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はじめに 
 
 ◎2012-15 年度の科研費プロジェクト「ウェストファリア史観の脱構築：メタディシプ

リナリ・アプローチ」（途中でベンノ・テシュケ、ブライアン・シュミットとのセッション

＋2016 年度に仕上げ作業） 
 ◎山下・芝崎・安高のコアメンバーによる序章、第１部、その他の論者による第２部、

コアメンバーによる「あとがき」（実質的な終章） 
 ◎研究以前以後のツアー：世界政治研究会 （2014/09/26 討論者 竹内俊隆）、日本国際

政治学会（2014/11/14 討論者 古城佳子）、駒場国際政治ワークショップ（2017/01/13 討

論者久保田徳仁、佐藤裕視）、ISA（2017/02/23 司会 Hendrik Spryut(The Sovereign State and 
Its Competitors (1996))討論者 Torbjørn L. Knutsen (The History of International Relations Theory 
(1992))）、八王子サロン＝（2017/03/10 渡邉昭夫先生）、世界政治研究会（2017/03/17 討

論者 葛谷彩） 
 ◎今回はプロジェクトの概要を、「あとがき」におけるまとめを基礎に置きつつ、序章、

第１部、第２部の内容に触れながらお話ししたい。 
 
プロジェクトの性格 
 
◎当初：単純な「外科手術」による治療 「ウェストファリア史観」を別の史観に置き換

えれば済む話であって、置き換えることによって国際関係論の新たな教科書を書くという

構想 
◎現実：「外科手術」では済まないことが判明→「ウェストファリア史観」は国際関係論内

部での置き換えで済む問題ではなく、国際関係・国際関係論双方の関係の中で作り上げら

れてきたもの→したがって、単なる置き換えや否定ではなぜ乗り越えたことにならないか、

そこにはどのような厄介な構造が存在するか、という点を検証し、その結果を素描するこ

とに重心を異動させざるを得なくなった。 
◎議論の三段階 ？→！→？ ＝ ①大きな問い→②大きな答え→③それによって浮かび

上がってくる新たな問い 
◎今回は大きな問いに対してかなり雑駁であるが大きな答えを得るプロジェクト、ある種

電子体温計的であり、ひらめき的ではある（読者のみなさんの「点検」が必要） 
◎予想されるコメントの種類：（１）①→②が各論的に本当に言えるのか（２）①→②とは

そもそもどういうことなのか（どこまでの議論であってどこまでの議論でないのか）（３）

②→③において今後何をどのように問うていくべきか（（２）と清算した上で）、これによ

って浮かび上がる新たなリサーチ・アジェンダは何なのか 
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プロジェクトの概要 
 
 序章 メタディシプリナリ批判による構築主義的限界の克服と構造的な認知バイアスの

解明 
 
 ・国際関係論＝ここでは英語圏のいわゆる IR（Americanというよりも English Social Science）
をさす。 
 ・「ウェストファリア史観」の定義＝「『ウェストファリアの講和』によってヨーロッパ

