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　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）

はじめに　二つの多元主義を超えて

　本稿の目的は，国際関係研究が将来どのようになるべきかを展望するこ

とである。具体的には，これまでも異なる状況や文脈において繰り返し語

られてきた国際関係研究が抱えているアポリアの原初的な由来を明らかに

し，そのアポリアを解消することで人類の生存や福祉によりよく貢献する

学問となるための処方箋を提示することが目標である。

　国際関係研究（study of international relations）とは，国際関係論，国際

政治学，国際関係学など，「国際関係」を研究対象とする学問の総称である。

「国際関係」とは狭義には主権国家間関係をさす。実は学問とその研究対象
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の名称と定義自体が，当該分野の抱えているアポリアを集約的に象徴して

いるのであるが，その点は後述する。

　国際関係研究の特徴は，自己の学問分野（discipline）としてのアイデン

ティティや課題に関する自己省察を頻繁に試みることにある。議論を世紀

末から現在にかけてのいわゆる IR（国際関係研究の「理論」的研究の中核

とみなされている英語圏社会科学（English Social Science）としての Interna-

tional Relationsと呼ばれる学問分野）に限定してみても，２０００年前後の時期，

イラク戦争後の時期，また２０１０年前後の時期など数多くの言及がみられる

（Wæver 1997, Ruggie 1998, Buzan and Little 2001, Smith 2004, 2008, Hobson 

2012）。それらは IRが学問として致命的な問題を抱えている点への言及で

あったり，西洋中心主義的な知の構造への批判であったりと多岐にわたっ

ている。

　こうした批判が繰り返されてきたにもかかわらず，国際関係研究のしく

み自体はほとんど変革されていない。こうした状況に対する処方箋として

近年研究者が提唱しているのは，理論に関する多元主義と領域に関する多

元主義という二つの多元主義である。

　まず，理論に関する多元主義に関する議論を代表するのは，European 

Journal of International Relations誌が２０１３年に組んだ「国際関係理論の終わ

り？（The End of International Relations Theory?）」という特集である（EJIR 

2013）。この題名が意味するのは，もはやかつてのリアリズム，リベラリ

ズム，コンストラクティビズムといったパラダイムにもとづく大論争

（grate debate）に直接的に貢献しようとする理論的研究が少なくなってき

ており，大論争に自己を明示的に関連付けることなく各個の立場からの理

論化の試みが生まれているという認識である。編者のダン，ハンセン，ワ

イトが危惧するのは，かつてのパラダイム論争が終焉を迎えたという認識

のもと研究が細分化した結果生まれた，相互の関係を意識したり理論間の

統合を志向したりすることなく自己の領域内に安住する形での諸理論の併

存という意味での多元主義（pluralism）という現状とそのさらなる進行で

ある。とはいえ彼らには有効な処方箋はなく，そうした諸（小）理論間で

の多様性を促進しつつ，コミュニケーションを図っていくことである程度

の統合もめざす「統合的多元主義（integrative pluralism）」の実現が彼らの

主張であった（Dunne, Hansen, and Wight 2013）。
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　統合的多元主義は，多元性を喪失することと引き替えに唯一の画一的な

理論をめざすのでもなく，あらゆる理論を折衷して玉虫色のグランド・セ

オリーをつくり出すのでもない。さまざまな理論とさまざまな研究対象を

組み合わせて「テスト」することで，生き残るべきものは生き残り，そう

でないものは淘汰されるといったイメージである。理論の多様性を維持し

ながら複雑な現象をより包括的でより多次元的な説明を獲得し続けていこ

うという呼びかけである（Dunne, Hansen, Wight 2013: 416-17）。

　ダンたちは理論を「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」ものであるというかなり幅広い定義から出発しつ

つ，ウォルツやロズノーなどにも注意を払いながら議論を進めている。し

かし統合的であるべきであるということとそれが実現可能であるというこ

とは同じではない。彼らは現在のような理論の断片化が進んでいる原因と

して�国際政治システムの複雑化，�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，�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をあげているが（Dunne, Hansen, Wight 2013: 417-

18），統合的多元主義がいかにして可能であり，こうした点をどのように

変えうるのかという積極的な展望は示せていない。

　いっぽう領域に関する多元主義を代表するのは，いわゆる非西欧の IR

（non-Western IR）の研究を進めてきた中心人物の一人であるアチャリアで

ある（Acharya and Buzan 2009）。国際関係学会（ISA, International Studies 

Association）の理事長に就任したアチャリアが高唱するのは「グローバル

IR」という構想である（Acharya 2013, 2014a, 2014b）。これは南アジアをベ

ースにしたリージョナリズム研究というアチャリアのルーツを基礎におい

た，非西欧の歴史的経験を広く取り入れることで IRをグローバルなものに

していくべきであるという発想である。

　アチャリアによればグローバル IRは，�一元論的ではない多元的普遍主

義，�ギリシャ＝ローマ的ではない（西洋中心主義ではない）世界全体の

人々の声・経験・価値，�非西洋の経験の包含，�地域，地域主義，地域

研究の重視，�本質主義の否定，�現状変更，抵抗や拒否，弱者の声とい

った多様な行為主体性の導入という特徴をもつ（Acharya 2014b: 3）。そし

て，現在出現している多重世界（multiplex world）を理解するために，国

際システム間の比較，西洋と非西洋の不平等性などを検討していくべきで
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あるという（Acharya 2014b: 6-10）。

　アチャリアのアプローチには渾然としている部分も多いが，その核心に

あるのは理論形成の前提となる経験の部分，すなわち研究の対象となる領

域の部分の非多元性を指弾し，多種多様な領域を包摂しさえすれば IRが自

動的に単に non-Westernであることから脱して globalなものになりうると

いう主張である。しかし，ダンたちが指摘するように理論もまた多元化し

ている中で，領域を多元化しさえすれば IRが全体として globalになり得る

と安易には想定しえない。そもそも，アチャリアの議論には IRという知の

形態そのものが総体として構造的に抱えている難点に対する考察が不十分

なのである。加えて，non-Western，non-globalな既存の IRという規定の仕

方は，これまでの IRを逆に一枚岩に捉えがちとなるという効果を孕んでい

るのである。

　これまでの古今の国際関係研究にかんする学問論ないし自己省察が問題

にしてきた中核的課題は，国際関係研究が独立した固有の学的アイデンテ

ィティをもつ学問分野たり得るかどうかということであった。そしてその

答えは常に，多少の留保こそあれ少なくともそれぞれの時点の現状に対す

る評価という意味では「否」であり，そうであるからこそ自己省察や変革

への提唱が継続してきた。大論争期における諸イズムによる分断やその

「神話性」をめぐる議論，科学哲学やポストモダニズムを「輸入」しつつ展

開されてきた客観性や合理主義や実証主義に対する論争，ジェンダーやサ

バリタンなどの視点からの IR抑制，そして現在の非西欧の理論への関心と

多元主義への評価などはすべて，国際関係研究がなぜ統一的な学問体系を

持つことができないのかという点に帰着する考察に他ならない。この種の

議論はいわば国際関係研究の慢性疾患（chronic disease）といってもよいほ

どに繰り返され，再生産され続けてきた。そのいっぽうで，そもそも，な

ぜこれらの問いが繰り返され，再生産され続けてしまうのか，なぜこれま

で決定的な処方箋を誰も見いだすことができなかったのかという点につい

ては，十分に考察されたとは言えなかった。いわば，原因療法なしに対症

療法を論じてきたような嫌いがあるのである。

　現在展開されている理論・領域に関するこの二つの多元主義も，その傾

向から逃れているとは言いがたい。二つの多元主義は，より正確に表現す

れば理論面では統合を視野に入れるという条件付きで追認されるべき既存
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の，現状としての多元主義であり，領域面では non-Westernの時間・空間

