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Summary

The goal of this treatise is to construct an effective and productive framework for the scholars who try 

to explore and analyze a history of the study of International relations in modern Japan (JSOIR). The 

framework proposed here is called as “International Cultural Relations between Disciplines”. This 

framework puts a heavy focus on the element of an influence from the study of international relations 

abroad, especially from those done in English language, of which the most influencers have been so called 

American IR (IR as American Social Science, as coined by Stanley Hoffmann) and/or British IR (the 

English School), because JSOIR has been deeply influenced by those works and scholars in its making and 

development especially after the defeat of the Asia-Pacific War.

The purposes of this treatise are threefold. First, this paper points out that though it is so delightful for 

several good books on JSOIR to be published in recent years, unfortunately most of them almost fail to see 

the most crucial element about its history; intercourse between disciplines, or overlook the necessity to 

build an firm theoretical foundation that is adequate for the analysis on the intercourse. They certainly 

pointed out the importance of the ‘import from’ or ‘dialogue with’ US or rather English written IR, but 

almost all of them did not step into further exploration for what the very act of ‘import’ or ‘dialogue’ really 

means. We need to take one step further to the intellectual process of importing and interpreting by those 

Japanese scholars. In order to understand and depict the more accurate and detailed history of the study of 

international relations in modern Japan, this paper tries to pose a new and comprehensive approach, which 

can depict such processes more concretely and dynamically.

Second, this paper tries to educe the general characteristics on the history of modern Japanese IR, 

underlying crucial importance on its relations with English written IR. Researchers have to be keenly 

aware of the danger of separating the discipline of IR according to the borderline of nation-states, as well 

as the borderline of languages, without making a reservation for a danger of oversimplification towards the 

phenomena. To analyze the history of ‘Japanese’ IR with mere acceptance of the preoccupation that 

Japanese IR can be completely and exclusively discerned from IR in the other countries and it is written, 

spoken, taught only in Japanese language and so-called ‘Japanese’ scholars definitely invites the danger of 

misleading essentialism. Here, we adopt the model of the dialogue between disciplines only as a theoretical 

framework and we should not mix up ontology and methodology.

Third, this treatise challenges to build a tentative framework for the academic exploration of the history 

of Japanese international relations. It combines the two previous unique approaches: theory of international 
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cultural relations by Kenichiro Hirano and the theory of translation or translational culture by Akira 

Yanabu. Both put a great emphasis of the importance of regarding the interaction between cultures as an 

“encounter with the unknown”, and they offer ample clues to the analysis for the relations between 

disciplines, from the perspective of the structure of acculturation and the process of translation. This paper 

especially sees the crucial importance of using both Japanese and English language at the same time and 

usage of translated words in Japanese, which could disseminate among the researchers in JSOIR with some 

different accentuation and nuance that might have been a source of the uniqueness of JSOIR.

Lastly, this paper offers wide range of adaptability of this framework by introducing the possible fields 

of further research about JSOIR. This paper also touches a possibility of applying this framework not only 

for JSOIR but other non-English languages users in the study of International Relations. It suggests that the 

very act of going back and forth between English language, the implicit ‘official’ language of IR, and the 

other language has become very common for most of the recent IR scholars because of the global 

dissemination of the discipline. And this phenomenon would be the source for making IR more global or 

enriched discipline, by exercising academic activity between different languages.

Zusammenfassung

Das Ziel der vorliegenden Abhandlung ist es, einen effektiven und produktiven theoretischen Rahmen 

für diejenigen Forscher anzubieten, die zur Geschichte der Erforschung der internationalen Beziehungen 

(IB) in Japan (GEIBJ) arbeiten. Der hier vorgeschlagene Forschungsrahmen wird „internationale kulturelle 

Beziehungen zwischen die Disziplinen“ genannt. Der Schwerpunkt liegt vor allem auf der Betonung des 

bedeutenden Einflusses der überseeischen IB, insbesondere der englischsprachigen Forschung aus den 

USA oder Grossbritannien, da die Auswirkungen der angelsächsischen Forschung auf die EIBJ besonders 

nach dem Zweiten Weltkrieg von grosser Bedeutung waren.

Die Abhandlung verfolgt ein dreifaches Anliegen. Erstens weist dieser Aufsatz darauf hin, dass, obwohl 

es zu begrüssen ist, dass in den letzten Jahren einige Studien über die GEIBJ erschienen sind, 

unglücklicherweise die meisten Studien das entscheidendste Element des GEIBJ übersehen, nämlich den 

interdisziplinären Austausch. Oder sie vernachlässigen die Notwendigkeit einer festen theoretischen Basis, 

die geeignet ist, die Analyse dieser Kontakte vorzunehmen. Selbstverständlich erwähnen viele 

Forschungsarbeiten die Bedeutung des „Transfers von“ oder den „Dialog mit“ der englischsprachigen IR, 

aber nur wenige Studien gehen auf die konkreten Prozesse der Übernahme und der Interpretation dieser 

Forschungsansätze durch die Forscher der GEIBJ ein. Um die GEIBJ besser zu verstehen und präziser 

sowie detaillierter darzustellen, versucht dieser Beitrag, einen neuen und umfassenden Ansatz zu 

entwickeln, der die Dynamik solcher Prozesse im Detail darstellen und analysieren kann.

Zweitens versucht diese Arbeit, die allgemeinen Charakteristika der GEIBJ zu analysieren, und setzt 

dabei einen entscheidenden Schwerpunkt auf die Bezüge zu den englischsprachigen IB. Die Forscher 

müssen sich der Probleme bewusst sein, welche die Separierung der IB nach nationalen oder sprachlichen 

Ordnungskriterien beinhaltet, da hierdurch die Gefahr besteht, dass Phänomene zu stark vereinfacht 

werden. Eine Analyse, welche sich ausschliesslich auf die japanischen IB bezieht, und nur von japanischer 
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はじめに

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）

本論の目的は、日本の国際関係研究の歴史を研究し今後の方向性を考察するために有効な枠組に
ついて、先行研究への応答に基づいて仮説を提起することにある。その仮説は、「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」というものである1。

日本の国際関係研究の起源、形成過程、現状把握、今後の展望については、折に触れて多くの文

Forschung und Lehre spricht, begeht den Fehler eines irreführenden Essentialismus. In der vorliegenden 

Arbeit zeigen wir das Modell des Dialogs zwischen Disziplinen nur als theoretisches Rahmenwerk auf, 

und wir sollten dabei die Ontologie nicht mit Methodologie verwechseln.