に形成されたとされる主権領域国家によって構成される秩序に、国際関係論の対象たる現

在の国際システムの起源と本質を見る歴史観」 
 ・この史観は国際関係論の外側では自明ではない→国際関係論の構造的な認知バイアス

をもたらしている 
 ・本書の目的＝（１）構造的な認知バイアスそのものの実態の解明（２）構造的な認知

バイアスの持つ知的・政治的効果の解明（３）構造的な認知バイアスを矯正する処方箋の

模索と矯正後に起きうる新たな「国際関係」の捉え方の提示 →実際には（１）をもたら

した構造と（２）のある程度の部分を解明したにとどまる。 
 ・ウェストファリア史観の「二重の誤り」=第一段階：現在から過去を見て現在と過去が

同じ主権国家システムであると考えるという謝り 第二段階：過去から現在を見るならば

現在は主権国家システムではなく多元的な主体で構成される秩序でなければならないのに

そう考えていないという誤り 
 ・既存の批判：「記述的批判」＝起源の差し替え 「規範的批判」＝差し替え＋国際関係

論の歴史観そのものを批判 
 ・国際関係論内部の神話性がもつ２つの機能：（１）ラベルとしての神話：外在的批判受

け付けず（２）自己遂行機能＝ウェストファリア史観が規範として現実を構築してしまう

ことで自己の妥当性を再構築する ２つの機能は循環し相互強化する 規範的批判は「で

はなぜそのように史的客観性に欠ける歴史認識が、規範的に強力な妥当性を持つに至った

のか」に回収されがち→「歴史解釈として事実と乖離があっても、規範的に妥当してさえ

いれば、国際関係論にとっては対象として現実的」と言う風にかわされてしまう 
 ・更なる問い「史的客観性に欠ける歴史認識が、規範的に重要な妥当性を持つことで生

じる政治的効果は何か」→ウェストファリア史観の「解釈権」がどのように運用され、機

能しているかを見る必要あり  
 ・「メタディシプリナリな次元の批判」＝単なるディシプリン内部の歴史観の書き替え問

題から、ディシプリンの内部・外部の相互関係の歴史的な構築過程の解明へ 
 ・３つの水準：①学史＝第１章 ②システム＝第２章 ③歴史的文脈への再位置づけ＝

第３章 
 ・２つのウェストファリア史観：①狭義＝国際関係論内部の言説的閉域（閉じた言説）

②＝広義＝狭義が明確に成立する以前から解釈権を持つ側が現実の国際関係に対して発揮

する政治的効果をめぐって現れる解釈権の所有者内部の閉じた言説  
・従来は狭義か広義どちらかだけに注目してきたのに対して、今回は双方の関係と相互作

用を剔抉する 
 
 
 
 
 
 
第１部 脱ウェストファリアへの登攀路 
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 第１章 既存の史観批判の限界と焦点としての「第３の認識」 
 
 ・第１の認識＝「誕生日がウェストファリア条約である（誕生地がヨーロッパである）」、

第２の認識＝「誕生から現在までの歴史をヨーロッパの国際秩序の世界的拡大とみる」 
・強い／弱いウェストファリア史観：既存の批判はすべて、弱いウェストファリア史観か

ら強いウェストファリア史観を批判したもの 
 
 第２の認識受容 第２の認識否定／留保 
第１の認識受容 強いウェストファリア史観 弱い脱ウェストファリア史観？ 
第１の認識否定／留保 弱いウェストファリア史観 強い脱ウェストファリア史観？ 
 
・では第２の認識を乗り越えればよいか？→答えはＮＯ 
・第３の認識＝誕生日・出生地がどこであろうと、今後どのように変更があろうとなかろ

うと「 も重要な主体を近代主権国家とみなし、 も重要な関係を近代主権国家間関係と

みなす」 
・第３の認識は国際関係論の「外側」から来ている公理 国際関係の理論とは結局１つし

かなかったのではないか？ 
・外側→国際関係論での拡大再生産→外側での世界理解に影響 
・第３の認識に根拠付けられた国際関係論：近代主権国家（体系）に 重要にプライオリ

ティを置くことは変えないまま、主体、領域・イシューにおける「建て増し」「継ぎ足し」

が為されることで、理論的アポリアが解消されないまま蓄積される（ex.近年の領域的多元

主義、理論的多元主義） 
・広義の形成過程（第２章）、狭義形成後の広義・狭義のインタープレイ（第３章） 
・狭義のウェストファリア史観はそれほどグローバルには受容されているわけではない（日

本などでの留保のしかた） 
 
 第２章 「認識を枠付ける脚本」としての史観の解釈権の不均等な分布と行使 
 
・「主権国民国家を特権的に標準化した規範的認識枠組み」としての広義のウェストファリ

ア史観の発生と機能に関する巨視的概観 
・「認識を枠つける脚本」（クラズナー）としての広義のウェストファリア史観：政治実践

に於ける行為遂行性の発揮 
・脚本への関わりの程度は主体ごとに大きく異なる→「解釈権」の分布 
・１９世紀以前：ハイブリッド主体、華夷秩序などの豊穣な「外部」→１９世紀以後 広

