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2018.11.2 
日本国際政治学会 2018 年度研究大会（於大宮ソニックシティ） 
トランスナショナル分科会 I（B-4） 

 

終わりは、はじまり 
オルター国際政治学の構想と日本の国際政治学 

 
芝崎厚士（駒澤大学グローバル・メディア・スタディーズ学部） 

国際文化論、国際関係思想、グローバル関係論 

 
はじめに 本報告ならびに分科会の目的 
 
◎葛谷彩・芝崎厚士編『「国際政治学は終わった」のか 日本からの応答』ナカ
ニシヤ出版、2018 年。not 単なる書評セッション but オープンな対話の場 
◎not only「終わり」本の個々・全体の主張の妥当性 but also 論論・学学という
営為を行うことの意味 
◎個人的な経緯 (1999)(2002)～(2015)(2016)今回(forthcoming) 
 
I 第１部 
 
A 第１章 パワー・ポリティックス、リアリズムの内在的破綻と人類の終焉
の回避可能性（小林誠） 
 
・R/PP の逆襲：現実の実践＋学問内部のヘゲモニー闘争 
・R/PP の内在的破綻：国内の PP、国際由来の PP の国内へのさらなる浸透 
・勝利１：現実が理論に合致 国家間戦争、全面核戦争→人類の終焉（終わり） 
・科研での項目：政治学との併記 日本の国際関係論は「パワー・ポリティック
スというディシプリンの神髄をだらしなく捨て去った」？ 
・勝利２：理論を現実に合致 not グローバルな政治 but 公共圏理論（フレイザ
ー）などをもとにした新たなパワー概念に基づく国家主体以外による PP の可能
性の構想→勝利１の方が早い？ 
★中核における、マテリアル・ターン（第８章）以前での「終わり」 
★イズム時代の終焉、グローバル IR 的議論（第２章、第６章）との関連は？ 
 
B 第２章 量的分析を中心とした新実証主義とリフレキシビズム（五十嵐元
道） 
 
・イズム、大論争時代の「終わり」：自然科学的な実証主義（量的分析、フォー
マリング・モデル）とリフレキシビズム（批判理論系）という分断 
・リフレキシビズム：理論的再帰性、中範囲の理論形成（not constructivism）
フランクフルト学派、フーコーの系譜学、ブルデューのハビトゥス論ほか・実証
主義とポスト実証主義の権力的非対称性が問題：前提の意識化とアプローチの多
様性の必要性 「語られない存在が自らを語る方途」として 
★ポストイズム、ポスト大論争時代の IR のマッピング 
★二者択一ではなく、より健全な多元性へ（対話不在の非対称性を問題視） 
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C 第３章 「未知との出会い」の現場を出発点としたディシプリン間関係史
の枠組み（芝崎厚士） 
 
・論論、学学をいかに研究するか：ディシプリン間関係史の分析枠組 
・学問史、研究史、文脈主義、言説アプローチの検討、「日本」という単位の安
易な措定の危険性 
・「未知との出会い」（単なるジャーゴンの輸出入ではなく、「『もの』としての言
葉」と人間が遭遇した際に生じた原的な思考を掘りおこす）：柳父章、平野健一
郎 
・原語、翻訳語の関係、受容プロセスにおける「語り得ないこと」に本質あり 
★単なるジャーゴン間のやりとりを超えた国際関係思想史として捉える必要性 
★可能性は未知数 
 
II 第２部 
 
 A 第４章 地域研究と国際関係論相互の変革と相互作用の変革による再生
可能性（酒井啓子） 
 
・中東地域研究と国際関係理論との乖離：客体として「自分たちが考える」中東
をめぐるよそ者同士の争い←正確な知識・情報不足＋それらを不要とする考え 
・２つの脱却：西欧中心主義（国際関係理論）、対象領域の固有性への固執（地
域研究）と健全な関係の再構築へ（双方の「終わり」と相互変革） 
・地域の脱領域化、他者との関係性による生成＋「見えない、埋め込まれた関係
性」の動態的把握→両者の協働可能性（「主体の固有性、領域の閉鎖性、社会的
属性の固定性」を問い返す） 
★ディシプリン間関係からの着目 
★グローバル IR（アチャリア、第６章）との共通点と相違点 
★可知化、計量化困難な要素の重要性 
 