Drittens hat diese Abhandlung zum Ziel, ein erstes (vorläufiges) theoretisches Rahmenwerk für eine 

wissenschaftliche Untersuchung der GEIBJ aufzubauen. Das theoretische Rahmenwerk besteht aus der 

Kombination zweier Herangehensweisen: der Theorie der internationalen kulturellen Beziehungen von 

Kenichiro Hirano, und der Theorie der Übersetzungen oder Übersetzungskulturen von Akira Yanabu. 

Beide Theorien betonen die Wichtigkeit der Interaktion zwischen den Kulturen, welche sie als „die 

Begegnung mit dem Unbekannten“ betrachten, und sie bieten reichlich Bezugspunkte für die Analyse der 

Beziehungen zwischen Disziplinen an, darunter die Aspekte der Struktur von Akkulturation und von 

Übersetzungsprozessen. Dieser Beitrag betont die zentrale Bedeutung des wechselseitigen Gebrauchs der 

japanischen und deutschen Sprache sowie des Gebrauchs übersetzter Begriffe durch japanische Forscher 

der IB. Beide Gepflogenheiten tragen zum einzigartigen Charakter der japanischen IB bei.

Schliesslich schlägt diese Arbeit vor, die breiten Möglichkeiten des hier dargelegten theoretischen 

Rahmenwerks zu nutzen, um weitere Forschungen in diesem Arbeitsgebiet einzuleiten. Dieser Beitrag 

zeigt dabei die Möglichkeit auf, das theoretische Rahmenwerk auch auf andere, nicht-englischsprachige IB 

zu übertragen, und nicht nur auf die japanischen IB. In dieser Arbeit wird argumentiert, dass der 

wechselseitige Gebrauch des Englischen, der hauptsächlichen Sprache der IB, und anderer Sprachen ein 

gemeinsames weltweites Phänomen geworden ist. Hierdurch werden die IB zu einer globaleren und 

wechselseitig bereichernden Disziplin.
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献が発表されてきた。また、戦前、戦後における国際関係研究の形成過程において国際政治につい
て論じた研究者に注目する文献も、ここ10年ほどの間に増えてきた2。この点では日本の国際関係
研究もまた、英語圏ほど大規模かつ組織的ではないにせよ「自己省察を頻繁に繰り返す」という国
際関係研究一般が持つ特質を例外ではない形で維持しているといえよう。さらにここ1年ほどのあ
いだに、より組織的かつ包括的に「日本の国際関係研究とは何であったか」という問いに取り組も
うとしている共同研究が相次いで世に問われたのは新しい傾向である3。これらの研究は、以前の
比較的単発的・散発的な自己省察とは異なり、一部は重複する異なる研究者集団がある程度共通し
た問題意識に従って体系的に日本の国際関係研究を跡づけようとしているという共通点を持つ。以
下、特に重要と思われる3つの研究を考察の出発点として取り上げる。

まず、『日本の国際関係論　理論の輸入と独創の間』である。同書は丸山眞男の執拗低音論を参
照しつつ、副題が示す通り日本の国際関係研究がいかに「海外の理論」すなわち主に英語圏の国際
関係研究（IR）4の議論を輸入してきたか、そして輸入する際にどのような独創性を発揮し得たかを、
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、といった主題に沿って明らかにしようとしている。
輸入という契機に着目している点、特定の「輸入品」ないしはその輸入品の「製造者」と特定の「輸
入者」との関係、特定の「輸入品」「製造者」と集合的な「輸入者」との関係、そして集合的な「輸
入品」「製造者」と集合的な「輸入者」との関係という3つの類型を扱っている点、対象をいわゆる

「国際政治学」に属する狭義の国際関係研究者に限定している点が主な特徴である。
つぎに『国際関係論の生成と展開　日本の先達との対話』である。同書は「国際政治学」「国際

関係論」「新しい挑戦」の三部構成で、第1部、第2部では坂本義和、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、宮里政玄が、第2部・第3部では地域研究、アフリカ
研究、中東イスラーム研究、中央アジア研究、さらに西田幾多郎、ジェンダー研究が扱われている。
同書の特徴は、対象を狭い意味での国際政治学に限定していない点、「米国の政治的・文化的イデ
オロギー」という表現を用い、学問の輸入・導入だけでなく政治・文化・社会的影響といったモメ
ントをも幅広く考慮に入れつつ「土着性・内発性・自立性」を強調する点、すなわち『日本の国際

1 本論文は、日本国際政治学会2017年度研究大会（於神戸国際会議場）部会9「『国際政治学』は終わった」のか？
（2017年10月28日）における同名の報告の際に提出した論文を元にしている。当日の部会に参加された全ての
関係者、参加者の皆様に心から感謝申し上げたい。

2 酒井哲哉『近代日本の国際秩序論』岩波書店、2007年をはじめ、酒井哲哉編『講座日本の外交第3巻　外交思想』
岩波書店、2013年、春名展生『人口・資源・領土　近代日本の外交思想と国際政治学』千倉書房、2015年など。
ほかに、五百旗頭真、中西寛編『高坂正堯と戦後日本』中央公論新社、2016年、高橋良輔「書評論文　国際政
治思想研究の所作と射程─永井政治学のフィネスとエートス」『国際政治』第184号（2016年）、前田幸男「書
評論文　坂本義和─人々の「いのち」に向き合い続けた国際政治学者」『国際政治』第187号（2017年）、五野
井郁夫「書評論文　政治的リアリストとしての丸山眞男」『国際政治』第187号（2017年）など。

3 大矢根聡編『日本の国際関係論　理論の輸入と独創の間』勁草書房、2016年、初瀬龍平、戸田真紀子、松田哲、
市川ひろみ編『国際関係論の生成と展開　日本の先達たちとの対話』ナカニシヤ出版、2017年、葛谷彩、小川
浩之、西村邦行編『歴史のなかの国際秩序観　「アメリカの社会科学」を超えて』晃洋書房、2017年。

4 本稿では、IR （International Relations）を「アメリカの」ではなく「アメリカ、イギリスを中心とした英語によ
4 4 4 4

って読み書きされ語られる
4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4

国際関係に関する研究」という意味で用いる。その理由は行論において明らかにな
るであろう。
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関係論』が輸入・導入の局面に重点を据えるのに対して、アメリカの影響を学問的営為の外側のよ
り幅広い文脈のなかでとらえ、特定ないし集合的な研究者そのものにおける学問の内在的な発展過
程を重視した研究である点である。

