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（渡辺 1973/87:5） 

 

 学問というのは、けっきょくそれを中側に中側にと混沌の世界を少しずつ引き寄せて、体系化して
いるという不断の努⼒なのです。ですから、中側でできてしまったものはそれをラディカルに変えな
くてはいけないような激変が起こったときは別として、あまりたいした意味はもっていないわけです。
⾔い換えれば、そこの部分は伝承以外にはないということだと思います。本当に意味があるのは、境
界のところで必死にアモルファスというかケイオスなものをこちらに引っ張ってこようという努⼒な
んでしょうね。 
 そう考えると、ディシプリンというのはまったく意味がないのです。ですから、しつけのために必
要なだけであって、ディシプリンが研究を⽀配するようになるというのは本質的におかしいのです。
われわれにとってあるのは境界に存在している問題が先にあって、その問題を解くためにはどんなデ
ィシプリンだろうと関係ないのです。要するに使える武器は全部使わなくてはいけないわけです。 

(市川 1990:48) 

 

I 今回の報告について 

 

◎専⾨＝国際関係論、国際⽂化論、国際⽂化交流、国際関係思想：最近は恐怖（感情）、脱ウ
ェストファリア、箱根会議、時政学など  

 

◎核⼼的な問い＝「国際（関係）」「国際関係を研究すること」とはそもそもいったい何なのか？ 

 

◎『年報政治学 2015-I』掲載論⽂の⾻⼦（誤植やや多し）=「You ain’t goin’ nowhere 国
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際関係論は「動かない」か」（芝崎 2000=2015 第１章）から１５年後の観察（経過報告） 

 
 国際関係研究者の課題は、これらの「パラダイム」のどこに⽴つか、あるいは諸「パラダイム」をどう採⻑補
短するか、ということではない。国際関係論にパラダイムがあるとすればそれはただ⼀つ、〈近代〉国際関係論
という〈パラダイム〉でしかない。そしていずれの「パラダイム」も、〈パラダイム〉の諸変奏形態に他ならな
い。さらに、これらの「パラダイム」は、国際関係について思考するための有⼒な⼿がかりを与えてきた⼀⽅で、
「理論」としての国際関係研究のほとんどを「パラダイム」の布置状況の中へあらかじめ疎外し、それ以外の思
考法を暗黙のうちに排除してしまうという両義的な性格を持っているのである。（芝崎 2000=2015:17） 
 それゆえに、国際関係研究者が今後果たすべき仕事は、「動く国際関係」に単に着⽬するだけではない。「動く
国際関係」を「動かない国際関係論」でみるのであれば、ア・プリオリな観念の現象への投影とそれに伴う現象
の複雑性・多義性の矮⼩化という連鎖が進むだけであろう。そうした鎖を断ち切るためにも、第⼀に知・科学・
社会科学の変容とのかかわりで導き出し得る、国際関係論の変容を踏まえて研究対象へアプローチしていくこと、
第⼆に、そのために国際関係論の変容⾃体もまた研究対象としていくこと、そして第三にこれらの作業が、国際
関係論という分野においても、他の科学や社会科学においてと同様に必要である

、、、、、、、、、、、、、、、、、、、、、、
ことについて議論していくこと、

を進めてゆかねばならない。（芝崎 2000=2015:24） 

 

◎⽇本政治学会での報告(2011)→書き起こし原稿(Shibasaki 2014)→『年報政治学』 

 

◎「レンズ磨き」の仕事＝世界をよりよく⾒通す道具をいかにして⼿に⼊れるか（それによっ
ていかにしてよりよく⾒通すか）：「理論屋」でも「モデル屋」でも「ポストモダン」でも「コ
ンストラクティビズム」でも「ネオマルクス主義」でもなく 

 

◎具体的な狙い：国際関係研究における知の装置と知の対象との関係＝「国際関係の研究は、
なぜこのようになっているのか、どのようにしたらよいのか」→「アポリア」の由来 

 

II 前提となる問題意識（割愛予定） 

 

