋 →
「太平洋思想史」。



「グローバル思想史」という再カテゴリー化

 Samuel Moyn & Andrew Sartori eds., Global Intellectual History (Columbia 

UP, 2013); David Armitage, Foundations of Modern International Thought
(Cambridge UP, 2013,『思想の グローバル・ヒストリー』);ジャーナルGlobal 

Intellectual History (2016年～) etc

 E.g. Moyn & Sartori：①メタ分析カテゴリー（「文明」・「科学」な
ど）の設定に基づく地球規模の比較思想分析、②世界のグローバル化
に寄与した知的力学の分析（思想の伝播・交換・相互作用、伝播を仲
介するネットワーク）、③歴史的主体が用いる主観的カテゴリーとし
ての「グローバル」の分析、その概念の形成史。

 （グローバル・ヒストリーと類似して）、対・一国史、対・ネイショ
ンステイト史観、対・西洋中心主義で枠づけられる混沌とした領域：
(a) 地球全体、別の単位（帝国・海域）、非西洋？(b) 異なる地域間の
比較、つながり、統合過程？

 全てが新奇ではないが、従来の政治思想史叙述を改めようとするエー
トスの存在は重要。



「太平洋思想史」の可能性

 GSIキャラバン・プロジェクト「群島と大洋の思想史――太平洋
のグローバル・ヒストリー」
https://www.gsi.c.u-tokyo.ac.jp/research/gsi_caravan/pacific/

 近現代において、太平洋沿岸諸国の人々、太平洋を横断する
人々、太平洋島嶼に住む人々が描いてきた、多彩な「太平洋」
をめぐる構想や表象、ヴィジョンを探求する（太平洋の一区域
や島々をめぐるそれらを含む）。

 この海洋空間における他者との遭遇・接触（想像上の遭遇も含
む）を通した、自己（の共同体）のアイデンティティやプロ
ジェクト、世界観の再定義・再構築の表出を分析することでも
ある。



 特徴：
① 太平洋空間を中軸とした多彩な政治・経済文化圏の思想史。
日本思想史、アメリカ思想史、オーストラリア・NZ思想史、島
嶼の思想史 etc であり、この空間をめぐる植民地主義の歴史に
鑑みると、ヨーロッパ思想史、ポストコロニアル（or 先住民）
思想を包含する。

② 西洋／非西洋の二元論ではない：西洋知の単なる伝播という
一方向性を避けると同時に、非西洋知のみを扱うのではない。
さらに、西洋中心主義的な思想そのものも分析対象として飲み
込む。

③ 空間の意味づけの複数性・多層性とその交錯。太平洋をめぐ
る複数の構想の連鎖・交錯（ローカリズムの多層的連鎖）を分
析することで、「太平洋」の共創造を描く。その意味で、マル
チ・エージェントの思想史。



例）エペリ・ハウオファの「新しいオセアニア」

 Epeli Hau’ofa (1939-2009)：作家・文化人類学者、フィジーのUSPが拠
点。“Our Sea of Islands”(1993) 他, in We Are the Ocean (Uni of 
Hawai’i Press, 2008)

 (西洋or大陸中心主義的な)「遠い海の島々」から、「我らが島嶼海」
へ。沿岸諸国による歴史的・同時代的な卑小化（cf. MIRAB社会）に対
抗する、太平洋アイデンティティの再構築。

 領域的開放性、土着の歴史（口承・チャント）の回復、螺旋的な歴史
観、自然環境・海洋資源の保護者という自己再定義、創造芸術の共有
に基づく関係論的な世界。先住民地域主義＝「太平洋主権」の回復。

 「太平洋」の多層的連鎖：コロニアルな表象（cf. オセアニア・オリ
エンタリズム）と同時に、既存の「パシフィック・ウェイ」(カミセ
セ・マラ)の克服 ⇒ さらなる反響。Eric Waddell et al eds., A New 
Oceania: Rediscovering Our Sea of Islands (1993) etc。周辺諸国の学
者・知識人を含む、太平洋（オセアニア）の意味やヴィジョンの再考。


