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事物がつながりをもつためには、まずもって隔てられていなければならない。分割されていなかったものを、いや、
どんな意味においてであれ分割されずにとどまっているものを結合することには、実際的にも論理的にも意味をな
さないだろう。ところでこの二つの活動が人間の意図のなかで落ち合うさいにどちらの方式を踏まえているか、つ
まり結合の状態と分割の状態のどちらが自然の側に与えられた姿と感じられ、したがってどちらがわれわれの側に
与えられた課題と感じられるか̶̶ということによって我々のすべての行為は組み分けられる。直接的な意味にお
いてであれ象徴的な意味においてであれ、身体的な意味においてであれ精神的な意味においてであれ、われわれは

つねに結合されたものを分割し、分割されたものを結合する存在である。（ジンメル「橋と扉」より） 

 
はじめに 
 
（１）まえおき 
 
◎日本の国際関係研究の歴史の研究をいかになすべきか？先行研究への応答 
◎仮説：「日本における国際関係研究の歴史を適切に研究するためには、複数の言語の行き来を
焦点に据えて『未知との出会いの現場』に着目する『国際文化交渉』という分析枠組が有効か
つ妥当である」（唯一無二、とは言わない） 
◎自己省察癖の無限ループ、「東芝の扇風機」にならないために 
◎書評的・評論的問題提起 
◎芝崎（近刊）、Shibasaki(2017)と併せて、「次」への下準備 
 
（２）先行研究 
 
◎大矢根編『日本の国際関係論 理論の輸入と独創の間』（２０１６） 
・神川彦松とカント、E.H.カー、モーゲンソーおよび高坂・坂本論争、坂本義和とシェリング、
レジーム論、トランスナショナリズム論、ウォルツ 
・「国際政治学」における「海外理論」の「輸入」 
◎初瀬他編『国際関係論の生成と展開 日本の先達との対話』（２０１７） 
・坂本義和、高坂正堯、永井陽之助、鴨武彦、神川彦松、細谷千博、斉藤眞、渓内謙、高橋進、
川田侃、木戸蓊、馬場伸也、関寛治、高畠通敏、高柳先男、鶴見和子、村井吉敬、玉野井芳郎、
宮里政玄、地域研究、アフリカ研究、中東イスラーム研究、中央アジア研究、西田幾多郎、ジ
ェンダー研究 
・幅広い国際関係論とその周辺、輸入＋「米国の政治的・文化的イデオロギー」など＋土着性・
内発性・自立性 
◎葛谷他編『歴史のなかの国際秩序観 「アメリカの社会科学」を超えて』 
・「アメリカの国際政治学」とイギリス、ドイツ、ヨーロッパ＋「パックス・アメリカーナ」と
イギリス、フランス、西ドイツ、韓国＋「アメリカの社会科学」依然・以外の「古典的国際政
治論」 
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・輸入者（日本以外）、輸入元たるアメリカを「社会科学」と「パックスアメリカーナ」に着目
する「歴史的アプローチ」 
 
→「海外理論」「米国の文化的ヘゲモニー」「アメリカの国際政治学のヘゲモニー」との関係に
おいて日本の国際関係研究を捉える、という視点が重要 
 
（３）問題提起 
 
◎これまでの研究：「国際関係」をめぐる思想の系譜の検討（田中耕太郎、朝永三十郎、ナイ、
ウォルツ、ネグリなど）＋国際関係研究自体を研究対象とすべき＝国際文化論・国際関係思想
＋英語圏国際関係研究の理論的アポリアとグローバル関係研究の可能性＋英語圏国際関係研究
の存立構造の解明（ウェストファリア史観の脱構築）→刺激を受け、応答の必要性に駆られた 
◎次なる課題：＜第一層の how（先行研究）̶第一層を成り立たせている why̶その why を
生み出しているhow＞ 
◎「輸入」「導入」「独創」「応戦」「受容」「向き合う」「超える」「土着性」「内発性」「自立性」
とはそもそも何か？そこではある人間の知の働きにおいて、何がどう起きているのか？ 
◎ディシプリン内の専門用語の順列組み合わせを、ディシプリン内の専門用語の順列組み合わ
せパラフレーズすることの限界：学問という鋭意を擬似的な外側から分析する必要性からはむ
しろ乖離してしまう（研究史的整理の限界＋現前主義的な解釈への隙も生まれる） 
◎説明されずとも内面化して了解できるようにトレーニングされてしまっているとむしろ、そ
れらの言葉を操作するときにいったい頭の中で何が起きているかがよく説明できなくなる、と
いう逆説 
◎知の構築の生々しい現場に降り立つ：ある知をある人間が受け取るとはどういうことなのか、
特に多くの場合母国語とは異なる言語で書かれた知がどのように受け取られ、どのように感じ
取られ、どのように理解され、認識されたか、またその言葉をその人間がどのように使ったか、
さらにその際にはどの言語においてどのように使ったか 
◎そのための分析枠組としての「未知との出会い」としてのディシプリンの国際文化交渉 
 