（１）理論について ふしぎな学問分野としての「国際関係の研究」 

 
①画⼀的名称が存在しない＋⽇本語と英語の対応関係があいまい 

②学的アイデンティティに対する共通理解が不在（最⼤公約数は「国際関係」という対象
、、

に対する（実はあいま
いな）合意であり、⽅法

、、
に対する合意ではない：「理論」の群雄割拠） 

 ex. （英）International Relations, International Politics, World Politics, International Studies, Global Politics, 

etc…（⽇）国際関係論、国際政治学、国際学、国際関係学、世界政治学 など 

 

→暫定的総称「国際関係研究(study of international relations)」 

 

・いちおうの分類基準①政治学の⼀分野か②学際的・総合的な学問分野か 
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  アメリカを中⼼とした英語圏の IR＝① しかしイギリスでは⾃⼰を IR とみなし、アメリカを IP とみなすと
いう認識も存在 

  ⽇本国際政治学会＝Association of International Relations しかし①＋②＋α 

  ⽇本の「起源」駒場の「国際関係論分科」＝International Relations しかし② 

 

（２）領域について ふしぎな研究対象としての「国際関係(international relations)」 

 
①狭義：領⼟主権国家間の関係（「動かない」主体） 
②広義：現在では①＋国境を越える主体間の関係（「動く」主体、主体におけるエージェント性とテレオノミー
性の重層的相剋、世界の「作り⼿」は誰か） （平野 2000、真⽊ 1993） 

 

・「国際関係」はそもそも同義語の反復（斎藤 1993） 

・翻訳語：society not 社会 but（⼈間）交際・仲間（福沢諭吉）→外国交際 international→国際 international

（箕作麟祥＋α）／外交 diplomacy （柳⽗ 1972）（平野 2013） 

 福沢の帰納的思考：外国交際の同権を前提にした⼈間交際の同権 対等な主体としての⼈間の前提としての対
等な主体としての国（＝⽂明に⾄る単位） 

 cf.〈⾃我・国家・国際関係〉（芝崎 2009b）  

 

 「外国交際」という⾔葉使いは、「交際」という概念を、⼈と⼈の次元から、国と国の次元においても通⽤し
得るように抽象化する。同時に、他⾯で、「国」という概念が、交際の主体という意味を与えられるのである。（中
略）「外国交際」という福沢の命名によって、⽇本という「国」が、世界の諸国に対して独⽴して、対等に存在
するように要請されている、と気付かれたのである。（柳⽗ 1972:70） 

  

・狭義と広義の国際関係研究:国際関係を研究している学問分野は狭義の外側にも豊かに存在 

・実態と名称の乖離：求む、「国際」にかわることば （平野 2008）→名前探しの意味 

 

III 報告の⾻⼦ 

 

はじめに ⼆つの多元主義を超えて 

 

◎２０年後、３０年後の、将来の国際関係研究はこれからどうなるのか？狭義の国際関係研究
の中核的存在としての英語圏国際関係研究＝IR(International Relations)における議論を出発
点とした展望を描写する（領域の限定＝⽇本の国際関係研究は含まない） 

◎「先⾏研究」：⾃⼰省察好きな学問としての IR：度重なる内省・将来展望・変⾰論  

 ①2000 年前後 (Waever 1997, Ruggie 1998, Buzan and Little 2001)  

 ②9.11、イラク戦争後 次の２０年どうするべきか？（Smith 2004, 2008） 
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例 Hobson のいう６つの神話(Six Eurocentric myths of IR: the moral purpose of IR as a 

defender and promoter of Western civilization) (Hobson 2012:16-22) 

 

1. The ‘noble identity/foundationalist myth’of the discipline  

2. The ‘positivist myth’ of international theory 

3. The ‘great debate myth’ and reconceptualizing the idea of the clash of IR theories 

4. The ‘sovereignty / anarchy myth’ 

5. The ‘globalization myth’ 

6. The ‘theoretical great traditions myth’ 

 