的経験をこれまで以上に取り入れるという条件付きで推奨されるべき将来

の，来るべき多元主義である。これらの問題提起自体は，以前にも展開さ

れてきた IR批判論・改革論と同様，置かれた状況は異なるものの，双方と

もその時点での IRに内在する問題点を的確に捉えている。しかし，双方と

も上記の２つの「なぜ」には届いてはおらず，現状への追認（理論）と現

状への否定・批判（領域）を前提にした今後の希望的観測に近い主張の域

を出ていない。

　また，双方の多元主義はどちらも，最終的には多元主義をもとにした一

つのディシプリンとしての（global）IRが存在し，成立しうるという前提

を共有しており，その可能性について言及している。しかし統合的多元主

義やグローバル IRがどのようにして
� � � � � � �

可能なのかという点については考察

が及んでいない。両者とも，今まで困難であった原因を解明することなく，

そうすべきであると述べているのである。

　とはいえ，IRの学問的難点が理論的多元主義と領域的多元主義という二

つの焦点にあるという形で議論が収束してきている点は注目に値する。と

いうのも，これまでの国際関係研究の学問論ないし自己省察論は，学問と

して，科学として，理論としての自己の構造に関する考察に傾斜するか，

あらたな領域をどのように取り入れていくべきかという領域に関する考察

に特化するかのいずれかまたは両者の単なる併記に終わることが多かった

のであり，現在登場している二つの多元主義は，その意味で国際関係研究

の学問論が行き着く必然的な結果であると考えられるからである。

　問題は，両者のコミュニケーションが不在のままであるということであ

り，そのことに双方とも気づいていない点にある。理論的（統合的）多元

主義を進めれば領域的多元主義が実現するわけでも，その逆でもない。理

論と領域との関係に対する考察に，IRの学問的難点を解く鍵があるのであ

る。すなわち，肝心の研究対象である「国際関係」という領域と IRとの関

係，領域と学問・科学・理論の構造の関係に関する考察が根本的に欠如し

ていたのではないかという主張が本稿の出発点である。つまり，これまで

嘆じられてきた国際関係研究の学問としてのアポリアは，理論や領域に個

別に独立して由来するものではなく，領域の問題とそれが理論との関係に

おいて与える影響に決定的に淵源しているということである。IRの学問
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論はどちらかというと理論や方法論に合わせて対象を切り取る際の方法と

課題についての議論に専心するあまり，対象に合わせて理論や方法論を鋳

直す，もっと言えば領域の形成と理論の形成との相互作用をふまえて国際

関係研究の学問としての構造を考えるという方向での省察が欠落していた

のではないかということである。

　かくして領域と理論の関係をより大きな視点から俯瞰し直すことで，国

際関係研究の慢性疾患を治癒する処方箋を見いだすことができるというの

が本稿の立場である。ここから出発して到達する論理的な帰結は，国際関

係研究は将来的には「国際関係」の研究としてではなく「グローバル関係」

の研究となっていかざるを得ないという推論（speculation）であるが，具

体的には次のような筋道でこの点を論じていく。

　まず，１において，学問の一般的な成立過程そのものを概観し，視点（目

的）設定にもとづく領域設定の決定的な重要性を確認する。次に，２にお

いて，国際関係研究における領域設定の特徴とその後の学問的展開におけ

る「発展」を「視点の継ぎ足し」と「領域の建て増し」現象として大づか

みに整理する。続いて，３において，IRの研究者たちが嘆き，指摘し続け

ている理論の多元化・輻輳化は，継ぎ足しと建て増しによって起きている

ことを指摘し，そのことが国際関係研究の理論的なアポリアをもたらして

いることを明らかにする。さらに，４において，したがって，理論的なア

ポリアを克服するには，すでに継ぎ足しと建て増しを解消するために視点

と領域を初期化・再設定するほかないことを示し，その帰結として国際関

係研究はグローバル関係研究となっていかざるを得ないという仮説を論じ，

最後に５において，グローバル関係研究成立の条件や可能性を展望し，「お

わりに」で議論を総括する。

　紙幅の関係もあり，本稿は国際関係研究にとっての最大級の規模と範囲

をもつこの問題をできる限り最短距離の論理展開によって踏破せざるを得

ない。また，筆者は自らがこの問題を最も的確に論じうる資格を持ってい

ると主張するつもりもない。この問題を２１世紀前半の現在において，でき

る限り単刀直入かつ一気に論じきることで，本稿を今後の国際関係研究の

あり方を考える捨て石として提示し，読者諸賢の批判を仰ぐことができれ

ば幸いである。
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１　学問のできあがり方

　そもそも，学問とはどのようにして成立するのであろうか。この点を，

東京大学学長，日本学術会議会長，国際科学会議（ICSU）会長，産業技術

総合研究所理事長などを歴任し，工学の立場から数多くの科学論，学問論

を展開してきた吉川弘之の議論をもとに検討しよう。

　学問は一般に，�目的・視点にもとづいた領域設定，�領域内での法則

の発見，�法則にもとづいた体系としての理論の構築というプロセスによ

って成立する。

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。

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）

　視点・目的は，この世界を統一的に理解したいという人類の知的好奇心

によっても設定されるが，吉川が「邪悪なるものとの戦い」と表現する実

用的な目的によっても設定される（吉川 １９９８）。洪水や旱魃，人間や家畜

の病気，暴力や紛争，差別や圧政など，いわゆる文系・理系を問わずこの

点は共通であろう。学問はいわば人類の「死活問題」とのかかわりによっ

て成立するのであり，この点は周知の通り国際関係研究にもあてはまる。

国際関係研究がツキディデスの昔から現在に至るまで戦争や環境問題など

のもたらす「恐怖」との戦いによって発展してきたのである（芝崎 ２０１５：

第８章）。学問はこうした視点・目的の設定に即して領域設定を行い，その

領域を，「選択された視点に立って，対象世界を整合的に理解する」（吉川 

１９９３：５６）という意味で分析することで法則を発見して理論を構築する営
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為である。