最後に、『歴史のなかの国際秩序観　「アメリカの社会科学」を超えて』である。同書はスタンリ
ー・ホフマンの著名な論文を出発点として「「アメリカの社会科学」に対する応戦」「「パックス・
アメリカーナ」に対する応戦」「「アメリカの社会科学」以前の国際関係論」の三部構成をとってい
る。第1部では「アメリカの国際政治学」に対してどのような「輸入と独創」が存在してきたかを、
イギリス、ドイツ、ヨーロッパを例に検討し、第2部では学問ではなく政治的現実として「アメリ
カの政治学」と表裏一体となってきた「パックス・アメリカーナ」へのイギリス、フランス、西ド
イツ、韓国の対応を考察し、第3部では戦間期および戦後のアメリカ、戦前期の日本、戦後の日本
とイギリスにおける「アメリカの社会科学」が席巻する以前・以外の領域での「古典的国際政治論」
の有効性が跡づけられている。本書の特徴は、輸入品対輸入者という構図は主に日本以外の事例で
扱っており、『日本の国際関係論』が直接的に「輸入元」として特定し、『国際関係論の生成と展開』
がより幅広に「政治的・文化的イデオロギー」という形でとらえたアメリカの影響のうち「アメリ
カの社会科学」と「パックス・アメリカーナ」の二面に特に着目し、双方を踏まえた「歴史的アプ
ローチ」によって検討を試みている点にある。

これら3つの著作は、国際関係研究の研究
4 4 4 4 4

を本格的に前進させるための素地を広く提供しており、
国際関係研究、とりわけ日本の国際関係研究とは何だったのかという問いへの取り組みを大きく進
展させる契機をもたらした。そして、これらの研究によって改めて浮き彫りになったのは、日本の
国際関係研究の特質ないし本質を明らかにするためには「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」との関係を、考察の核に据えるべきであるということである。
このことはいうまでもなく、『歴史のなかの国際秩序観』やこれ以前の非欧米の国際関係研究に関
する一連の著作が示すように、日本以外の国においてもほぼ同様にあてはまる。

日本における国際関係をめぐる思想の系譜を発掘することを出発点に5、国際関係研究自体を国
際文化論的・国際関係思想的な視点から研究対象とし、英語圏国際関係研究の理論的アポリアと将
来の可能性について論じたり6、共同研究によって英語圏国際関係研究の理論的アポリアを支えて
きたウェストファリア史観の構造を解明しようとしたり7してきた筆者にとって、これらの著作の
刊行は大きな励みと刺激となった。その一方で、国際関係研究を研究する必要性をかねてから訴え
てきた8研究者として、その知的成果へ応答することで研究の戦線をさらに前進させるために何が
必要かを論じる責務を感じている。こうした問題意識から本稿は、先行研究を一方的に非難、否定

5 芝崎厚士「田中耕太郎の国際文化論　「文化帝国主義批判」の思想と行動」『国際関係論研究』第13号（2000年）
（のち『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、2015年所収）、『近代日本の国際関係認
識　朝永三十郎と「カントの平和論」』創文社、2009年。

6 芝崎厚士「国際関係研究の将来　国際関係の研究からグローバル関係の研究へ」日本政治学会編『年報政治学
2015-I　政治理論と実証研究の対話』木鐸社、2015年。

7 山下範久、安高啓朗、芝崎厚士編『ウェストファリア史観の脱構築　歴史記述としての国際関係論』ナカニシ
ヤ出版、2016年。

8 芝崎厚士「You ain’t goin’ nowhere国際関係論は「動かない」か」『創文』第453号（2000年9月）、のち前掲『国
際関係の思想史』所収。
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するのではなく、これらの到達点を受けてさらに何をなすべきかを積極的に論じることを目的とす
る。

これらの研究は概して「過去における事実」として何がどう読まれ、考えられ、書かれ、論じら
れたかという点を解明したことに関して大きな学術的意義を持つ。と同時に、その記述はその先に
ある重要な課題を浮き彫りにしたように思われる。そして、その課題は、少なくとも日本の国際関
係研究を研究対象として研究する際に最も重要な問いのひとつである。その課題は端的に言えば、
今回解明されたhowを引き受けた、その「howを可能にしているwhyの解明」と、「そのwhyを成り
立たせているhowの解明」という二重構造をなしている。すなわち＜第一層のhow—第一層を成り
立たせているwhy—そのwhyを生み出しているhow＞という図式で表現できる課題である。

この課題を分析する際に対象となるのは、これらの研究がほぼ共通して使用しているにもかかわ
らず、ある種の思考停止に陥っているためその内実に立ち入って考察していない言葉の数々である。
それをさらに踏み込んで考察していくことが課題となるということである。具体的には、「輸入」「導
入」「独創」「応戦」「向き合う」「超える」「土着性」「内発性」「自立性」といった一連の言葉が対
象となる。これらは自己省察的考察の際に必ずといってよいほど使われるが、それが具体的に「何
をどうすること」を意味するのか、そもそも知の営みとしてどういうことなのかを掘り下げなけれ
ばならないということである。

おそらく国際関係研究者であればあるほど、欧米の国際関係の理論の「受容」（これも頻用される、
立川談志流に言えば「分解」の必要なことばである）に対してこれらの用語を使用することに疑念
は感じないかもしれない。海外のジャーナルや単行本を読んでは研究動向を消化、輸入し、それを
もとに自己の学的オリジナリティを編み出していくという営為は国際関係研究の専門家の日常にお
いて恒常的に起きている現象である。しかし、ひとたび「輸入」「導入」「受容」と表現しているこ
とそれ自体が一体何なのか、あるいは「独創」「土着性」「内発性」「自立性」「応戦」「向き合う」「超
える」といったことが一体なんなのかと問われたときに、単純に専門分野の文献を「読んだ」「考
えた」「書いた」と答えるだけで説明し尽くしたことになるであろうか。人間は自分の身に起きて
いることほど説明することが難しいものであるが、ディシプリンの所属者がディシプリンの歴史を
研究する際には、その困難な構造の中でその構造と、その構造の中でどのような知の働きが起きて
いるのかを研究者集団の外側に擬似的にであれ出た視点から、より一般的な文脈のなかで開披する
必要があるのである。