◎最近の議論の収束点としての⼆つの多元主義：理論的多元主義と領域的多元主義 

◎理論的多元主義：（⼤）理論の終わり？pluralism から integrative pluralism へ？(Dunn, 

Hansen, Wight 2013) 多元性を維持しつ「テスト」により淘汰 

  ・理論＝「複雑な現実からの抽象化」であり「研究対象となる現象の⼀般化をめざす」 
 ・断⽚化の原因＝（１）国際政治システムの複雑化（２）複雑化した現象を考察しようとし
た結果⽣じている分業の進展（３）理論的多様性を受け⼊れてきたことで状況が更に再⽣産さ
れる傾向 

◎領域的多元主義：Non-Western IR 論から Global IR へ？(Acharya 2013,2014a, 2014b) 

 ・多重世界(multiplex world)を理解するために：（１）⼀元論的ではない多元的普遍主義（２）
ギリシャ＝ローマ的ではない（⻄洋中⼼主義ではない）世界全体の⼈々の声・経験・価値（３）
既存 IR を包摂しつつ⾮⻄洋の経験の包含（４）地域、地域主義、地域研究の重視（５）本質
主義の否定（６）現状変更、抵抗や拒否、弱者といった多様な⾏為主体性の導⼊ 
◎どちらも不⼗分（どこまで「真に受けるか」も含めて）：実践されない処⽅箋の終わりなき
提⽰としての IR 学問史？＝国際関係研究の「慢性疾患」、原因療法なき対症療法 

◎not 理論だけ、領域だけを変⾰しようとする but 理論と領域の関係を考察する必要性→理論
と対象（領域）の関係に⽴ち戻って考察する 

 

１ 学問のできあがり⽅ 

 

◎学問は⼀般に「実⽤的な⽬的・視点にもとづく領域設定→法則発⾒→理論構築」（吉川 1993, 

1996）、というプロセスをたどり成⽴→領域設定のしかたが理論構築のしかたを規定する。 

 
学問体系をつくるには、次の三つのステップが必要である。 
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⼀、その学問領域が扱う視点を定める。その結果、その視点に関連する対象がすべて選び出され、対象集合が定まる。これ
をコレクションと呼ぶ。 
⼆、選んだ対象集合の要素間の関係を、定められた視点に従って数え上げる。その関係集合の中から単純な基本原則を導出
する。これを法則という。 
三、法則と⽭盾せずに⽣起し得る現象についての体系を記述すれば、それが理論体系である。 

（吉川 1996:130） 

 

◎領域設定（コレクション）を選び取る動機：実⽤（機能）的な視点、分析の主眼は「選択さ
れた視点に⽴って、対象世界を整合的に理解すること」（吉川 1993:56） 

◎実⽤性（邪悪なるものとの戦い、⼈類の死活問題への対処）＞知的好奇⼼（世界の統⼀的理
解） 
◎コレクション＝学問領域の発明 を選び取る⼒： 

 アブダクション（美的感覚）、ひらめき  ex. ウォルツ（芝崎 2009a） 

◎学問の成⽴条件抜きに進んできた IR：「なぜ」成⽴し「何を」対象としているのかというこ
とと「どう」研究しうるのかとの関係 

 

２ 視点の継ぎ⾜しと領域の建て増し 

 

２−１ 原初的な視点・⽬的設定と領域設定 

 

 視点初期設定 視点追加 

領域初期設定 I II 
領域追加 III IV 

図１ 視点設定と領域設定の関係（作成：筆者） 

 

I：⼀つの視点・⽬的をもとにした⼀つの領域設定（「戦争」の予防と国家間関係） 

II：領域を維持した視点の追加（国家間の政治・外交関係＋経済・社会・⽂化的関係） 

III：視点を維持した領域の追加（新たな国家・政府間国際組織） 

IV：視点と領域の追加（⾮国家主体間関係＋経済・社会・⽂化的関係） 

 

◎あくまで理念型：現実には混在、跡づけ的に記述 

◎国際関係研究の視点・⽬的設定と領域設定：<1>国家学の延⻑線上の系譜（国家の⽣存・維
持・拡⼤）＝国家学的動機 （Schmidt 1998）<2>（第⼀次）世界⼤戦の惨禍防⽌という系
譜（戦争回避・平和維持）＝平和学的動機→「国家間関係」を最重要、最優先とする領域設定
（コレクション） 
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      Recognition of this was present at the very birth of the academic project of IR. The midwife was not 

academic enquiry for its own sake, but the political volcano and human catastrophe of 1914-18. (Booth 