　では，人類の死活問題に即して，人間はどのようにして領域を設定する

（吉川の言葉を借りれば「コレクション」）のであろうか。吉川は現象から

領域を見いだす行為をパースの概念を用いてアブダクションと呼ぶ。これ

はいわばニュートンとリンゴの寓話が示すような，ある種の美的感覚やひ

らめきによるものであり，領域内での普遍的な法則と理論を見いだす営為

が逆説的に人間の個別の感覚に委ねられているという（吉川 １９９３：７７）。

近年いわれるセレンディピティに関する議論にも通底する指摘であるし，

国際関係研究において，たとえば３つのイメージが「ひらめいた」とウォ

ルツが回想しているのもこうしたアブダクションの一種である（芝崎 

２０１５：第６章）。

　以上のことから明確になるのは，学問論の前提として視点・目的の設定

とそれに即した領域の設定が決定的に重要であるということである。しか

し，これまでの国際関係研究，少なくとも IRの自己省察論の多くは，「理

論」「科学」としての IRのあり方に議論を集中させるあまり（その集中の

させ方自体にも問題はあったにせよ），国際関係研究や IRの成立の前提と

なっている視点・目的設定と領域設定（コレクション）がもつ死活的な重

要性に対する考察が欠けていたように思われる。管見の及ぶ限り，現在流

通している IRの教科書で「理論」とは何か，「科学」とは何かについて考

察を展開している文献はあっても，「学問」とは人間にとってどのようなも

のか，学問とはどのように成立するものなのかという地点から論じ始めて

いるものはエドキンスとゼフュスなどの少数の例外を除くとそれほど多く

ない（Edkins and Zehfuss: 2014）。ダンたちの議論も同様で，理論について

議論がなされていても，操作的な定義の域を出た理論「論」が国際関係研

究において見られることはほとんどないのである。もう少し幅を広げて，

米国の社会科学方法論の代表的な著作を瞥見しても，こうした点を一から

議論しようとする視点はほぼ見られない（キング，コヘイン，ヴァーバ：

２００４（原著 １９９４））（ブレイディ，コリアー：２０１４（原著 ２０１０））。

　学問の成立条件抜きに，すなわち国際関係研究がどのような視点・目的

設定にもとづいて領域設定をすることで科学として成立したのかという点

を踏まえることなく，理論性や科学性だけを闇雲に追求したり，異なる視

点・目的設定にもとづいて領域設定を行うことで成立した他分野の理論を
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導入したりすることはアポリアの解消にはつながらない。しかし，これま

での国際関係研究の学問論は，まさに学問の成立条件と自らとの関係をほ

ぼ抜きにして行われてきたのである。その研究がそもそも「なぜ」成立し

「何を」対象としているのかという問いと「どう」研究するかという問いの

フィードバック・ループが必要なのである。

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

　まず，視点・目的設定と領域設定の一般的な関係を概観しよう。

　通常，Ⅰのように１つの視点・目的をもとに１つの領域が設定される（た

とえば国家間関係の戦争の予防）。次に，Ⅱのように領域に変更はないが

視点を追加する場合（たとえば国家間の政治的関係だけでなく社会的関係

をみる）場合が考えられる。さらに，Ⅲのように視点に変更はないが領域

が追加される場合（たとえば新しくできた国家や政府間国際組織を考察の

対象に加える）と，Ⅳのように視点と領域がともに追加される場合（非国

家主体間関係を加え，社会の視点を加える）がある。

　いうまでもなくこれは極めて図式的な，理念型に即した整理に過ぎず，

現実には四つのパタンを渾然とした状態で含みつつ学問は成立し，変容し

ていくことになるが，ディシプリンとして法則や理論を発見するという意

味で「科学」性を突き詰める段になると，厳密な視点・目的設定と領域設

定が必要となる。おそらく社会科学においては比較的漠然とした視点・領

域設定によって学問がある程度進展していく中で，どこかの時点で改めて

厳密な科学性を求める時に，いわば後付け的に視点と領域の設定の仕方が

説明されていくことになると考えられる。

　では，国際関係研究における視点・目的はどのように設定され，領域設
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定はどのように行われたのであろうか。

　大胆に要約すると，国際関係研究における視点・目的には大別すると次

の２つが存在すると言われてきた。第一は国家の生存・維持・拡大を第一

の目的とした国家学の延長線上にある系譜の視点で，国家学的動機と呼び

うるものである。この点はブライアン・シュミットの研究（B. Schmidt 

1997, 2013a）以降，改めて明確に自覚されるようになった。第二は，国際

関係研究の教科書でもよく言及される，（第一次）世界大戦を契機として生

まれた，国家間戦争の不在という意味での平和の維持を第一の目的とした

系譜の視点で，平和学的動機と呼びうるものである。この点は第一次世界

大戦，第二次世界大戦，冷戦といった大規模な対立の構造とそれらがもた

らした，ないしもたらしうる悲惨の回避という形で理解されてきた。保守

的な教科書はもちろん，２０１４年秋に出版された比較的新しい視点に立って

いるブースによる簡潔な教科書でも，この視点は維持されている（Booth 

2014: 7）。

　この視点・目的設定から帰結する領域設定は，いうまでもなく「国家間

関係」を最重要かつ最優先の考察の対象とするということである。これは，

どちらの動機からみても首肯しうるコレクションである。「国際なるもの」

（the ‘international’）という領域の発見は，いわば２つの視点・目的設定に

共通するものであった。どちらの視点・目的設定がより根源にあるかはこ

こでは措くとして，現在の国際関係研究の通説的自己理解に即するならば，

１つの領域を２つの視点・目的に即してコレクションするかたちで成り立

ってきたのが国際関係研究であるということになる。その結果，国家学的

動機からみれば戦争は国家の維持・生存・拡大のためであれば必ずしも回

避はしないが，平和学的動機からみれば自衛などの例外をのぞきいかなる

場合であれ回避するということになる。あえて単純化すれば，伝統的なリ

アリズムとアイデアリズムの対立は，１つの領域に対して異なる視点・目

的が設定されているが故に不可避的に生じるし，理論的に「決着」をつけ

ることはそもそも不可能であるということになる。というのも後述するよ

うに，視点・目的が異なる以上両者を統合することは構造的にそもそも困

難なのである。

２－２　視点の継ぎ足し
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　その後，国際関係研究に生じた事態は「視点の継ぎ足し」と「領域の建

て増し」であった。「視点の継ぎ足し」とは，国家学的動機，平和学的動機

に加えて，貧困・格差，開発と発展，人権侵害・差別，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・多民族共生，地球環

境問題・持続可能性など，MDGsや SDGsなどに体現されるような多種多

様な地球的課題（global issues）の解決が国際関係研究の課題となっていっ

たということである（典型的な教科書の例として（Snarr and Snarr: 2012））。

　これらは原初的な視点・目的設定とは異なる視点・目的が国際関係研究

に付加されたことを意味するのであるが，追加された視点はあくまで「従」

であり，「主」はあくまで国家の生存と国家間戦争の回避であるという主従

関係の変更はもたらされなかった。国際関係が「アナーキー」である以上

「主権国家」のプライオリティを尊重しないということは国際関係研究の

原初的な視点・目的設定と領域設定を否定することになるのである。その

意味で，これらは「継ぎ足し」の域を出なかった。ウォルツがいみじくも

述べたように，「主」は国家学的動機と平和学的動機が重ね留められた視点

・目的にもとづく，国家間関係という領域における安定の可能性に関する

考察という “big and important things” (Waltz 1986)なのであり，視点が追加

されても視点間のプライオリティには変化がなかったということである。

　この点をブースの最新の教科書は次のように説明する。ブースは国家と

国家間関係の経験的な重要性を政治的・倫理的な国家主義になることなく

認めたいと述べる。この立場は「『宗教』に関して無神論者が議論すること

に似ている」（Booth 2014: 8）という。

無神論者は神について言及することなしに宗教を長く論じることはで

きないが，だからといって無神論者が「神中心的（God-centric）」であ

るということにはならない。（無神論者が神について言及するという

ことは，：筆者注）無神論者は単に宗教について語る際に神の重要性を

認識しているというだけのことなのである。（Booth 2014: 8）

　しかし，無神論者と神の関係と，国際関係研究者と主権国家間関係・国

家中心主義との関係は大きく異なる。神を受け入れることなく神を論じる

ことはできるかもしれないが，国家間関係のプライオリティにおける優位
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という仮説を受け入れることなく国際関係研究・教育を実践することは容