例えば「日本の国際政治学者Jは、アメリカの国際政治学者AのX理論を輸入し、それを内発的に
捉え返し、独創的なY理論を提示した」と説明すればことは済んだように思われるが、実はそうで
はない。それで済むのは研究史、すなわちあるディシプリン内部においてゲームのルールを共有し
ている人々の間で了解される説明にすぎない。これらの鍵概念とその学問分野内で自明とされる専
門用語や、その専門用語間の（ここでは輸出入に関する）関係を表現する言葉を組み合わせて表現
される文章は、一見専門家にとってはそれ以上説明する必要のないものであるかもしれないし、国
際関係の教育を受け研究を志すものはむしろそれを説明されずとも内面化して了解できるようにな
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ること
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を目標におくことになる。しかし、その過程で人間の内面においてどのような知の働き、頭
の動きが起きているかを説明することが、学問という知的営為を研究対象として突き放して研究す
ることの第一歩になるのではないであろうか。
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また、そもそも、現在の同時代的な専門家間で共有されている学史的状況理解や専門用語理解は、
おそらくそれぞれの時代状況下でのリアルタイムのそれとは異なることが多い。その点から見れば、
後から見てそう説明できるとしても当時におけるアクチュアルな認識がそうであるとは限らない、
ということも含めて考えなければならない。この点も含めて、「もう一歩先」の説明をすることな
しには、研究史を脱却できないのである。そして、これまでの既存の研究は、この壁を破ることが
それほど自覚的にはできていないように思われるのである。

そのもう一歩先とは、日本の国際関係研究がIRに大きな影響を受けてきたという時に、なぜそう
なのか、どのようにしてそれが起きたのかをできる限り個々の人間の知の形成の現場に下りたって
考えるということである。これらの言葉によって表現されてきた学問的営為とは一体何なのか、そ
してそこでは何が起きたのか、ということである。この問いは、内外の知の世界で言葉によって競
覇する研究者にとってはあまりに自明かもしれないが、実はそこに大きな見落としがあると筆者は
考えている。これまた端的に表現すれば、既存の学問体系の中で定着した言葉のみによって既存の
学問記述の形成過程を説明することは、単なる研究史の域を出ないということである。人間が知を
紡ぎ出す際の原的な営みのレベルにまで記述の範囲を押し広げなければ、本質的な意味での学問史
ないしメタ学問史たりえないし、そこで得られる知見が既存の学問を変革していかないということ
である。

より突き詰めて表現すれば、この問いは、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ということである。こうした知の構築の生々しい

4 4 4 4

現場
4 4

にまで降りたって考えない限り、そこで実際に起きたことは何かは説明できないし、また学知
というものがどのように立ち現れたかを有効に理解することはできないと考えるのである。筆者は
これを「ディシプリンの国際文化交渉」という問題設定を立てることによって引き受けようとする
ものであり、本稿はそのための基本的な枠組を提示する導入的な論考として書かれている。

以下、第1節では、「ディシプリンの国際文化交渉」における対象と方法の一般的な考察を行う。
つづく第2節では、「ディシプリンの国際文化交渉」の基本的な分析の視座を構築する。第3節では、
研究の手掛かりについて、ある程度具体例を交えて作業の方向性を示す。そして「おわりに」で議
論を総括する。

第1節　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

こうした「研究の研究」の根本にある問題意識は、いうまでもなく今後の当該研究分野を今後ど
のようにしていくべきかという問いに対する現代および将来に対する示唆を得ることにある。その
ためには、過去において当該研究分野とはいったい何であったのかを解明する必要がある。そして
研究対象である日本の国際関係研究の特質を解明する場合に欠かせない焦点となるのは、「日本の
国際関係研究」と「英語圏の国際関係研究」の「関係史」である。これをディシプリン間の国際

4 4

関
係史ととらえ、日本の国際関係研究の特質を、それがいかに英語圏の国際関係研究に影響を受けて
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きたかという点に特に着目して考察する際に一般的に前提として考えなければならないことは何で
あろうか。

第一にそれは、ある学問分野とある学問分野を別個の単位として考えるという前提に立つことを
意味する。もちろん、あらゆる境界線がそうであるように、実際には必ずしもこのように明確な分
別はできない9。ある個人や集団が複数の学問分野の内部にさまざまな程度の差を伴って属するこ
とはいつの時代においてもあり得る。しかしディシプリン間関係史は、2つ以上のディシプリンを
区別できる2つ以上の単位として措定せざるを得ない。したがって「日本の国際関係研究」と「英
語圏の国際関係研究」を区別可能な独立した別個の集団としてあえて捉えることが前提となる。

当然ながら「日本の」という形容詞自体が孕む数多くの問題群があり、それを本質主義批判やポ
ストコロニアリズム的に批判することもきわめて重要であり、それはIRにおいて近年とりあげられ
ることの多いnon-Western/Westernの区別に対しても同様であろう。しかし、既存の先行研究は基本
的に「一国家＝一国際関係研究」という国民国家の国境線を基準とした研究者集団の分別を意識的
ないし無意識的に前提として論じてきたことも確かである。世界全体においても、一方で英語圏国
際関係研究に所属し接続されつつも、ある国の国際関係研究という単位の集団に属しその集団の固
有性や独自性を考察しようとすることはそれほど例外的ではない。もちろん、それが望ましいかど
うかは別の問題である。

あらゆる境界設定はこうした難点を孕む。従って、この問題設定からふるい落とされる事象が存
在することを踏まえ、この問題設定自身の意義と限界を測定するという意味合いを含めて、ディシ
プリン間関係史においては、ある特定の時期や範囲における研究対象の本質を明らかにする上で、
この前提を分析上有意かつ必要である限りにおいて存在論的にではなく方法論的に置いているとい
うことを認識しなければならない。

第二にそれぞれのディシプリンは、基本的に異なる言語を使用しているということである。具体
的には、日本の国際関係研究の第一次的な研究・教育用の言語は日本語であり、英語圏のそれは英
語であるという基本理解である。もっと強い仮定を置くとしたら「日本の国際関係研究の研究者と
は、日本語を母語としつつ英語も操ることができる国際関係の研究者である」という措定になり、
これはおそらくある時代までの日本の国際関係研究を論じる論者たちの暗黙の前提になっていたこ
とは否めない。

そして第一の区別における境界問題が孕む難問は、この第二の区別にもあてはまる。強い仮定は
もちろん、第一次的な研究・教育用の言語、すなわち基本的に書き、語り、教えている言葉が日本
語であるという弱い仮定でさえもいうまでもなく現実とは必ずしも一致しない仮定である。第一次
的な研究・教育言語が日本語ではない「日本の」国際関係研究者は数多く存在し、母語のレベルに
おいてはさらに多いであろう。そして、近年の芥川賞選考騒動やノーベル文学賞受賞者の国家単位
でのアイデンティティの所属先や影響をめぐる議論を想起するまでもなく、「日本」「日本語」は誰
のものかという点からこの措定は当然批判されるべきであろう。