2014:7) 

 

◎２つの動機の原初的同居：視点・⽬的が異なるが故にそもそも統合は困難（アイデアリズム
とリアリズム？）→３で後述 

 

２−２ 視点の継ぎ⾜し 

 

◎国家学的動機、平和学的動機＋貧困・格差解消、開発と発展、⼈権侵害・差別解消、テロや
感染症などの脅威、健康と福祉、ジェンダー、⼦ども、多⽂化・多⺠族共⽣、環境破壊防⽌・
持続可能性の追求などの地球的課題(global issues)の解決（Snarr and Snarr:2012）） 

◎主従関係は変更されず：”big and important things”（Waltz 1986）が全てを決定づける 

 

・ブースの釈明 

 

      I want to recognize the empirical significance of states and their relations without being statist politically 

or ethically. This is like an atheist arguing about religion. An atheist cannot for long discuss religion without 

talking about God, but this does not make the atheist ‘God-centric’; it only means that the atheist is 

aware of the significance of God when talking about religion. (Booth 2014: 8) 

 

◎では変更するような研究・教育はいかにして可能か？：その前になぜこれほど困難なのかを
解き明かす必要あり 

 

２−３ 領域の建て増し 

 

◎視点の追加にともなう領域の建て増し：多国籍企業、NGO、国際機関、テロリスト集団、
「市⺠社会」、個⼈など多種多様な主体間関係を考察の対象として加える 

◎主従関係は変更されず（例 （Keohane and Nye 1971）の「世界政治モデル」）→例外と
して処理され、I が維持される 

◎現実には IR は原初的に多様な関係を含んでいた (Schmidt 2013b) 

◎「しかし排他的にではなく」：ブースの釈明にみられる国際関係研究最⼤の難点 

 

・上位構造の決定性 
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      The ‘big and important things’ that Waltz claimed were explained by anarchy include war and 

peace, balances and imbalances of power, and structures of co-operation and domination. … The 

‘causal weight’ of international structures, without doubt, helps explain big and important matters, but 

they in turn help explain small and important things, like who you are and who I am. (Booth 2014: 3-4) 

 

・世界政治とは 

 

      In this book, ‘international relations’ is defined simply as the international level of world politics. By 

‘international level’ I mean the interactions largely [but not exclusively] of sovereign states; by ‘world 

politics’ I mean ‘who gets what, when and how across the world’, to stretch Harold Lasswell’s 

classical definition of ‘politics’. (Booth 2014: 7) 

 

２−４ ⼩括 

 

◎国際関係研究の構成的規則：原初的な視点・⽬的設定を「主」とし、主権国家と主権国家関
係を最重要の主体と⾒なす原則を決して変更しない Cf.ウォルツの仕事の意味 

◎現実に扱っている視点・⽬的と領域設定と原則とのギャップ：渡辺慧の図式でいえば、X が
⾒いだされているのに L が維持された状態？ Cf.ナイの三分法など 

 
（参考）領域的アポリアに関連する研究について 

 ・「ウェストファリア史観」の神話性批判の限界（Teschke2003、明⽯ 2009）：ウェストファリアであっても
なくても、さらには起源がヨーロッパであってもなくても、領域設定に基づいて学問が⾃⾛するという構造は進
⾏し（細分化も進⾏し）続ける。(Shibasaki 2014a) 

 ・全体としての世界描写の不⾜ ジョセフ・ナイ（三層のチェス・ゲーム） グローバル・ガバナンスと〈帝
国〉＆マルチチュード（Rosenau, Hardt & Negri ほか）（芝崎 2011） 

 ・⻄洋中⼼主義批判 「普遍としての⼟着、特殊としての（⻄洋）近代」、Global History 

★歴史認識の更新と学的枠組の更新が健全にリンクされていないという IR の体質の問題→領域再設定の必要性 

 

３ 理論的アポリア 

 

３−１ ⼈⽂社会科学の本来的な⾮整合性 

 