易なことではない。それは主権やアナーキー概念を否定し，国際関係と国

内関係の質的相違を否定するという前提で国際関係について研究し，教育

することを意味する。ブースはこう言及した上で規範的な意味での国家中

心主義に陥ることなく経験的な意味で「国家が支配的な力を持つ」領域と

して「世界政治の国際的なレベル」について概説していこうとしているの

であるが，結局は極端な国家中心主義に陥っていないにせよ国家間関係を

「主」におくという認識論を受け入れていることになる（Booth 2014: 8）。

　問題は極端な国家主義に陥らないかどうかではなく，国家中心主義的で

あろうとなかろうと，国際関係研究に従事する限りつきまとうドグマから

脱却しているかどうかであるが，ブースのこのロジックはそれに成功して

いるとは言いがたい。そして，それに成功することは筆者も含めた全ての

国際関係研究者にとって簡単なことではないのである。

　ブースに限らず，プライオリティの主従関係の転覆を否定しようとした

議論はこれまでも，存在しないわけではなかったが，これを超克したと見

なしうる議論は生まれてこなかった。というのも，国際関係研究・教育者

であるということは上記の視点・目的設定と領域設定を「主」として受け

入れることなしには成り立たないからである。さらに言えば，単なる否定

ではなく，その否定の先にどのようなディシプリンが存在しうるのかを提

示することが必要なのであるが，それは主従関係の転覆以上に困難であっ

たのである。国際関係研究においてアナーキーや主権を否定して「神は死

んだ」と宣告することはたやすいが，本稿の課題はそうした宣告に安易に

追随することではなく，まずは，なぜそれが容易ではないのかを解き明か

すことにある。

２－３　領域の建て増し

　続いて「領域の建て増し」である。ある視点に即して領域が設定される

ことで学問ができあがる以上，視点が追加されるということは領域が追加

されることをも意味する。「領域の建て増し」とは，上記のような地球的課

題の解決という視点・目的に即して多国籍企業，NGO，国際機関，テロリ

スト集団，「市民社会」，個人など多種多様な主体間関係を考察の対象とし

て加えていくということである。しかし，視点の継ぎ足しと同様に，領域
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の建て増しによっても主体間の主従関係に変更がもたらされることはなか

った。国家主体と非国家主体という表現がそれを象徴し続けていることは

言うまでもなかろう。コヘインとナイがトランスナショナルな関係（正確

には「トランスナショナルな相互作用と（そのような相互作用にかかわる）

組織」）に注目して「世界政治パラダイム」を提唱したのは，第一義的には

国家間関係をよりよく説明するために視点と領域を継ぎ足し・建て増しす

る必要が生じたからであって，主従関係を逆転させるためではなかったの

である（Keohane and Nye 1971）。

　こうして，視点の追加による領域の追加は，“big and important things”の

プライオリティの例外として処理されることになる。視点・領域の追加は

視点・領域間のプライオリティを変化させるかたちでは取り扱われず，実

際には視点と領域が追加されている（図１のⅣ）であるにもかかわらず，

追加はあくまで追加であり，最重要な視点と領域については変更がないか

のようにして学問が成立し続けたため，図１のⅡ，Ⅲ，Ⅳのような事態が

学問に生じても学問の構造が基本的にはⅠであるという主張は維持され続

けたのである。

　いわば国際関係研究は，視点・目的，領域の追加が学問分野にもたらす

変化を自覚することなく，建て増し・継ぎ足しを行ってきたのであり，そ

の結果生じるディシプリンとしての齟齬の原因を，視点・目的における主

従関係を変更することのないまま次々と抱え込んでいったのである。

　もちろん，本節冒頭で触れたように，社会科学は基本的には複雑な現実

の様々な要素を認識の対象に含まざるを得ない。国際関係研究もまた，国

際機関などを通した国際協力，帝国と植民地との関係など，主権国家関係

とは異なる意味での国境を越えた諸関係をも原初的に考察の対象に含んで

いた。ブライアン・シュミットが指摘するように，Foreign Affairsがもとも

と The Journal of Race Developmentとして刊行されていたことはこれを象徴

する（Schmidt 2013b）。その意味では最初から国際関係研究は初期設定に

すべて還元されることのない視点・目的，領域をはらみながら生成してい

ったのであり，そうであるからこそ，国際関係研究の学問的アイデンティ

ティを精錬することが困難であったということもできる。

　建て増しに関する典型的な説明のしかたを，ブースの教科書で確認しよ

う。ブースは，国際関係はアナーキーでありその点において国内関係と異

１５０



なるという前提からは，直接的には「戦争と平和，力の均衡と不均衡，協

調と支配の構造」といった “big and important things”が説明できると述べ

る。しかし国際関係はそれだけではなく，「あなたが『誰』であり，私が

『誰』であるか」ということや，ジェンダー，人種，偏見や誤解などといっ

た “small and important things”も含まれるが，“big and important things”が

“small and important things”に強い影響を与える決定的な重要性を持って

いると明言する（Booth 2014: 6）。つまりどのような “small and important 

things”が生起しようと，それはすべて “big and important things”によって

規定されているという，取り扱う現象の重層性を認めつつ「上位」にある

構造の決定性を認めるのがブースの理解である（Booth 2014: 4）。

　別の箇所ではブースはラスウェルの定義を援用して，「国際関係」と「世

界政治」を次のように分別する。世界政治とは「世界中で誰が何をいつど

のように手にするか」であり，国際政治は「世界政治の国際的なレベル」

であり「国際レベルとは主に（しかし排他的にではなく
� � � � � � � � � � �

）主権国家間の相

互作用である」（傍点筆者）と定義している（Booth 2014: 7-8）。本稿には

ブースを非難する意図はない。むしろ，この「（しかし排他的にではなく）」

（but not exclusively）という表現は，おそらく国際関係研究者の多くが自ら

のディシプリンについて教育の現場などで説明する際に，実際の自らの現

象の扱いや認識の仕方との違和を感じつつもこれ以外に思い付かないよう

な言い廻しであろう。これは一見自明すぎるほど自明な言辞なのであるが，

実は，このように説明せざるを得ない
� � � � � � � � �

ことに国際関係研究の最大の難点が

あるのではないか，そしてそれがどこから生まれてきているかを考えるこ

となしには国際関係研究の将来を展望し得ないのではないかということを

問題提起したいのである。

２－４　小括

　こうして，少なくとも IRにおいては原初的に，国家学的動機・平和学的

動機にもとづいた原初的な視点・目的設定と領域設定が行われていた。あ

るいは，少なくともそう設定されていたという理解が共有されている。そ

れは，国家の生存・維持・拡大と戦争回避・平和維持という視点・目的設

定であり，主権国家という主体と主権国家間関係という「アナーキー」な

関係が最も重要であり，最優先に考察しなければならないという領域設定
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である。その後起きた視点の継ぎ足しと領域の建て増しは，国際関係研究