 B 第５章 「政治」および「政治的なるもの」への解釈史としてのディシプ
リン史からみた自問体質と「終わり」言説の意味（西村邦行） 
 
・「終わり」論、自問自答体質の陥穽：自然状態を前提として「政治的なるもの」
を問い続けることで「何が政治か」という問いと答えが状況に応じて変動し続け
るため 
・国際政治学の「終わり」：科学主義への疑いがなくなり、内政不要なディスト
ピア・ユートピア状況が到来する状況 
・問題：「終わりという言葉で何かが語られているという気分になる感性」を持
つ「過去に関心のない進歩主義者」の、非歴史的な自問体質 
★古典的理念型のひきつづきの妥当性と重要性 
★理念型としてのアナーキーと現実の変動との往復という駆動力 
★科学主義の勝利という「終わり」 
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III 第３部 
 
 A 第６章 自己省察的国際政治学の系譜とグローバル国際関係学への評定
（安高啓朗） 
 
・国際政治学における自己省察の系譜の中のグローバル IR：既存の学問体系を
維持しつつ、非西洋のグローバルな経験を取り込んでいく「全部のせ」 
・非西欧型国際関係学、ポスト西洋型国際関係学→グローバル IR（アチャリア） 
・グローバル IR は理論の政治性・倫理性を軽視：批判的想像力、アゴーン的敬
意、批判的応答性を軽視→「しなやかな知性」「深い多元主義に向けた具体的な
エートスの涵養」が必要、地域研究・歴史研究と関係の深い日本の国際政治学は
有効な貢献可能？＋自らも「深い多元主義のエートスとしなやかな知性」が必要 
★第２章と組み合わせて、IR の現状把握の見取り図を提供 
★グローバル IR の問題点を芝崎(2015)、第２章、第４章とは別の観点から指摘 
★古典的公理系の問題（第１章、第５章）とどうかかわるか 
 
 B 第７章 時間的・空間的再編による国際政治学の可能性（高橋良輔） 
 
・ 国 際 政 治 学 の 時 間 観 ・ 空 間 観 の 歴 史 性 を 脱 却 す る 必 要 性 ： 時 政 学
(chronopolitics)→「空間の時間化」に基づく時間論的転回を反映させて再構築 
・ウェストファリア史観の時間観「時間のおくれ（間欠性、周期性）」→グロー
バリゼーションと空間の時間化の前に失効→瞬間的時間の政治の時代→持続的
な正当性の構築が課題に 
・空間表象に基づく国際政治から、時間表象に基づく世界政治へ 
★ポスト国際政治学の突破口１：時間観、空間観を根底から再考察する（山下・
安高・芝崎 2016）（高橋・山崎 forthcoming） 
★課題：多様な時間観・空間観の共同主観的、重層的な絡み合いをいかに読み解
くか 
 
 C 第８章 マテリアル・ターンと脱人間中心主義的社会科学としての国際
政治学の可能性（前田幸男） 
 
・人口爆発に起因するマテリアル・ターンを前提とした国際政治学の再構築 
・人間中心主義、社会中心主義を新たなマテリアリズム・アクタント分析に基づ
いて世界を分析することで乗り越え、変革する 
・多重終焉状況：完新世時代の国際政治学・手つかずの自然世界という認識・人
間そのもの（「準モノ化」した「人間プレート」としての我々） 
・地球史としての歴史、「源」としての地球に規制している意識を規範化＝標準
化→「多様な脆さと美しさを併せ持った存在として（自然と）触れ合いながら、
そこにある生に対する感受性の高さを涵養し、共生の姿勢を内面化していくしか
ないだろう」 
★ポスト国際政治学の突破口２：地球史の中の人間、共生の姿勢、生への感受性 
★過去の遭難例をいかに反復しないか：学問より実践が先？学問は本質的に人間
中心主義（「生態系の論理からは人間行動の倫理的規範を導くことはできない」
（竹内啓）？＋「自然」はどこまで”nature”か（柳父章） 
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IV 総合的な到達点と課題 
 
A 本書全体の包括的評定 
 
（１）現状 
◎IR 内部：PP・政治的なるものの重要性継続＋イズム論争後のポスト実証主義、
リフレキシビズム、グローバル IR 
◎IR の外側：地域研究との関係・相互作用の再構築、マテリアル・ターンの無視
ないし軽視、時間論的転回も進展遅い、ディシプリン間関係史の方法論も課題 
 