◎市川惇信の科学の定義：「対象世界が無⽭盾な存在である、という前提のもとで『仮説と検 
証のループ』を対象世界の任意の時空および事象について回すことにより、個⼈が獲得した過 
程論的な経験値を相互に整合的に接続して、⼈類全体の過程論的な経験値の体系を積み上げる 
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営み」（市川 2000:82） 

 

 
 

◎学問の対象の性質からみた、⼈⽂社会科学の本来的⾮整合性： 

 
ヒトは実在世界にある。したがって、ヒトが集まった集団は実在世界にある。しかし、今⽇の社会は、ヒトが集
まっただけの集団ではない。社会は⾔語で規定された諸制度・諸規則があってはじめて社会である。この意味で
⼈の社会は⾔語世界にある。⼈と社会に関する学問は、図１９（芝崎注：本論⽂では図３）に⽰すように、社会
という⾔語にある事象を⾔語で記述しようとすること、すなわち⾔語世界からそれ⾃⾝への写像である。（中略）
そして、⾔語世界には⾔語の余剰に基づいて⽭盾が存在する（＝整合的でない）。⽭盾を含む事象を⽭盾を含ま
ない仮説体系に写像することは不可能である。（市川 2008:92-93） 

 

 

 
 

◎⽭盾の完全な解消は不可能（強引にやろうとする＝現実をモデルに合わせる ナチズム、ス
ターリニズム） 
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３−２ 国際関係研究における⼆重の本来的⾮整合性（学問の対象の性質＋学問の領域の性質） 

 

◎異なる視点で設定された領域における理論間には整合性が要請されない 

 
これらの領域の特徴的なこととして、各領域内における理論体系の整合性、すなわち無⽭盾性があることはすで
に指摘した。しかしここで、さらに重要なことは、領域間の関係に関することである。つまり、異なる領域に属
する理論の間に整合性は要求されない、ということである。そもそも視点というのは、異なる視点の間で起こる
事象が少なくとも⼈間にとって意味をもつ機能としては相互に独⽴、という条件下で歴史的に成⽴したものであ
ろう。したがって、視点を契機としてつくられた領域では、異なる領域に属する事象は互いに独⽴というのは⾃
然である。（吉川 1993:60） 

 

◎本来的⾮整合性＋継ぎ⾜し・建て増しによる（それ以前の異なる視点の同居による）⾮整合
性 

 

 

３−３ 理論的アポリアの意味 

 

◎理論的アポリア：原初的に複数の視点・⽬的設定が同居→継ぎ⾜し・建て増しを繰り返すこ
とで⾮整合性が⾼まると同時に原初的な視点・⽬的・領域のプライオリティは変更せず（でき
ず？）→現実に扱っている視点・⽬的・領域に則した総合から遠ざかり、現実の世界を統⼀的
に描写することから遠ざかっていく 
◎２つの多元主義は継ぎ⾜し・建て増しの域を出ない可能性が⾼く、それら⾃体がアポリアを
象徴する表現 
◎多くの国際関係研究者はそれでも平気：⾃ら仮説と検証のループを回していればよい→さら
なる細分化、断⽚化、ギャップの拡⼤ 

 

cf.そもそも⾃説を反証されて修正したケースがあるか？→野⼝さんの指摘 

（http://blog.goo.ne.jp/kazzubc/e/eaaaaaec5b3b28472383d415c1a1e000）） 

◎国際関係の理論とは、実際には１つしかなかったのではないか ‘causal weight’の意味：
「国家学的・平和学的動機にもとづきそれ以外は継ぎ⾜しで処理し、主権国家と主権国家間関
係に領域を限定しそれ以外は建て増しで処理し、主権・アナーキー・権⼒政治を原則としてそ
れ以外は例外として処理する」 
◎「主権国家中⼼主義・国家間関係中⼼主義・パワー・ポリティックス中⼼主義に対する評価
の偏差の歴史」としての IR 理論史、IR 学史 

 

４ 視点と領域の初期化と再設定 
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◎理論的アポリアを⽀えてきた「ウェストファリアの神話」：実際には歴史として否定されて
も IR は⾃⾛しうる (Shibasaki 2014b) 