の考察の範囲を拡大しはしたが，初期設定そのものを変更するものではな

かった。したがって，いくら初期設定以外の視点・目的，領域を導入して

も，視点・目的間，領域間のプライオリティには変更はもたらされない。

われわれがこれまで長い間経験し見聞してきた，国家中心主義批判とその

擁護という図式はこうした「構成的規則」によって展開されてきたのであ

る。

　このように整理してみると，ウォルツが国際政治学の理論について果た

した役割が改めて明確になる。彼の理論的姿勢である「国際政治学に理論

があるとすれば，それは主権国家間の力の均衡以外にはない」という主張

は，国際関係研究が国家間関係を対象として限定することではじめて理論

として成立するということを明確にした仕事であったのである。いわばウ

ォルツは，国際関係研究の，少なくとも IRの原初的な視点・目的設定と領

域設定をはじめて明確に言語化し規定した理論家なのである（芝崎 ２０１１）。

　この視点・目的，領域における原則・例外の関係が転覆・反転とはいわ

ないまでも根本的に問い直されない弊害は，継ぎ足しと建て増しによって

国家間関係の力の均衡以外の視点・領域を数多く考察の対象に入れてきた

結果，事実上この世界を全体として把握し，理解しようとする学問となっ

ている国際関係研究が実際に扱っている視点・目的，領域と，国際関係研

究が置いている視点・目的，領域間のプライオリティとの間のギャップと

なって表れる。ナイの軍事＝１極，経済＝多極，トランスナショナルとい

う世界の三分法が分類として破綻しているのは，そうした亀裂の象徴的な

表現であろう（芝崎 ２０１５：第７章）。非国家主体の活動「も」重要である

が最重要なのは国家である，貧困・格差，人権の問題「も」重要であるが

最重要なのは国益であり戦争回避であるという論理構成でしか世界を語り

得ないのが現在の国際関係研究なのである。

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

　国際関係研究が初期設定の優位性を維持したまま「従」としての視点の

継ぎ足しと領域の建て増しを行ってきたことは，科学として，理論として
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の国際関係研究にどのような帰結をもたらすのであろうか。そのためには，

学問のできあがり方から進んで，視点・目的設定と領域設定のあとに来る，

法則の発見と理論の構築という過程の意味を考察しなければならない。本

稿ではその結果生じている事態を「理論的アポリア」と呼ぶ。このことを，

システムを専門とする立場から独自の科学論を展開すると同時に，国立環

境研究所長，科学技術振興機構社会技術研究開発センター長などを歴任し

た市川惇信の議論に依拠して説明しよう。

　市川によれば，科学とは「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知を相互に整合的に

接続して，人類全体の過程論的な経験知の体系を積み上げる営み」（市川 

２０００：８２）である。このことを示したのは図２である。

　市川は，こうしたループは人間が「わかる」ということ一般に通底する

知の構造であり，進化の過程で知識を蓄積していく中で人間はこのループ

を回すことで現在の発展を手に入れてきたと考えている。自然科学であれ

人文社会科学（市川は「人文社会学」とも表記している）であれ，このル

ープを回すことによって法則や理論を発見し，構築するのでない限り，「科

学」と呼ぶことはできない。したがって，仮説と検証のループという普遍

的な条件を動かすような意味での「日本的」「アメリカ的」科学というのは

あり得ないことになる。

　次に，自然を対象とする自然科学と，人・社会を対象とする人文社会科
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学との間の決定的な相違点として市川は，人文社会科学の成果はそもそも

整合的になり得ないという点をあげている。図３にあるように，科学は実

在世界に存在する実在事象を，言語世界へ写像することで記述される。

　しかし，自然科学においてはこの図式は可能であるが，人文社会科学に

おいては図３のようにはいかず，図４のようになってしまう。その理由は

次の通りである。

　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４）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）

　このことによって，人文社会科学には不可避的に「モデル間の矛盾」が

存在してしまうことになる。この矛盾をなくそうとするには，人と社会の

モデルと矛盾する現実をモデルに合わせるしかないが，これはナチズムや
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図３　実在世界の言語世界への写像 

（市川 ２００８：６１） 

図４　人文社会学：言語世界 
から言語世界への写像 

（市川 ２００８：９３） 



スターリニズムなどに陥る危険がある。したがって，我々にはこの矛盾を

甘受するしか選択肢はないということになる。なお，市川はその中におい

て，「進化論的世界観」と名付ける視点に基づいて自然科学，人文社会科学

が共有できる基盤を構築しようと試みているが，この妥当性については本

稿では判断を留保する（市川 ２０１４）。

３－２　国際関係研究の場合

　国際関係研究もまた，こうした人文社会科学の諸理論間の本来的非整合

性を免れることはできない。そのことを踏まえた上で，継ぎ足し・建て増

しが国際関係研究という理論体系内の整合性に対して何をもたらすのかを

検討しよう。というのも，異なる視点で設定された領域における理論間に

は，そもそも整合性が要請されないからである。吉川弘之はこの点を次の

ように述べる。

　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）

　国際関係研究が国家学的動機と平和学的動機から生まれ発展してきたと

すると，国際関係研究はそもそも，本来的に視点・目的を複数持って生ま

れてきた学問であるということになる。両者の領域設定は主権国家関係と

いう点ではほぼ同じであるが，視点が異なる。それ故にすでに触れたよう

に，初期のリアリズムとアイデアリズムの間に生じたとされる対立におい

て，国家学的動機がパワー・ポリティックス的な視点から国家中心主義的

立場を取り国際機関の役割を重視しない一方で，平和学的動機が国家中心

的立場もとりつつ国際連盟など国際機関の役割を重視する立場を取るとい
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う構図が生まれる。

　かくして，両者の議論の有効性や妥当性が永遠に争われるのは，本来科

学が１つの視点・目的に即して領域を設定し，その領域内での法則発見に

よって成立する少なくとも１つの理論体系内では無矛盾な学問分野として

構築されるものであるのであれば，むしろ当然のことなのである。以上の

ことが正しければ，国際関係研究はその誕生の瞬間から，理論体系内にお

いても本来的に非整合的でしかありえない学問として生まれたということ

になる。

　したがって，学問の対象の性質に関する市川の理解に従うと，国際関係

研究は，他の人文社会科学と同様本来的にも非整合的であり，学問の領域

の性質に関する吉川の理解に従うと，継ぎ足し・建て増しによって理論体

系内での整合性を保つことがさらにできなくなっているということになる。

３－３　理論的アポリアの意味

　以上のことから，国際関係研究が永遠に決着のつかない，理論間での論

争を繰り返し続けてきた，そして現在も多元主義といった形で継続し，い

つまで経っても理論的な統合がなされないアポリアの構造が説明できる。

　すなわち，人文社会科学の宿命的なモデル間の矛盾や非整合性という前

提に加えて，国際関係研究は原初的に複数の視点・目的設定をもって生ま

れて来た学問であり，そこで原初的に設定されてきた視点・目的，領域の

プライオリティを維持したままさらに継ぎ足し，建て増しを繰り返し続け

ていることによって，理論相互間の非整合性が高まると同時に，実際に継

ぎ足し・建て増しをすることによって扱っている視点・目的を統合し，領

域を総合してとらえ直すことができなくなっていった。その結果として，

実質的には国家間関係の研究から国家間関係を含んだ地球規模の諸関係を

研究対象とするようになっているにもかかわらず，実際に対象となってい

る現実の世界を統一的に描写することができなくなっているということで

ある。これが，国際関係研究が陥っている理論的アポリアである。

　したがって，この状況が続く限り，理論は多数化・複数化しつづけるの

みであり「決着」は決してつかない。原初的な初期設定を維持する立場か

らみれば，いかなる継ぎ足しや建て増しが行われようと，それらは原則に

対する例外であるというふうに処理できる。かといって，継ぎ足しや建て
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増しの側から「ポスト・ウェストファリア」化した世界を把握するべきで