その一方で、日本の国際関係研究業界における自己のアイデンティティをめぐる一連の議論は、
この2つの区別の存在を暗黙の前提として展開されてきたし、また過去の国際関係研究者の多くは、

9 石田淳はこの点を的確に指摘している。石田淳「輸入国際関係論の限界」大矢根、前掲書、175ページ。
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この枠組の中でディシプリン間関係を理解してきたことも事実である。「はじめに」でとりあげた3

著も実は、明言こそしていないがこれらの仮定を暗黙の前提にしているように思われるし、またこ
の仮定が持つ問題性についてそれほど強力な留保を提示してはいない。

したがって、以下の議論を進める上で本稿は、この2つの前提とその問題性を理解した上で、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
越えた知の関係としてディシプリン間の関係史をとらえる。そして、日本の場合、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
いる人間ということを方法論的な前提として置く。ただし、これは過去の、少なくともポスト冷戦
期あたりまでの歴史的現実を分析する場合に程度問題として有効でありかつ妥当であるが故の選択
にすぎず、おそらく世紀末から21世紀以降現在に至るディシプリンのグローバル化のプロセスが進
んで以降の事態を的確に描写できるものではない可能性が高い。そのためには別の枠組を措定しな
ければならないことは予期した上で、その「次の枠組」へもダイナミックにトランスフォームしう
るような余地も考慮しながら議論を進めたい。

（2）研究史から学問史ないしメタ学問史へ

学問の歴史を捉える既存の方法としては、第一に研究史的把握、第二に文脈主義（脈絡主義 

contextualism）的把握、第三に言説に基礎をおいた把握（言説アプローチ）をあげることができる。
本稿はそれらとはさらに異なると同時にそれを包摂するようなメタ学問史的把握として「国際文化
交渉史」を考えている。

第一に研究史的把握とは、同じ業界に属し、同じ専門用語を共有している人々の間での学問理解
である。いわゆる「学界展望」「研究動向」の紹介などは明確にそのような目的で書かれている。
研究史的把握はそういう意味で、内部において閉じた空間の中で共有される学問史の理解を生み出
すことになる。すでに論じてきたように、これまでの日本の国際関係研究の研究のかなりの部分は
この研究史的把握から脱却しきれていないように思われる。国際関係研究の歴史的な発展過程や論
争・主義については、内部ですでに理解が共有された専門用語をそのまま用いることによって記述
が行われてきたと言ってよい。この視点に立った文献は、事実の整理という意味でも、研究者内部
での過去の議論の共有という意味でもきわめて有用である10が、国際関係研究を客観的に研究する
上では、さまざまな問題がある。

研究史的把握は、現在知られている学問の姿との差分から過去の学問を記述してしまうという、
後述するガネルやシュミットのいう現前主義（presentism）に陥りやすく、一部の国際関係思想研
究が成功裡に試みているように、当時書かれ、理解されていたことを現在から見ると整合的ではな
い場合であってもそのまま再構築するという歴史研究の基礎的な姿勢自体が保ちがたくなる可能性
がある。しかし、研究史的把握の最大の問題は、既に述べたように、内部の閉じた自明性が担保さ
れている学術上の語彙や論じ方によって記述し表記することは、その学術的構築物の生成過程で実

10 あえて代表的な作品をあげるとすれば、山本吉宣「20世紀の国際政治学─アメリカ─」『社会科学紀要』第50
号（2001年）。ただし他の先行研究と同様、膨大なテキストを丹念に整理している同論文には、Ole Wæver的な
社会学的手法も含めてここで検討するようないくつかのアプローチが混在しており、純粋な研究史的把握のみ
で書かれているわけではない。
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際に起きたことを見えにくくする可能性がある点にある。
研究史的把握による記述は、後付け的に、今の専門家にとって効率的に理解しやすい記述を容易

に生み出せるという利点があるが、得てしてそれらの専門的な言葉をどう使い、組み合わせたかと
いう話に事態を還元してしまうことによって、そうした言葉を操作する際にその言葉がその人にと
って実際にどう受け止められ、どう理解されたものだったのかをよりよく理解する契機を失わせる
傾向がある。「Xは『勢力均衡』をこう理解した」と書くときに、Xとこれを記述する側の「勢力均
衡」観はある種の理解を前提として共有していると考えがちであるが、この言葉がそのXにとって
何であったのか、何をどう考えたのか、というより核にある部分を隠蔽してしまう可能性があると
いうことである。

端的に言えば、「こう理解した」という部分よりもむしろ、「『勢力均衡』を」と書いた瞬間にそ
の言葉をどのように受け止めたのかという部分のXの主観的認識と執筆者の客観的記述との間のズ
レのほうにことの本質があるのではないかということである。これを無視して、「勢力均衡」とい
えばみな同じ文献を読み、同じ専門用語の系譜学を同じように知っているという前提で話を進め、
きわめて自己言及的な構造の中で学問を語ることは、かえって知の現場自体を見えにくくするとい
うことである。

既存の学問史の先行研究においてアプローチとしてよく知られているのは、ガネル11やその影響
を受けたシュミット12などにおける、フーコーの考古学的アプローチを援用した言説内部の関係に
特化した批判的内部言説史（critical internal discursive history）を構築するという言説アプローチで
あり、彼らが批判するところの文脈主義（contextualism）的把握であろう。言説アプローチは、文
脈主義的な外部の要因による説明（冷戦が……、ベトナム戦争が……、イラク戦争が……といった
類い）への依存を極力排除し、またバックミラーから覗くような後付け的現前主義をも排し、国際
関係研究の主要概念がどのように語られ、論じられることで構築されていったかという、具体的な
テクストの分析から言説圏の形成を見ていくことになる。

この方法は、歴史的な大事件や場合によっては文化や風土といった言説の外側にある要因からの
文脈主義的な説明に依存せず、何もかも説明できる要素は何も説明できないという帰結を排してテ
クスト内在的な分析に集中していくという意味で研究史的把握とは一線を画した学問的な方法論と
して確立されたものである。

筆者の見る限り、日本の国際関係研究の研究は、研究史的把握をベースとしつつ、控えめに言っ
てもこの3つのアプローチの折衷ないし混在のように見受けられ、意識的な方法論が確立されてい

11 John G. Gunnell, The Descent of Political Theory: The Genealogy of an American Vocation, University of Chicago Press, 
1993 （中谷義和編訳『アメリカ政治理論の系譜』ミネルヴァ書房、2001年）, Gunnell, The Orders of Discourse: 
Philosophy, Social Science, and Politics, Rowman and Littlefield, 1998, Gunnell, Imagining the American Polity: Political 
Science and the Discourse of Democracy, Penn State University Press, 2004 （中谷義和編訳『アメリカ政治学と政治像』
お茶の水書房、2007年）, Gunnell, Political Theory and Social Science: Cutting Against the Edge, Palgrave McMillan, 
2011. ほかに、Christopher C. Robinson ed., John G. Gunnell: History, Discourses and Disciplines (Routledge Innovators 
in Political Theory), Routledge, 2016.