◎３つの選択肢 

◎選択肢①：現状を放置→「国際関係研究」、IR 以外も「国際関係」を研究している→固有の
ディシプリンの緩やかな解体と他分野との部分的統合？ IR の終わり（Dunn, Hansen, Wight 

2013:419） 

◎選択肢②：戦術的後退、「国家間関係研究」：現状との乖離、多くの退出者を招く？ 
◎選択肢③：すべての視点・⽬的、領域設定を包含するような学問を作り直す（国際関係研究
の理想再設計） 前提：国際関係研究が固有のディシプリンとして存⽴していなければならな
い、と考えること→ 

 

５ 国際関係の研究からグローバル関係の研究へ 

 

◎選択肢③にもとづく speculation として 

◎視点・⽬的の設定：現象への「気付き」との往復運動によって導出 

◎現在の国際関係研究の最⼤公約数的な視点・⽬的：big and important も small and 

important もすべて含めた、この世界全体をどうするべきかという、⼈類全体、地球全体の⽣
き残り 
◎領域：上記の視点・⽬的にかかわるすべての主体、対象＝「すべての主体があらゆる種類の
境界線を⾏き来することで形成する、その⾏き来によって形成される諸関係の総体」としての
「グローバル関係」(global relations) 

◎A′は A を含む：⼆項対⽴的ではないということ 

◎難題：プライオリティの問題をどう扱うか：国家中⼼主義・国家間関係への批判の契機（ブ
ースの抱えた難題）と学問の構造の関係 
◎難題へ取り組む予備的考察 
・その１：論理的帰結として妥当である限りこう推論せざるを得ない（実態に合わせて学問を
再構築する必要性、慢性疾患への処⽅箋） 
・その２：決定的な変化が起きるまで「ダイナミックな記述」にとりくみ続けるほかない、理
論が先導するわけでもない 

・その３：重層的⾮決定性の構造のなかの⼀要素としての big and important things 

 
 真⽊によれば、個体は（１）⽣成⼦としての⾃⼰⽣成（２）個体の⾃⼰⽬的化（３）同種・異種の他者への愛
（個体の脱・⾃⼰⽬的化）という作⽤に常に同時にさらされているのである。こうした⾃⼰裂開的な構造をもつ
個体は、同時に⾃⼰を主体化する⼒を持っている。すなわち「どの他者もわれわれの個としての⽣の⽬的を決定
しないし、どの他者もわれわれの個としての⽣の⽬的を決定することができる。この無根拠の決定性とテレオノ
ミーの開放性とが、われわれが個として⾃由であることの形式と内容を決定している」のである（真⽊ 1993:152） 
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→重層性を認めつつ⼀意的決定性を認めないような議論の可能性 
→ある種の「恐怖」に駆動され「今ここ効果」を求め続ける学問としての国際関係研究（⼾⽥
2007,芝崎 2015:第８章） 認知を切り換える必要性 

◎準備作業として：国際関係研究者におけるプライオリティの論じ⽅、「理論」「科学」「学問」
の論じ⽅の思想史的研究の必要性（第⼆論争、ウォルツ、ロズノーなど）、⽇本の国際関係研
究の場合についての研究（新カント派、マルクス主義） 

 

おわりに  

 

・⼾⽥正直の構想：世界模型と統⼀⼈間・社会科学（⼾⽥ 1971, 2007）：技術進歩の加速と社
会組織の⽼化に伴う過剰エネルギーの問題と新しい社会組織の創出、ダイナミックな記述の蓄
積による部品的理論群の構築 