I ディシプリン間関係史の対象と方法 
 
（１）ディシプリン間関係史の対象がもつ一般的基本特性 
 
◎対象の基本的属性を適切に捉えた上で、それを扱う上で適合的な枠組を模索する。 
◎前提１：異なる別個の学問分野間の関係、区別できる２つ以上の単位として措定する 
→数々の問題を孕む問題設定、特定の時期や範囲に於いて有効かつ妥当であるという意味での
方法論的な区別 
◎前提２：異なる別個の言語を用いている学問分野間の関係 
→同様に数々の問題を孕むが、伝統的には「日本語を母語としつつ英語をはじめとした外国も
操ることができる日本の国際関係業界で活動する研究者の集団」＝「日本の国際関係研究の研
究者」という暗黙の強い措定の存在？ 
◎異なる集団ないしは異なる集団に属し、異なる言語を用いて異なる国民国家に属した集団間
の国境を越えた知の関係＝ディシプリン間の関係史、日本語を第一次的な研究・教育用の言語
として使用し、日本という国民国家内部の制度上の集団の一員を形成している人間＝日本の国
際関係研究者→固定的ではあり得ず、２０世紀後半から世紀末あたりまでのみ有効？、次の枠
組も視座に入れつつ構築すべき 
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（２）研究史から学問史ないしメタ学問史へ 
 
◎既存の方法１：研究史的把握 学界展望・研究動向の延長線上 現前主義(presentism)の危
険、専門用語の系譜学自体の奥に隠された知の働きが不可視化される 
◎既存の方法２：文脈主義 外部の大事件による変化 
◎既存の方法３：批判的内部言説史（ガネル、シュミットなど） 文脈主義、現前主義を批判 
言説圏の構築、形成過程を内部のテキストから再構築 
◎日本の先行研究：１をベースに折衷的 山本吉宣（２０００）など 
◎一般的基本特性としての２つの前提から見た場合、いずれも適合的ではない点が多い→２つ
の独立した異なる言語を操る（厳密に言えば日本は日本語と英語、英語圏は英語＋日本語以外
の外国語（日本語の場合は分野によるがごく稀）集団間の国境を超えた交流 
◎言語の複数制に根ざした２つの学問集団間の関係史、しかも基本的に一方からの一方的影響
が強い形での関係史をいかに描くか？ 
 
II 「未知との出会い」としての国際文化交渉 
 
（１）国際文化交渉という視点 文化の多義性・重層性 
 
◎シュウォルツを読む平野健一郎→国際文化論、国際文化交渉論(international cultural 
relations) ベースにあるのは文化人類学（石田英一郎などを経由）における文化触変論 
◎シュウォルツの厳復論：留学・翻訳という契機において厳復がいかに西洋文明を理解し解釈
し、翻訳（という名のある種の創造的行為）を試みたのかという研究 
◎基本的特質１：「未知数と未知数がぶつかる」イメージとしての文化と文化の衝突 
シュウォルツ「われわれが扱うのは既知の変数と未知の変数なのではなく、極度に問題性を帯
び、絶えず変化する人間経験の二つの巨大な領域なのである」 
→学知と学知が出会う瞬間をありのままにとらえる 
◎基本的特質２：「出会いの場」への着目 シュウォルツ「二つの文化の接触に焦点を合わせる」 
→「導入」「輸入」の瞬間 ２つの未知の出会い 
◎基本的特質３：双方の文化・世界の特性に可能な限り没入する 
シュウォルツ「西洋と、ある非西洋の社会、文化の出会いを扱うには、両世界の特性のなかに
同時に、しかも可能な限り深く、没入することが必要なのであり、それ以外の方法はないとい
うことである」 
→研究者の姿勢＋実際に往復してきた事例においてどうだったか、など 
◎基本的特質４：文化の拘束性への理解と自己超越の可能性 
シュウォルツ「もちろん、自己の文化の外に立つことはだれにもできないのであって、われわ
れはみな『文化に拘束されている』のである。にもかかわらず、文化の基底に、あるいは文化
の彼方に、普遍的な人間性の領域が存在していると考え、それによって、一定程度の自己超越
が可能になると望んでもよいであろう」 
◎平野の強調点：文化の多義性と文化の重層性 
多義性：平野「それぞれの文化要素が潜在的に持っている多義性に加え、一つの文化要素が他
の文化要素との関連で営み出す機能も多様でありうる。時代の状況、社会の関心との関連で、
そうした多義性と多様性のどれが前面に出てくるか、そのメカニズムが文化変容でないか」 
重層性：平野「国際社会を、複数の次元上に存在する集団間̶主権は持たないかもしれないが、
特有の文化を持つ集団間̶に発生する文化触変を、重要な国際関係とみる、という考え方」 
これを、主体的選択・抵抗・敵対的文化触変などの鍵概念で読み解く（図参照） 
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◎ある異なる独立した２つのディシプリンをそれ自体、またその要素一つ一つが重層的・多義
的である「文化」としてとらえ、出会いの場で何が起きたかに着目し、文化拘束性を自覚しつ
つも双方に可能な限り没入しつつできうる限り超越しつつ、双方の関係とその変容を、受け手
の側に力点を置いて考察するということ→出会いの現場で何が起きているのか？「コトバとコ
トバ」の生々しい出会いへ ＋ 平野の事例自体がディシプリンの国際文化交渉の研究対象 
 