あるという立場から，この原則と例外の関係を転覆することは，初期設定

を維持することがこの学問のカノンである限りは容易にはできない。

small and important thingsの重要性をいくら主唱しても，プライオリティ

が big and important thingsにあることを受け入れることが，この学問の初

期設定においてデフォルトで規定されているのである。ダンたちの統合的

多元主義が理論間の統合とはそもそも何を意味するのかを十分考慮しない

まま統合という言葉を用いていることによって以前のさまざまな提案と同

様画餅に帰してしまう可能性が高いのはこのためであるし，アチャリアの

グローバル IR構想も，継ぎ足しや建て増しとして処理されてしまう可能性

が高いのもこのためである。さらに言えば，グローバル IRは，場合によっ

ては継ぎ足しや建て増しに過ぎないにもかかわらず非西欧の声や異議申し

立てを取り入れたことにされてしまう可能性すらあるということである。

　こうした状況であることは，多くの国際関係研究者は程度の差はあれ認

識していると思われる。その一方で，ほとんどの研究者はこうした細分化

に対して「平気」でいることができる。それは，自己が依拠する仮説と検

証のループさえ回していれば，限定された自己の専門分野では研究を生産

することができるし，研究者も再生産することができるからである（市川 

２００８）。

　一般に，領域を限定すればするほど，精密な分析が可能になるし，その

範囲内でのモデルも緻密に構築することができる。同時に，吉川の表現を

借りれば研究者はますます針の穴から世界を見るような状況に陥るし，世

界を統一的に描写するといった総合的な視点の研究からは遠ざかっていく

ことになる（吉川 ２００１，２００２）。

　これまで，国際関係研究にはさまざまな理論があり，さまざまなパラダ

イムが存在すると言われてきた。しかし継ぎ足し・建て増しという視点か

ら見ると，プライオリティの設定という基準から見れば，国際関係の理論

は実際には１つしかなかったのではないであろうか。それは，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それ以外は例外として処理するという理論である。

その意味ではケネス・ウォルツは正しかったのであり，「国家中心主義」を
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批判する立場は，いかなるイズムであろうと国際関係研究という立場を受

け入れる限り論理的に見れば自家撞着なのである。というのも，これまで

見てきたように国際関係研究は国家中心主義的な視点・目的設定と領域設

定によって初めて成り立っている学問であるからである。その意味で，ウ

ォルツが到達した「国際政治は国際政治である以上国際政治以外ではあり

得ない」とでも表現しうる認識は正鵠を射ていたのであるし，それが，

“causal weight”であるということの意味なのである。

　そして，この文脈からみれば，ネオネオ統合以後の新功利主義が結局は

この causal weightを保持する路線に落ち着き，また社会構成主義も同様の

途をたどり，ダンたちのいう多元主義に逢着したのも首肯できる。いかな

る理論も「国家中心主義」を批判することはたやすいが，現在のような学

問のできあがり方そのものを覆すようなオルタナティブが提示できない限

りは，いかにそれらが健全であろうとも最終的にはそれを受け入れるか，

そうでなければ国際関係研究それ自体から退出するほかなかろう。すべて

の IR学史は，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であったと考えることができる。

　かくして，現在展開されている理論的（統合的）多元主義と領域的多元

主義が国際関係研究のアポリアを解消しうる有効な処方箋であるというよ

りもアポリアそれ自体の象徴的な表現であるということが改めて理解され

よう。

４　視点と領域の初期化と再設定

　このような理論的アポリアを支えてきた考え方としてあげられるのが，

「１６４８年の『ウェストファリアの講和（Peace of Westphalia）』以降，ヨーロ

ッパにおいて主権国家間関係という意味での近代的な国際関係が成立し，

近代国際社会が地球大に拡大していく，という歴史認識」と定義できるウ

ェストファリア史観である（Shibasaki 2014b）。周知のようにこの史観の史

的妥当性自体はすでに大枠において否定されている（Teschke 2003，明石 

２００９，Osiander 2001，S. Schmidt 2011）が，依然としてこの記述は国際関

係研究の教科書には多少の留保こそあれ残り続けている。その理由は，前

述の３つの中心主義をもたらす視点設定・領域設定の妥当性を歴史的な実

態に係留するための目印として好都合だからである（�山 ２０１０）。
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　ただし，ウェストファリア史観が偽であるという認識が共有され，国際

関係研究というディシプリンの「しつけ」において１６４８年欧州起源説が少

なくともその素朴な形において消え去ったとしても，理論的アポリアはそ

れだけでは解消されない。というのも，歴史的起源がいつであれ，どこで

あれ，国家学的動機・平和学的動機にもとづく視点・領域設定によって構

築された学問としての基本的性格には影響しないからである。つまり，い

つ，どこではじまろうと，またそれが西洋中心主義的であろうと，国際関

係研究という学問の構造それ自体が回すことのできる「仮説と検証のルー

プ」そのものには影響を与えないからである（Shibasaki 2014b）。

　では，理論的アポリアに対してなにをなすべきであろうか。これには次

の３つの選択肢が考えられる。第一が現状を放置し，変革に結びつかない

批判や提案を今後も積み重ねていくことであるが，これは理論的アポリア

を解消することなく，多元主義という名の，一見 wide（Dunn, Hansen, 

Wight 2013: 416） で多様に見えて実はより狭く小さい「仮説と検証のルー

プ」をタコツボ状に増殖させることにつながる。この選択肢は，国際関係

研究というディシプリンの固有性の追求を事実上捨てるということであろ

う。というのも，この方向性を進めていけば，すでに「国際関係」に関し

て他のディシプリンもまた数多く研究を行っている現状に鑑みると，国際

関係研究という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な

統合の進展をもたらしうるからである。これは，ダンたちも触れているよ

うに，現状が IR理論の終わり
�� � � � � � �

なのではなく，IRそれ自体の終わり
�� � � � � � � � �

であるか

もしれないという見通しとも共通する方向性である（Dunn, Hansen, Wight 

2013: 419）。

　第二の選択肢は，学問の整合性を保つための戦術的後退である。これは，

目的・視点設定と領域設定を本来の初期設定に限定するという立場である。

国際関係研究は国家間関係研究である，国際政治研究は国家間の政治的関

係の研究であると割り切るということである。これは，方法論としては少

なくとも理論内においては整合性・無矛盾性を追求しうる選択肢である。

しかし，この選択肢は国際関係研究という名のもとに継ぎ足し・建て増し

を行ってきたこと，そして現在もそれを行い続けているという歴史的な経

緯を無視するか不当に過小評価することになり，多くの国際関係研究者に

とって受け入れがたいことであろう。こうした後退を受け入れられない研
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究者たちは，国際関係研究の分裂と解体という第一の選択肢の先に起こり