 
（社会組織について） 

・現在の社会組織：not ⼤部分が豊かな⼈である社会向け but ⽣存ぎりぎりの消費エネルギーを与えられた⼈々
が⼤部分である社会向け 

・必要以上のエネルギーは消費するしかない ⼈間：not 単に消費 but ⽣産的に⽤いたがる→①情報の⼊⼿（情
報・擬似情報の⽣産販売）②⾃⼰の制御圏の拡⼤（他の⼈の制御困難→物、機械の多い⽣活） 
・これらは⼤きな不満をもたらす ①技術が進歩したので消費されにくい②再⽣産につながらない消費＝⽣きが
いの喪失③技術⽂明の進歩への参加が困難 
・よって⽣じる「豊かであるが故の不満」（過剰エネルギー、過剰時間）→不満が社会組織へ向けられる 
 社会組織の本来の役割：⼈々のエネルギー使⽤の仕⽅を整理し、少しでも多くを情報−制御の拡⼤⽣産過程（縮
⼩防⽌過程）に投⼊すること ex.国家：国⺠のエネルギー消費の形を調整し、保守・発展させる（過剰エネル
ギーの吸い上げ） 
・情報、レジャー産業では⼀時しのぎ 
・不満は必ずしも破壊にはつながらない うまく使えないエネルギーの蓄積 
・破壊が崩壊につながる恐れ 
・⼈類の最⼤⽬標：本当に新しい、そして豊かになった個⼈個⼈が、そのエネルギーをもって直接、情報−制御
過程に参与する（創造過程）を可能にするような社会組織の創出 

 
（統⼀⼈間・社会科学について） 
・⼈間・社会科学の発展が遅れた原因：⼀般理論の横⾏（簡単な原理から広い範囲を説明しようとする） 理由 
複雑さと情報処理能⼒のアンバランス 
・⼀般理論どうしの争い→理論の積み重ねによる進歩なし（「真か偽かを厳密な尺度で論じたら、思いつきから
出てきた⼀般理論は厳密にはすべて偽にきまっているといえる」） 
・本当の⼀般理論の成⽴可能性はゼロではない 今は「とにかくがむしゃらに社会のダイナミックな様相を記述
するしかない」 

 必要な理論は not ⼀般理論 but 部品的理論群（他と組み合わせ、改訂しうる可能性） 

・模型はグロテスク、全体としての理論的統⼀はなし それでも予⾔は可能 
・統⼀⼈間・社会科学：他のどれにも似ていない 統⼀＝⼀緒に仕事をする 
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★グローバル関係研究は統⼀⼈間・社会科学的な⽬標に資する⽅向へ向かうのか？ 

 

◎課題： 
 （１）世界全体の描写：国際関係＝世界 ではないとしたら何か？ 
 （２）新たな社会組織の形成過程：「ダイナミックな記述の蓄積」と理論構築の緊張関係 

 （３）⼈間観・主体間そのものの再構築  cf. ⼈間と感情の関係 （芝崎 2013） 

 （４）アポリアの成⽴過程と普及・流通過程、及び動揺過程、アポリアの指摘が不⽑に終わ
ったり、打ち消されて⾏く過程などの分析 

 

◎まずはここまでの議論をたたき台として提⽰するところまでが本稿の役割 

 

III まとめ 

 
 ある法則が知られていて、この法則は何々の条件のもとにおいてのみ成⽴するということが付⾔されている場
合でも、あとになってみると、たいていの時はその条件はひろすぎるのです。その法則の有効範囲として初めか
ら⾔われているものより、実際の範囲 A は狭いのがほとんど通常です。⾃然科学の歴史を⾒ますと、L の有効範
囲 A が⾃覚されるのは、⼈がすでにつぎの法則 L′をうすうす感じているときなのです。（渡辺 1973:7-8） 

 

 最も普通の進化の過程は⽭盾 X が現れるまで、A が⾃覚されず、法則 L は⼀応限界なく通⽤⼒を有しているも
のとされます。⽭盾 X が現れて初めて、限界が存在するということが暴露されますが、その限界 A が⾃覚され
るのはつぎの代の法則 L′が確⽴されてからであります。そして L′がふたたび限界のない通⽤⼒を有するよう
な外観を呈します。これがために科学は絶対的に正確であるかのごとく誤解されるのです。 

 

◎⽭盾 X を継ぎ⾜し、建て増しで処理し、A が A′に拡⼤しているのに L′を確⽴できず L

のままでいたのが IR？ 「経験の範囲がある程度までひろがったときに、突然段階的に新し
い法則へとぶ」（渡辺 1973:9）という「法則の進化」は果して起きるのか？ 
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