（２）「未知との出会い」という視点 英語と日本語の往復 翻訳と翻訳語 
 
◎柳父章の翻訳論 近代日本の思想・学問・文化は翻訳語（多くは漢語二語、柳父はカタカナ
語も翻訳語ととらえる）によって形成されてきた（近代日本語の文体は翻訳によって形成） 
◎視点１：二重の「未知との出会い」：①外国語という未知②翻訳語という未知 
 
・未知との遭遇 
 
一般に、AとBとの出会いを、科学的・客観的に考えるとすると、どうするか。まずAに
ついて考え、またBについて考え、次にそのAとBとの出会いを考えるだろう。しかしこ
れは、「出会い｣の視点からの考えではない。 
 「出会い」の視点では、最初にAまたはBの主体的立場から出発する。次に、そのAま
たはBが、相手のBまたはAに｢出会う｣ことを考える。つまり、これから｢出会う｣Bまた
はAのことは、よく分かっていない、という前提がある。｢出会い｣は、「未知」との「遭遇」
として始めざるを得ない。 

 いわゆる学問的・科学的方法というのは、｢出会った｣後に振り返って全体を見返す視点に立
っているのだ。全体を見渡す視点ならば、なんとなく客観的で科学的に感じられるのだろう。
だが、これでは「出会い」の問題はよく理解できない（柳父2013 28-29） 
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→主体的立場で、未知段階で何が起きたかということへの着目 平野・柳父の接合点 
◎視点２：シンメトリー構造論に対するオモテ・ウラ構造観の普遍性 
シンメトリー（A=B 数学的等式的原理）はオモテのやりとりに過ぎない 多義的か釣り会困
難なウラへの着目 むしろオモテ・ウラ構造こそ人類普遍的（文化の多義性・多層性） 
◎カセット効果論、翻訳文化論、コトバと人間の関係論 
・翻訳語はほとんどが新造語のため「意味のわからないコトバ」であるが、そうであるが故に
魅力を持ち、濫用される（権利、社会、自由、民主主義、市民、恋愛などなど、学問や思想で
使われるほとんどのコトバが翻訳語）→翻訳語を使いこなしているようで思考を規定されてい
る 
◎特に重要な問題：翻訳語の規範概念化がもたらす演繹的思考 「完成品」としての翻訳語 
 
完成品として出発した概念は、まず、その言葉の使用者の思考を、「言葉」のところで停止させ
てしまう傾向がある。たとえば、ある事柄について、「それは何故か」、「それはいったい何なの
か」と問いかけられた問題は、しばしば、「要するにそれは前近代的なのだ」、「それは疎外現象
である」、「体制的である」というような形の答えで、結末がついてしまう。問いかけを契機と
して動き始めた 思考は、「前近代的」、「体制」、「疎外」というような言葉に辿り着いたところ
で停止し、結論が与えられたことになる。問いかけた者も、答えた者も、このような種類の言
葉に辿り着いたとき、それまで不安定にゆれ動いていた思考を、すべて「言葉」にひき渡し、
満足する。あとは「言葉」が引き受けてくれるのである（柳父1972 45-46） 
 