（２）終わり 
◎PP の終わり・破綻・人類の終焉／大論争・イズム間闘争の終わり／研究史・
学問史的ディシプリン間関係史の終わり／地域研究と国際関係論の従来の関係
の終わり／偽りの「終わり」論と可知的・量的な科学主義・科学主義の勝利によ
る終わり／IR の終わり／空間表象としての国際政治の終わり／物理的条件の破
綻による人類・国際政治学の終わり 
 
（３）打開策 
◎IR 内部：古典的理念型（アナーキー・PP・政治的なるもの）の継続的重要性
／国家主体以外の PP を分析していくこと／リフレキシビズムの活用と実証主義
との対話／グローバル IR を批判理論的立場としなやかな知性に基づいた深い多
元主義を実現するエートスの涵養によって補正／時間認識・空間認識の再構築に
よる時間表象に基礎を置く「世界政治学」へ／「未知との出会い」への着目 
◎IR の外側：地域研究との相互変容的連携／マテリアル・ターンの基準化・規範
化と共生の思想の内面化によるポスト人間中心主義的国際政治学 
 
（４）日本からの応答 
◎日本は PP という公理を棄てた？／地域研究・歴史研究との親和性に希望あ
り？／自然観などにみられる日本文化・風土からの貢献？ 
 
B 「終わり」論の意味、「終わり」論を提示することの意味 
 
◎「終わり」論を終わらせることが目的ではない。 
◎そもそも、定義上自然科学と同じような意味での整合性が得られないのが人
文・社会科学の特質（芝崎 2015） 
◎渡辺慧１ 
 
 自然科学の法則 L にはその通用する経験の範囲 A が付随します。この L を A
より広い経験の範囲に適用するとそこに経験と理論のくい違い X が見いだされ
ます。このくい違いをなくするような新しい法則 L′が発見されます。この新し
い法則 L′にもやはりその適用経験範囲 A′が付随します。A′は A を含んでい
ます。このような L から L′への遷移をつぎつぎに繰り返すのが理論の進化であ
ります。（渡辺 1973/87:5） 
★社会科学、法則、範囲、くい違い、いずれのレベルでも解釈の問題が生じる→
「終わり」論が「終わらない」構造的な原因 



 5 

◎渡辺慧２ 
 
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。 
（中略） 
 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。（渡辺 1973:7-8） 
 
★国際関係研究における「継ぎ足し」「建て増し」（より非整合性が増大）とウォ
ルツ 二重の非整合性が論争的な性格をさらに助長する 
◎L の終わりと L’はいかに確定されるか 「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）→国際関係論にお
いて可能か？ 
 
C 終わりは、はじまり 
 
◎共通した問題意識：「国際政治学をより健全な学問にしていくためには、最終
的には学問内在的な論理操作や理論構築を改善することではなく、その学問を
扱っている国際関係研究者が、自らの人間としての認識や感性や知性をどう変
えていき、豊かにしていくかが窮極的には鍵となる」 
Ex. 「しなやかな知性」「批判的応答、アゴーン的敬意」「不可知・計量不可」

なものへの気づきの感覚、自然や生に対する感受性の涵養、時間・空間認識の多
様性や変化への気づきの必要性 
◎最終的には作り手がどのような学問をどのように作るべきと考え、選択し、実
践するか 
◎一番見えなくなっているのは、「研究する存在」であるわれわれという人間が
どのような人間であるか、ということではないか：「国際関係の研究者がどうい
う人間であり、どういう知性や感性を持ち、どのような世界観や人間観や学問
観を持ちそれがどのような形で研究や教育に反映されているか」→研究だけで
はなく、教育実践においても重要 
◎ロゴスのみでなく、エートスやパトスのレベルでの人間としての国際関係研究
者の知的営為の現場での人間としてのありようを掘り下げていく必要性 
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おわりに 
 
◎葛谷報告への補足・応答：「他者」への無関心・軽視、歴史や地域、とりわけ
非欧米地域の個別性への関心の低さ、他の国や地域の価値観に対する軽視、近代
西洋以外の時間的・空間的他者の軽視→空間的多元化・時間的多元化 
◎論論・学学：学問の成り立ちや構造に対する再帰的理解の必要性（所与の、既
存の自明性自体の揺らぎ？）人文科学・社会科学の存在意義 
◎時間ゼロ・空間ゼロ 「純粋国際関係論批判」は可能か 
 
 
 
 

What we call the beginning is often the end 
And to make and end is to make a beginning. 

The end is where we start from. 
- T. S. Eliot, Little Gidding (1942) 
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