12 Brian C. Schmidt, The Political Discourse of Anarchy: A Disciplinary History of International Relations. State University 
of New York Press, 1997. Schmidt, “On the History and Historiography of International Relations,” in Walter Carlsnaes, 
Thomas Risse, and Beth A. Simmons （eds.）, Handbook of International Relations, 2nd ed. Sage, 2013, pp. 3-28, Schmidt, 
International Relations and the First Great Debate. Routledge, 2012.
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るとは言い難いのが実情である。この3つのアプローチのうち、研究史的把握からは脱皮しなけれ
ばならないのは論を待たないが、かといって言説主義と文脈主義を効果的に折衷するというだけで
は十分ではない。というのも、日本の国際関係研究の特質は、既に述べたように異なる言語を研究
の第一言語として使用する異なる集団間の国境を越えた交流によって形成されてきたということに
あり、3つのアプローチはこの特性を忠実に反映した枠組とはいえないためである。とはいえ、こ
れらは日本の国際関係研究の特質を解明することをはじめから射程に入れて形成されたわけではな
い以上、この論難はないものねだりの域を出ないともいえよう。

言説アプローチは、この多言語性、言語間の交流について、実はあまり多くを語らない。実際の
ところ、基本的にこのアプローチが得意としているのは、同一言語内、すなわち英語圏の内部の言
説史なのである。国際関係思想とそのグローバルな広がりの研究を思想史の分野から試みるアーミ
テージにも、同じような傾向がある13。また言説アプローチであるが故に、専門用語や専門的概念
そのものに接する際の態度としてどのような知の働きがあったかという点についてもそれほど掘り
下げられてはいない。それらの言葉のネットワーキングには着目しているものの、それらの言葉自
体を使うときに人が何を考えているのかという所には届いていないのである。

以上のように、国境を越えたディシプリン間の関係史を問う場合には、まず、2つの固有の独立
した単位としての異なる学問（という知の単位）が存在し、それらが国境を越えて異なる言語にお
いて交流するという基本的な構図を考えることになる。そしてこの交流を前提として近代以降から
少なくとも前世紀末までの日本の国際関係研究の形成と変容の歴史を見ると、日本の国際関係研究
は日本語で書かれ、複数の異なる学問集団が混在するという状況において、アメリカとイギリスを
中心とした主に英語圏の国際関係研究からさまざまな影響を受けながら知を形成してきたことにな
る。そしてその影響に関する描写は、専門用語を英語から日本語に直に写したというだけではなく、
また文化や風土で外在的に説明し尽くせるようなものではない形で描写されなければならない。特
に、専門用語を駆使した研究や言説を、時代を超えて後追い的に当てはめて記述するという現前主
義に陥りやすい研究史的手法では、そこで本当に起きたことが何かはむしろわからなくなってしまう。

したがって、言語の複数性に根ざした異なる2つの学問集団間の関係史という枠組の中で、過度
の文脈主義に陥ることなく、複数の言説圏の間での相互のやりとりとそれぞれの内部でのやりとり
を抽出していくことが必要になる。次節では（1）において、異なる2つの集団間の関係史に関する
基本枠組を、そして（2）においてその際の2つの異なる言語間の関係史に関する、特に近代日本に
おける日本語と外国語との関係史に関する基本枠組を析出し、両者を統合することで国際文化交渉
の枠組を見定めたい。

第2節　「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

日本の国際関係研究を、英語圏の国際関係研究からどのように影響を受けてきたかという形で歴

13 David Armitage, Foundations of Modern International Thought, Cambridge University Press, 2013（平田雅博、山田園子、
細川道久、岡本慎平訳『思想のグローバル・ヒストリー　ホッブズから独立宣言まで』法政大学出版局、2015年）．
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史的に考察する場合に、その大枠として使いこなし得る枠組として、日本における国際文化論の提
唱者である平野健一郎の「国際文化交渉」論を検討の俎上に載せる。

平野が国際文化論を生み出すきっかけとなったのは、1964年に原著に出会い、1978年に翻訳を
刊行したシュウォルツによる近代中国の知識人厳復が行った翻訳の分析を核に据えた思想史研究で
あることはよく知られている14。平野の議論は2000年に刊行された『国際文化論』に集約的に表現
されている15が、ここでは同書に加えて、2009年に発表された、シュウォルツの著作を翻訳するこ
とによっていかに国際文化論的な着想を得たかを開披している論文を16主に参照していく。同論文
は、国際文化論をどのように形成していったかという点に関する平野の自己申告である。以下では、
完成された国際文化論を分析枠組として機械的に当てはめるというよりも国際文化論の形成プロセ
スから得られる前提をディシプリンの国際文化交渉という枠組に摘要していくという手法をとる。
「国際文化交渉」は、文化人類学の理論である文化触変論を基礎にして展開される枠組である。

平野は「文化交渉」を「文化の接触のダイナミックス」と定義し、「二つの文化が接触する場にお
いて、その出会いのダイナミックスを追究することによって、両者を捉える」という方法を「国際
文化交渉」と名付ける。

シュウォルツの著作から平野が引き出す国際文化交渉の枠組の基本的特質はつぎの4点である。
第一が「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」というシュウォルツの視点である。すなわち文
化と文化の衝突を、「明瞭に認知される物体が、もう一つの動きの少ない物質に衝突していくイメ
ージ」として見るのではなく「未知数と未知数がぶつかる」ととらえるということである。ディシ
プリンの国際文化交渉に当てはめるならば、これは現前主義的把握を排する姿勢にもつながるし、
のちの時代から見てよく知られているもの同士の関係を後知恵的に説明するのではなく、ある学知
と学知が出会う瞬間をありのままにとらえることが基本姿勢であることを意味する。