義のウェストファリア史観のグローバルな「脚本」としての唯一性・正当性が確立 ex.万
国公法、文明の基準→２０世紀初頭に国際関係論成立 原則と例外の線引きによって広義

の史観の正当化を果たす 
・「主権国民国家に関わる実践のみを過度に標準化する言説的閉域」の完成→その政治的効

果としての「解釈権」の不均等な分布→解釈権の占有的行使により構造的バイアス（「主権

国民国家を成り立たせている政治的実践をうながす一方で、その他の実践を妨げるような

構造的な力」）が生まれる 
・解釈権の非対称性：①ヨーロッパ／非ヨーロッパ②主権国民国家／国家以外の主体③非

国家主体間 
・解釈権の分布：①「脚本家」（欧米大国の思想家・実務家）②「演出家・ベテラン役者」

（欧米大国出身のエリート層）③「若手役者」（中小非欧米諸国ないし非欧米諸国出身のエ

リート層） 
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・①②は広義の史観を産んだ立場：ルールの運用・執筆・改訂に関与→ダブル・スタンダ

ード、ポスト・ウェストファリアも志向可能、③は解釈権を持たず「組織された偽善」に

強く拘束 
・構造的バイアスへの挑戦は国際関係論によって不可視化・例外化される（継ぎ足し、建

て増し） 国際関係とは国家間関係のみをさすのではないが 重要な主体は主権国家であ

る、というレトリック（理論的アポリア） 
・実際の歴史過程はより複雑、広義のウェストファリア史観に対する受容・解釈の多義性

や重層性を踏まえるべき 
 
 第３章 「二重の往還」構造の解明と「忘却・自然化・実体化」 
 
・長期的な視野に立った広義と狭義のインタープレイ：1763-現在 
・３つの位相：「忘却の位相」「自然化の位相」「実体化の位相」 
・「忘却の位相」1763-1842：ネイションの過去への挿入 ネイション概念を、主権国家以

外の主体が数多く参加していたウェストファリアの講和の時点に遡及的に適用 
・「自然化の位相」1917/18-1945/60：広義の史観の「近代国家」のみから世界大へ適用範

囲拡大＋「国民帝国（山室信一）の学として多様な主体を考察していた国際関係論におけ

る狭義の史観の強化 
・「実体化の位相」1970s-、特に冷戦以後：狭義の史観に基づく現在主義的解釈、「ポスト・

ウェストファリア」言説はウェストファリア史観を「虚構の超克」によって逆説的に延命

させる 
・広義・狭義の解釈権の占有的運用・管理・行使・改訂＝「『文明化の基準』の占有による

国際社会における認知的権力としてのヘゲモニーの維持」 
 

 
 
 
 
 
 
第２部 脱ウェストファリア史観から見える世界 
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 第４章・第５章 先駆的神話破壊者たちの到達点 
 