うる帰結を受け入れることになるかもしれない。

　第三の選択肢は，理論的アポリアの原因をみとめ，「国際関係研究」とい

う名前のもとで研究しているすべての研究者のあらゆる問題関心，そして

「国際関係」という名前のもとで実際に網羅されているあらゆる諸現象を

包括的に総合するような学問を作り直すことである。本稿の議論が示すの

は，そのためには，理論的アポリアを積極的に克服するような視点・目的

にもとづいて領域を再設定し，その領域に即して法則・理論を発見してい

くほかないということである。ただし，この第三の選択肢が成立するため

の条件は，国際関係研究が総合的な一つのディシプリンとして統一的な視

座の下で成立していなければならないという前提に立つことである。

５　国際関係の研究からグローバル関係の研究へ

　本稿は，もし国際関係研究が固有のディシプリンとして総合的なものと

して存続するためには，目的・視点そして領域を再設定せざるを得ないの

ではないかという主張までを仮説として提起することを目的としており，

現時点ではその結果得られるディシプリンの姿については考察の範囲とは

しておらず，この点については明確な答えを持っていない。しかし，ここ

まで議論をしてきた行きがかり上からも，本稿の立場からのある程度の

speculationを提示することは許されよう。

　そもそも，視点・目的はどのように設定されるのであろうか。学問ので

きあがり方の論理的なプロセスは，視点・目的の設定が先にあり，領域の

設定が後にあるが，実際に学問を必要とする際には，この両者の順番は必

ずしも一方向ではない。むしろ，新たな現象が生まれ，その現象を統一的

に理解するための視点・目的の設定が発見されるというプロセスも含めた

双方向的な往復によって相互が形成されると考えることが妥当であるよう

に思われる。たとえば洪水を防ぐ，感染症を防ぐといった事例で考えてみ

ると，この点は理解できよう。ウォルツが『人間，国家，戦争』の原型と

なった博士論文を着想した際も，戦争と平和に関する実際の諸議論という

漠然とした領域内の対象を読んでいくなかで，３つのイメージという視点

・目的を着想し，そこから第３イメージの優越さらに『国際政治の理論』

という視点・目的の設定にたどりつき，そこから学問体系を構築していっ

１６０



たのも，まさにそうした往復運動の成果であった（芝崎 ２０１５：第６章）。

　このことを踏まえて，国際関係研究の視点・目的の再設定を試みよう。

１でみたように，また竹内啓も述べるように，学問の視点・目的は基本的

には人間中心主義的であり，（生物多様性や天然資源への配慮なども必須

ではあれ）人間の死活問題の解決という「実用的」な視点・目的が学問の

根源となっている（竹内 ２００１）。国際関係研究の初期設定である国家学的

動機・平和学的動機もまた同様であろう。しかし，現在国際関係研究が考

察の対象にしているのは，単なる国家の生存・維持・拡大のみではなく，

また単なる国家間戦争の回避・予防のみでもなく，この世界全体を覆う諸

主体が生み出している諸事象のほとんどすべてである。その意味で現在の

国際関係研究の最大公約数的な視点・目的は，big and importantも small 

and importantもすべて含めた，人類全体，地球全体の生き残りという視点

・目的ということになろう。

　次に領域の設定であるが，これは前段で述べたとおり，人類全体・地球

全体の生き残りに関わるすべての現象をさし，その現象に関わる全ての主

体を含むということである。平野健一郎はかつて，「国際関係」の主体を国

家に代表されるそれ自体は国境を越えない（かわりに政治家・外交官など

のエージェントが越える）領土を基礎とする「動かない主体」と，自らが

国境を越えてさまざまな関係を形成する「動く主体」に分類した（平野 

２０００）。ここでのすべての主体とは，動く主体と動かない主体をすべて含

まなければならない。さらに，主体自体が動けるか，動けないかはさてお

き，動いてきたヒト・モノ・カネ・情報によって影響を受けることも議論

の射程に含まなければならないであろう。また，ここで「越える」と言っ

た場合に，その境界線は国境にとどまらないことも，国内避難民や民族対

立・内戦などの事例，インターネットなどのヴァーチャルな事例を考えれ

ば自明であろう。

　つまり，新たな領域は，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

設定しなければならないことになる。宇宙ステーションなどの地球外の活

動を「例外」として少なくとも現時点では処理するならば，こうした領域

は今のところ「グローバル関係」（global relations）と表現することになる

のではないであろうか。われわれが実質的に考察している現実の総称は，
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国際関係ではなくグローバル関係なのである。

　こうした視点・目的設定と領域設定は，国際関係研究の視点・目的設定

と領域設定を排除するものではない。グローバル関係の研究は国際関係研

究の視点・目的と領域を含むことになる。ここで特に問題になるのは，「含

む」といった時に例のプライオリティの問題をどのように扱うかというこ

とである。特に現実世界において，国家中心主義的な視点がその優位性の

根拠としている国家，国家間関係がそれ以外の関係にあたえる決定的な影

響力をどのように考えるかということが焦点となる。また，このことと関

連して，「世界中で誰が何をいつどのように手にするか」ということに対し

て影響力を及ぼしうる主体や構造に常に警戒し，批判していくという権力

批判の契機をグローバル関係という問題設定が帳消しにしてしまうのでは

ないかという危惧も生じるのである。つまり，国家中心主義的な目的・視

点そして領域設定は，実際にすべての主体がおりなすすべての主体間関係

を依然として強力に規定しているが故にこれまでも妥当であり，現在もそ

して将来も妥当でありつづけるのであるという，ブースに見られるような

構造的な規定の仕方をグローバル関係の研究はどのように引き受け直すの

かということである。

　この問題を一気に解消する明快な答えは，現時点では筆者にも用意がな

い。しかし，この問いに取り組むための準備として，次の３つの点を指摘

しておくことはできる。

　第一に，それがいかに困難であろうと，人類全体の生き残りという視点

に即してグローバル関係という領域を設定するという処方箋以外に，学問

としての国際関係研究のアポリアを解消することは学問や理論の本来的な

性質上不可能であるという論理的帰結は，本稿の行論が大筋において正し

いとすれば動かないということである。「国際関係」という名目のもと「グ

ローバル関係」を実際に研究しているという実態に対して，実態を学問に

合わせるのでなく，実態に合わせた学問の再構築をし直さなければ，国家

間関係をも適切に見ることができなくなっていく可能性もあるばかりでは

なく，国際関係研究者は学問のあり方に関する議論の一種の不毛な繰り返

しとしての慢性疾患から脱却できないのではないかということである。

　第二に，筆者は国際関係研究という名称をグローバル関係という名称に

衣替えすればそれですむとも，グローバル関係研究という学問分野がここ
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数年で一気に立ち上がるとは考えていない。さらにいえば，本稿のような

学問論的な議論が先導することで学問が変革されるとも考えていない。こ

こでは科学史ないし科学哲学的な議論に深入りはしないが，おそらく当該

分野の変化はある時点まではゆっくりとした形で進行し，それが臨界点に

達したときに決定的な変化が起きるのではないであろうか。その変化はま

ず国際関係研究の初期設定では処理できないような視点・目的や領域設定

を確信犯的ないし不可避的に導入した研究の出現によって進行し，その蓄

積が変化を産むと考えられる。いわばこれまでのアポリアの発見と指摘は，

そうした蓄積の過程でもあったとみなすことができる。この点に限って言

えば，二つの多元主義が描写しているような現状に積極的な意義をある程

度認めることはできる。

　第三に，big and important thingsの優越性と small and important thingsに

対する支配力に関しては，その支配力を認め，その支配力に対する観察や

分析の死活的重要性を認めつつも，人間の原的な自由の可能性に学問的な

基礎を改めて置き直すような思考を確立することが必要となろう。

　その助けとなりうる一例として，比較社会学の視点からみた真木悠介

（見田宗介）の重層的非決定性に関する議論がある。真木は，遺伝子（真木

は「生成子」と訳す）レベルから種レベル，個体レベルまでの，人間とい

う主体の活動を制約している諸要因を精査したうえで，個体は生成子の共

生系であり，本来派生的に生まれ進化してきたのであるが，派生的な自立

態として最初はエージェント的，つづいてテレオノミー的に進化の過程で

主体化していくが，さらに異なる他者を迎え入れ，他者のテレオノミーの

回路へ自己を開くこともできると論じた（真木 １９９３）。

　真木によれば，個体は�生成子としての自己生成，�個体の自己目的化，

�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）。

　真木はこの議論を個体レベルにとどめ，個体が属する社会レベルの議論
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は現時点では包括的には展開していないが，この分析を文明諸社会，近代