第二が「出会いの場」への着目である。文化と文化の衝突を、未知数と未知数がぶつかる出会い
の場として理解するということであり、シュウォルツの言葉を借りれば「二つの文化の接触に焦点
を合わせる」方法である。これまでの平野の国際文化論では、この接触へ焦点を合わせる手法が強
調されてきたが、「出会い」という表現はそれほど明確ではなかった。

ディシプリンの国際文化交渉史で言えば、「導入」「輸入」と言った際に何が起きたかを知の現場
に立ち戻って考察するという課題に対応しよう。換言すれば、既知と既知（我々が後付けで知って
いるところの日本と英語圏の国際関係研究同士の出会いではなく、それ自体が未知としてのある国
際関係研究者が未知であるところのある国際関係研究とぶつかる）という視点である。従来の3つ
の研究史は多少の留保をつけつつも、基本的には既知と既知との接触として事象を扱っていること
はいうまでもない。また、文脈主義は出会いの大枠について言及することがあっても出会いの場そ
の者を軽視しがちで、言説アプローチは異なる2つの文化の接触という視点をあまり持っていない

14 Benjamin Schwartz, In Search of Wealth and Power: Yen Fu and the West, Belknap Press of Harvard University Press, 
1964（ベンジャミン・シュウォルツ、平野健一郎訳『中国の近代化と知識人』東京大学出版会、1978年）．

15 平野健一郎『国際文化論』東京大学出版会、2000年。
16 平野健一郎「国際文化交渉論の現在　シュウォルツの厳復論から国際文化論への軌跡」『東アジア文化交渉研究』

第2号（2009年3月）、7－22ページ。
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ということになろう。
第三が、双方の文化・世界の特性に可能な限り没入するということであり、シュウォルツの「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」という指摘
によって表現される。これは方法論的枠組そのものに直接影響を与えないが、重大な指摘である。
後述するが、留学、国際会議への定期的ないし集中的な参加、双方に属する大学・研究期間での研
究・教育経験などによって双方の学問集団を往復しつつ学問形成・展開をしていったような事例の
場合、この点は特に注目するべきであろう。

第四が、文化拘束性を十分に自覚した上で考察するということであり、完全に拘束性を超えられ
ないからこそ、克服しようとする姿勢が重要であるということになる。「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」というシュウォ
ルツの指摘から見いだされた論点である。このことは、「日本の国際関係研究」に属する立場から
ディシプリン間の国際文化交渉を研究するという立ち位置の持つ意味を自覚する際に肝要であろ
う。

以上の4つの規定と共に重要なのはここで使用されている「文化」という用語の規定の仕方である。
平野はシュウォルツの「文化はそれぞれに特殊であると同時に、それぞれに普遍的な人間性の領域
を基底に有する、人間経験の巨大な領域である」という指摘から、それぞれの文化に無尽蔵な可能
性があり、無数の相矛盾する文化要素によって構成されていると解釈し、さらに、文化自体だけで
なく文化要素の一つ一つが多義的であるという点を付け加えた。すなわち「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」という捉え方である。

ここで平野が強調したのは文化の多義性と同時に、文化の重層性であった。すなわち「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」ということになる。さらに平野は、
文化と文化の出会いを考察する上で、主体的選択（力関係の有無や対照性の度合いにかかわらず、
受け手の主体性を重視する）・抵抗（いかなる「出会い」にも必ず受け入れたあとに「抵抗」が生
じその抵抗が文化の変化を生み出す）・敵対的文化触変（相手の文化を取り入れることで自己の文
化を強化し相手の文化に対抗しようとする際の文化の変化）を鍵概念とした、焦点を受け手の側に
置く考察の重要性を、西洋と非西欧の近代以降における歴史的な関係を背景に説くことになる。

この平野の枠組は、既存の研究史的、言説史的、文脈主義的ないし現前主義的把握の盲点を克服
する上での基礎的な土台を提供していると考えられる。すなわち、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である。

平野の枠組自体は総論的・一般的な視座としてはそれほど違和感のないものであろう。おそらく
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問題となるのは、では「出会いの現場で何が起きてきたか」ということであり、何をどう分析すれ
ばそうでありえるのか（そうでありえないのか）ということになる。ディシプリンの国際文化交渉
においてより具体的な出会いの特質は何かと考えると、それは、言葉対言葉の関係であり、シュウ
ォルツが厳復論で見いだしたのもまさにその問題であった。ここまでの記述では「言葉と言葉」の
出会いの場そのものに対する大枠での分析の視点はあったが、よりミクロな生々しい出会いの瞬間
についての考察までは平野は立ち入っていないように思われる。

付言すれば、シュウォルツが厳復と出会ったことで何を生み出されたのか、そしてシュウォルツ
に出会った平野がそこで何を見いだしたのかということ自体が、その後の「文化触変論」の「導入」
過程を含めて、日本における国際文化論の形成過程という、ディシプリンの国際文化交渉史の題材
となる。この点は後日の課題としたい。

（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

異なる文化単位・要素間の交流という観点から日本の国際関係研究の形成史を見ていくという際
に、決定的な焦点になるのは、それが異なる言語間の国際文化交渉であるということになる（もち
ろん、冒頭で述べたようにこの問題設定が排除する多言語性、言語の重層性を軽視して良いと言う
ことではない）。そもそも、平野が国際文化論を構想するきっかけになったのはシュウォルツの厳
復論であり、この厳復論は彼の翻訳論を研究するものであった。この意味で、翻訳という契機をど
のように考察していくかがディシプリンの国際文化交渉の鍵となる17。

平野のいう、ないしはシュウォルツのいう「未知数と未知数のぶつかり合い」「出会いの場」の
重要性と共通する視点である「未知との出会い」という観点から翻訳論を捉え直したのは柳父章で
あった。柳父は一般には、近代日本の翻訳語の多く、特に学術や思想、制度などに関わる観念的な
言葉のほとんどが新たに創られた多くの人々にとってそれだけでは意味のわからない漢語2語で主
に構成される翻訳語であり、翻訳語は、意味がわからないからこそ魅力を持ち、重要であると思わ
れ、濫用されて新たな意味を創り出し、ひいてはそれが近代日本の文化や社会を形成していったと
いう「カセット効果論」に根ざした翻訳文化・翻訳学問論で知られている。

その柳父によれば翻訳はいわば二重の「未知との出会い」を日本にもたらしてきた。すなわち、
翻訳者においては外国語という「未知との出会い」であり、翻訳の消費者である大多数の人間にと
っては新造された「翻訳語」という「未知との出会い」である。「未知との出会い」ということは、
AとBが出会ってCが生まれるという図式では語れないということを意味する。AとBが出会ってC