・第４章（テシィケ The Myth of 1648 (2003)）：弱いウェストファリア史観の維持、二重の

とぐろへの着眼なし、政治的マルクス主義からの政治的な富の蓄積と資本主義の形成への

関心 
・第５章（シュミット The Political Discourse of Anarchy (1997)）：初期の国際関係論における

ウェストファリア言及の不在を指摘、ただし第１、第２の認識レベルのみ 
 
 第６章・第７章 内部・外部における広義のウェストファリア史観の受容と理解 
 
・第６章（奈良）：広義のウェストファリア史観を受容する側の世界認識の多義性・重層性 

幕末維新期の日本 「むき出しの暴力」こそ本質と見る日本、「イデオロギーとしての武威」

を維持するべく戦争回避 「誤解の並存構造」にもとづく敵対的参入 ある種の「敵対的

文化触変」 
・第７章（川村）：広義のウェストファリア史観定着以前のヨーロッパ 言及なきまま展開

される秩序論、さらに超克のモメントもすでに胎動（国際関係論内部でも実は指摘あり） 
 
 第８章・第９章 「入口」と「出口」における狭義のウェストファリア史観 
 
・第８章（西）：モーゲンソーは「ポスト・ウェストファリア」的秩序観の持ち主 ニーチ

ェ、フロイトの影響 
・第９章（遠藤）：冷戦後における歴史の変容に対する国際関係論の機能不全、「より開放

的な国際関係論」を実現することの困難さ 
 
あとがき（結論） 本書全体の到達点と今後の課題 
 
〈１〉 ウェストファリア史観は、狭義の国際関係論という学問分野内だけではなく広義

の国際関係という現象における諸実践でも作用している。このことを先行研究は見逃して

いた。 
 
〈２〉 狭義のウェストファリア史観の根源的問題は、第１、第２の認識にかかわるもの

であるよりはむしろ第３の認識、すなわち広義の史観によって学問の外側から設定された

視点・目的とコレクション（領域設定）にある。 
 
〈３〉 したがって、第１・第２の認識に関する神話批判・神話破壊および代案の提示だ

けでは単に弱いウェストファリア史観による強いウェストファリア史観の批判にとどまり、

史観そのものの根幹には届かない。 
 
〈４〉 そこで、広義と狭義の史観のインタープレイを分析することが必要となる。 
 
〈５〉 まず広義の史観が先に形成され、しかる後に広義の史観にもとづく学問装置とし

て第３の認識がビルトインされた国際関係論が形成された。 
 
 
〈６〉 その後、国際関係論は後追い的に第１・第２の認識を歴史的根拠として神話的に

参照し自己の存立基盤を根拠づけていく。同時に、その国際関係論が教育・研究され、そ

の教育・研究に依拠した実践が積み重なることで、広義の史観が強化され、そのことは狭
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義の史観の正当性をさらに強固にしていく。 
 
〈７〉 ただし、広義の史観の拡大普及、狭義の史観の拡大普及は、それほど単線的なも

のではない。というのは、そもそもどちらのレベルでも、史観は虚構であり、これを常則

とする動きに対して、完全にはそれに圧倒され消失し得ないような世界認識や世界理解は

存在し続けてきたし、存在しているし、これからも存在しうるためである。上記のインタ

ープレイの図式の重みを過度に強調することなく、インタープレイの背後に常に脈々と存

在しうる多種多様に変容しながら持続し続ける逸脱の動きこそむしろ世界理解の常態なの

であるということを忘れてはならない。常則に見えることが実は一時的なものでしかない

ということである。このことは、難攻不落の永久堡塁のように見える広義・狭義のウェス

トファリア史観もまた、有期的な世界認識であり変革しうることを意味している。 
 
 ◎２つの中心的仮説：①先行研究の神話批判・神話破壊の限界がどこに、なぜあるか②

史観の存立構造とその歴史的形成過程（広義と狭義のインタープレイ）の定式化 
 ◎課題：ほんとうにそうなのか、もしこうだとしたらどうしたらよいのか 
 ◎推論：脱ウェストファリア史観＝第１、第２、第３の認識から脱すること→「脱ウェ

ストファリアの国際関係論」は語義矛盾、論理的に成立不可能（視点・目的設定、コレク

ション（領域設定）を根底から否定することになる）→脱ウェストファリア史観＝脱国際

関係論→視点・目的、コレクションを１から作り直した新しい学問を構築する必要性 （こ

の論点は１９世紀パラダイム（ウォーラースティン）に基づいたすべての学問に通底する？） 
 ◎さしあたりの課題：より精密かつ厳密な理論的・実証的研究の積み重ね＋「狭義・広

義双方に関してその常則化の圧力の強度、換言すれば認知的権力としてのヘゲモニーの強

度が事実として、そして論理としてどこまで動かしがたいのか、また動かしうるものなの

かを、常則化を受容したとされる西洋・非西洋をはじめとするそれぞれの時代のさまざま

な人々の思考を追うことによって検証すること」 
 ◎日本で国際関係を研究するわれわれの存在意義：広義・狭義のウェストファリア史観

に対する健全な違和感を持ちつつ、距離を置きながらも取り入れてきたからこその考察が

可能であるということ 
 
参考文献 
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 はじめに――ウェストファリア史観とは何か 
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