社会，現代社会へと応用していく道筋についての基礎的な展望を示してい

る（真木 １９９３：１５９－１６４，芝崎：２００２）。こうした議論の枠組で考えれば，

big and important thingsは，真木のいう重層的な非決定性の構造のなかの

一要素にすぎないのではないであろうか。

　国際関係研究の初期設定は，big and important thingsが突出して世界の

すべてを決定し，決定し続けるかに見えるほど人々にとって「恐怖」を与

えたものであるが故に，後述する戸田正直の概念を借りれば「今ここ」効

果も手伝ってなされたものであるともみなしうる（戸田 ２００７，芝崎 ２０１５：

第８章）。この「今ここ効果」を引き戻して，認知を切り替えていくならば，

big and important vs. small and importantという問題設定の呪縛から解放さ

れる視点を確立できる可能性がある。主体としての個の重層的非決定性を

基礎に置いた超長期的な，人類史的な視座から見た，近現代という一時期

に突出して決定性を持つかに見えた位相として国際関係の規定性を捉え直

すということである。ブースは重層性を認め，重層的な決定性を一方向的

に認めていたが，重層性を認めつつ一意的な決定性を認めないという議論

の筋道は不可能でないと思われるのである。

　このように，現時点ではグローバル関係とは何であり，グローバル関係

研究とは学問として，理論としてどのようなものであるかを完全な形で素

描することはできない。まず，国際関係研究の将来をこうした方向性で考

えることの妥当性それ自体の検討が必要であるし，またこれまでの国際関

係研究がこのプライオリティの問題をどのようにとらえ，処理してきたか，

そしてそれはなぜかをまず考察しなければならないし，そもそも国際関係

研究者は「理論」「科学」「学問」という言葉をどのように理解し，認識し，

使用してきたのかを改めて精査し直す必要性も出てこよう。

　加えて，「国際関係を考える」ときの人々の頭の動きのなかで「国際関

係」という関係が世界全体の関係の中でどのようなものとして認識されて

いたか，そしてそれがどのように変容してきているのかをとらえていく作

業が必要であり，それなしに一足飛びに国際関係研究を超克したり，グロ

ーバル関係研究を一夜のうちに構築したりことは不可能であろう。

　また，ここまでの考察は IRを主な対象としており，IRとも交流し影響を

受けながら独自の発展を遂げてきた日本の国際関係研究のあり方は，本稿
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の議論に回収し尽くせるものではない。日本の国際関係研究における学問

観，理論観，科学観は，マルクス主義はもちろんであるが，�山政道を嚆

矢として，近代科学という意味では新カント派の科学観，理論観とも深い

関係を持っており，こうした歴史的な掘り下げもまた課題となる（�山 

１９２８，石田 ２０１３）。

おわりに

　日本の認知科学のパイオニアで，アージ理論で知られる戸田正直はかつ

て，「心理学の将来」と題する講演で，現代の世界の課題として，�技術進

歩の加速に伴う過剰エネルギーの処理の必要性，�そのエネルギーの使用

の仕方を整理して少しでも多く拡大生産過程に投入するはずの国家をはじ

めとする社会組織が，そもそも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に作られてきたものであるがゆえに機能不

全に陥り，老化してきている。そして「人類の最大目標」として「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」をめざさなければならないと論じた（Toda 1969，戸田 １９７１）。

　そのうえで戸田は，心理学という人間の心に関する学問を核とした，人

間と社会を相対的にとらえる「統一人間・社会科学」の確立を訴えた。そ

れは一般理論ではなく，当初は部分的理論群を組み合わせたグロテスクな

模型であり，全体としての理論的統一はないが，予測は可能なものである

と戸田はいう。

　本稿が speculateする，国際関係研究からグローバル関係研究へという議

論は，戸田のこうした speculationに影響を受けて提示されたものでもある。

戸田はこうした統一人間・社会科学を成立させるには「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」と述べているが，現

在の国際関係研究もまた，理論の多元主義と領域の多元主義がグローバル

に（non-Westernも含めて）展開されつつあるという意味では，かつて戸

田も批判した「一般理論」の横行から距離を置き始め，さまざまな視点か

らダイナミックな記述を蓄積し始めている証左であるということもできそ

うである。

　しかし，理論的アポリアの由来に対する考察抜きでは，これら記述は次

１６５国際関係研究の将来（２０１５－Ⅰ）



のステップには活かされないし，次のステップへの展望抜きでもまた，同

様である。本稿が果たそうとする役割は，新たな，完成された鋳型として

のグローバル関係研究へ国際関係研究を単純に否定して溶かし込むという

ことにあるのではなく，現在の国際関係研究のアポリアを燻りだし，もし

国際関係研究が現在まで抱えてきたアポリアを解消して新たな固有のディ

シプリンとして存続していくのであれば，次にどのような鋳型を受け皿と

して構想せざるを得ないのかを筆者なりに剔抉した結果を提示し，その妥

当性について国際関係研究者に広く問いかけることにある。

＊　本稿に先行する考察として，（Shibasaki 2014a）。同論文は日本政治学会
２０１１年度研究大会国際交流委員会企画日欧交流セッション（２０１１年１０月９
日）での報告であり，本稿はその内容をさらに前進させたものである。ま
た，日本政治学会年報編集委員会２０１５－Ｉ号「政治理論と実証研究の対話」
第２回研究会（２０１４年７月２６日）において本論文の骨子を報告する機会を
得た。双方の報告に参加しコメントを賜った皆様に御礼を申し上げたい。
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市川惇信（２０１４）『進化論的世界観』東京図書出版。
石田雄『増補新装版　日本の社会科学』東京大学出版会。
キング，コヘイン，ヴァーバ，真渕勝監訳（２００４）『社会科学のリサーチ・
デザイン定性的研究における科学的推論』勁草書房。
芝崎厚士（２００２）「自我・国家・国際関係　文化としての国際関係認識研究
序説」『国際社会科学』第５２輯。
芝崎厚士（２０１１）「ケネス・Ｎ・ウォルツ『国際政治の理論』」土佐弘之編
『グローバル政治理論』人文書院。
芝崎厚士（２０１５）『国際関係の思想史　グローバル関係研究のために』岩波
書店。
�山巌（２０１０）「ウエストファリア考」『国際政治』第１６０号，４８－６３頁。
竹内啓（２００１）『科学技術・地球システム・人間』岩波書店。
戸田正直（１９９２/２００７）『感情：人間を動かしている適応プログラム』東京大
学出版会。
戸田正直（１９７１）「心理学の将来」日本児童研究所編『児童心理学の進歩』
金子書房，３３５－３５６頁。
平野健一郎（２０００）『国際文化論』東京大学出版会。
ヘンリー・ブレイディ，デヴィッド・コリアー，泉川泰博，宮下明聡訳（２０１４）
『社会科学の方法論争　多様な分析道具と共通の基準』勁草書房。
真木悠介（１９９３）『自我の起原　愛とエゴイズムの比較社会学』岩波書店。
吉川弘之（１９９３）『テクノグローブ』工業調査会。
吉川弘之（１９９６）『テクノロジーのゆくえ』岩波書店。
吉川弘之（１９９８）「現代の工学が直面する課題」高橋裕・加藤三郎編『岩波

１６８



講座地球環境１現代科学技術と地球環境学』岩波書店，４５－６９頁。
吉川弘之（２００１）『テクノロジーと教育のゆくえ』岩波書店。
吉川弘之（２００２）『科学者の新しい役割』岩波書店。
�山政道（１９２８）『国際政治と国際行政』厳松堂書店。

１６９国際関係研究の将来（２０１５－Ⅰ）