→外部から内部を裁断する思考 「社会」から世間、よのなかを批判するといったスタンス 
 
「言葉」のこのような現象は、知識人たちの思考の型を作っているように思われる。それは、
日本の知識人たちの会話や、些細な文章から、まともな研究論文に至るまで、ほとんど無意識
のうちに支配しているのではないか。たとえば、日本の「近代」とは何か、「古代奴隷制」は存
在したか、「大衆社会状況」はどのように現れているか、等々、現実の具体的な事象を、抽象的
な概念によって分析するときの、思考の型によく現れている。論者は、それらの概念が、現実
の現象にどうあてはまるか、に注意を集中し、或いは争う。思考の型が抽象的である、と言う
のではない。思考の働きが、抽象から具象へと向いていて、その逆ではないのである。その結
果は、むしろ、具体的な資料は精細に、詳細に調査され、記述される。が、調査された事実の
方は、概念そのものをほとんど動かさないのである。前提となっている概念が、果してどこま
で有効であるのか、という意見は希である（同 46） 
 
ほかに、翻訳語以前の同じコトバを翻訳語の意味で解釈してしまう例など（丸山眞男における
「自然」と「自然」） 
 
◎「もの」としてのコトバに出会ったときに何が起きているか 
◎課題：オモテで扱われている専門用語のやりとりの裏側に、存在した/するにもかかわらず隠
蔽され忘却されたウラでの「もの」としての言葉という「未知」との出会いの局面を分析する。 
◎表面的な研究史の裏側に存在する原的な思考の足跡を、言語の複数性、日本語と英語（ない
し他の外国語）との行き来、原語・翻訳語・日常語との行き来の中でたぐり寄せることを意味
する。さらにいえばそれは、表面的な言葉の意味ではなく、その言葉を通して（また英語・翻
訳語・日常語などの重層的な行き来を通して）何をどのように感じ取り、考えたのかを知ろう
とする。言葉のやりとりそのものではなくそのやりとり自体を通して何を考えていたのかとい
うところまで解明する。 
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（３）「イメージの読み書き」としての国際文化交渉 ダイナミック・スキーマへの漸近 
 
◎ダイナミック・スキーマ（戸田正直）：人間はコトバではなく「イメージの読み書き」によっ
てものを考えている。それをコトバという「凍ったダイナミック・スキーマ」で表現している 
◎解凍と冷凍の往復ないしリレー：どのように凍らせたか、どのように解凍し、さらにどのよ
うに凍らせたか 
◎平野・柳父図式の「限界」：射程は近代、２０世紀後半くらいまでが主。西洋の衝撃に焦点。
グローバルな文化交渉においてどこまで通じるか、またどう変えうるか？ 
 
III ディシプリンの国際文化交渉の突破口 
 
（１）はじめに名前ありき？ 国際関係論・国際政治学・IR？ 
 
国際、もまた翻訳語：万国公法、人間交際→外国交際→国際など 
日本国際政治学会＝Japan Association of International Relations 
「英国学派」か「イングランド学派」か（大中、西村） 
 
（２）理論・イズムの名前から リアリズムと「現実主義」 
 
Realism、リアリズム、現実主義 
 
（３）両方を行き来してきた事例 
 
坂本義和、緒方貞子、入江昭、武者小路公秀など 
 
おわりに 日本の国際関係研究の「共有の方法？」 
 
◎今後も続くreflective turn？ 本部会、「オルタナティブの模索 問い直す国際政治学」（多
様性、学際性、国際性をもつ日本の国際政治学の「固有の課題」と「共有の方法」） 
◎「終わったのか？」：どういう意味合いて言うかによっても決まる。どのように始まり、続い
てきたのかの検証作業が必要→そのための道具立てとしてのディシプリンの国際文化交渉 
◎多様性、学際性、国際性とはそもそも何で、どういうものであったのかを検証すべき 
◎「共有の方法」日本語と英語の往復？日本語の重層構造（かな・翻訳語・原語など、カセッ
ト効果と規範概念的効果）を逆手にとって、英語圏国際関係研究を賦活できる可能性？ 
◎よりグローバルなインプリケーションもあり得る？２つ以上の言語を行き来して英語圏と関
わり、双方を豊かにしていくという戦略は可能か？ 
◎「研究の研究」には固有の包括的枠組が必要であるにも関わらず、これまでそれが明確にさ
れてこなかった→今回の仮説がその構築の契機になれば幸い。 
 

 
私は今、言葉について、こんなことを考えています。 

言葉は本来、音声で表現されるものです。文字で表現するようになったのは、ずっと後のこと
です。 

学問思想は、もっぱら文字コトバで考えていますが、 
これでいいのでしょうか̶  ̶
（柳父章 2017.9.30） 
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