が生まれた、というのは、典型的な研究史的学問史の説明の仕方であり、これがいかに実際の現場
で起きたことがなんなのかを説明できないというのが柳父の主張である。

柳父はこれまで自己の方法論に関してはまとまった形で披瀝することは少なかったが、最近著で
ある『未知との出会い』で比較的まとまった形で議論を展開している18。

柳父は自己の翻訳論を、「未知との遭遇」という「出会い」への着目として規定する。

17 西村邦行は、翻訳という契機を明示的に検討の俎上に載せようとしている。西村「日本のE.H.カー　現実主義
からの隔たり」大矢根、前掲書、第2章。

18 以下の議論については、Atsushi Shibasaki, “Translation, Culture, and Humanity: Implications of the thought and theory 
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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19。

ある主体的立場から出発し、それが未知のものと出会うことで、その未知を理解すると同時に、
自己をも理解していく。そのあとではじめて「「出会った」後に振り返って全体を見返す視点」で
記述が可能となるが、その記述は、この未知段階で何が起きたかをむしろ捨象することで成り立つ。
この指摘は、平野が自己の出発点としてシュウォルツを経由して展開する「未知と未知の出会い」
論と軌を一にすることは明らかであろう。そして、研究史的把握がまさに「出会った後に振り返っ
て全体を見返すという「いわゆる学問的・科学的方法」に陥っていることも論を待たない。また平
野は受け手の側からの視点を取ることの重要性を指摘しているが、翻訳という行為はまさに受け手
の側の議論である。

柳父はこれに加えて、シンメトリー構造論、ないしはオモテ・ウラ構造観をもう一つの原理とし
てあげる。これは、A＝Bとして整理されてしまう数学的等式的原理には還元されないオモテのや
りとりの部分の背後にある多義的かつ理解困難なウラの部分を理解することが「未知との出会い」
の分析において重要であり、またオモテ・ウラ構造をさまざまな形で持つことが、むしろ人類普遍
的な現象であるという人間観そのものに対する主張でもある。すなわちオモテ・ウラ構造の方に、
出会いの本質があるという立場である。これは、平野の言うところの文化の多義性、多重性の指摘
とコインの裏表をなしている。

こうした視座をもとにして柳父が翻訳という現場において何が起きてきたを描写するのが、彼の
カセット効果論であり、翻訳文化論であり、ことばと人間の関係に関する議論である20。カセット
効果論では、翻訳語が「意味がわからない言葉」として人と出会い、そうであるからこそものとし
て魅力を生み、濫用されることで日本社会や文化を創ってきた点を考察していく。我々は翻訳語を
使いこなしているようで実は翻訳語に動かされ、思考を規定されているということであり、それは
言葉の用法に限らず近代日本語の構造にも及び、さらには文化の形にも影響を与えている。

of Akira Yanabu for advancing the study of global relations”、本誌第21号（2017年9月）、芝崎「書評論文　翻訳・文
化・人間　柳父章と国際関係研究」日本国際政治学会編『国際政治』第191号（2018年3月）、および芝崎「そ
ふと・ぱわあ考」前掲『国際関係の思想史』、第5章参照。

19 柳父章『未知との出会い　翻訳文化論再考』法政大学出版局、2013年、28－29ページ。
20 柳父の著作は17冊存在するが、特に初期の『翻訳語の論理』『文体の論理』『翻訳とは何か』（いずれも法政大

学出版局、出版年はそれぞれ1972年、1976年、1976年）。
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学問の分野では翻訳語が規範概念化して現実を演繹的に裁断する用法を定着させることで、翻訳
学問を構成していったと柳父は指摘する。この点についてはすでに別の機会で論じたが、翻訳語（カ
タカナ語も含む）は近代の学問や思想を表現する際に必要不可欠なものになっているいっぽうで、
もともと日本には対応する言葉が存在しない抽象語を日本語には存在しなかった翻訳語で表現して
いるため、外側からやってきた「完成品」として扱われる。「完成品」としての翻訳語には、次の
ような思考の動きを学者や知識人に強いる。

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21。

こうした翻訳語を使用した学問や思想の記述は、翻訳語という外部から内部を裁断するという思
考の動きをもたらし、「社会」の観点から「世間」「世の中」の前近代性や封建制を批判するといっ
た思考の型を作り出す。それが規範概念による演繹的思考である。

「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22。

また、これとは別の系統に属するが、翻訳語としての漢語にあまりに慣れ親しんでしまうと、翻
訳語以前に存在し別の意味で使われていた同じ言葉を、翻訳語としての意味で、まさに現前主義的
に解釈してしまうということも生じる。柳父はこのことを、丸山眞男が翻訳語としての「自然」と

21 柳父『翻訳語の論理』法政大学出版局、1972年、45－46ページ。この議論については特に、柳父『翻訳学問批
判　日本語の構造、翻訳の責任』日本翻訳家養成センター、1984年。

22 柳父、前掲『翻訳語の論理』、46ページ。
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それ以前から存在していた「自然」を混同して分析を進めてしまったということを論証することで
示してもいる23。

ディシプリンの国際文化交渉史の焦点が、日本語と外国語（主に英語）の間での言葉の行き来で
あることはすでに述べた。平野が言うような国際文化交渉において生の現場で展開されているのは
まさに、こうした言葉と言葉の間の関係なのである。「日本の」国際関係研究者は、いっぽうで日
本語の翻訳語で書かれ、構築された文章を読み、翻訳語で考え、書き、教える。それと同時に、主
に英語で書かれ構築された文章を読み、考え、書き、教えている。分野や素材によって程度や度合
いは異なるが、こうした日本語と英語の行き来の中で、それぞれの言葉にどう出会ったのかを微細
に検討し、平野や柳父の提示した構造の中でどのような思考を紡ぎ、どのように言葉を理解し使っ
ていったのかを解明していくことが、ディシプリンの国際文化交渉史の核心にある分析となるので
はないであろうか。

かくして、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してい
くことが、ディシプリンの国際文化交渉の課題となる。それはいってみれば、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ことを意味する。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というこ
とである。

（3）「イメージの読み書き」としての国際文化交渉史　ダイナミック・スキーマへの漸近

日本における認知科学の第一人者であった戸田正直は、人間はことばによってではなく「イメー
ジの読み書き」によってものを考えているのであって、「ダイナミック・スキーマ」が考えている
のだとまで指摘していた24。戸田によれば、ことばはそれを文法という形で誰ででも読めるように
した「凍ったダイナミック・スキーマ」である25。国際文化交渉が射程とする上記のような言葉の
裏側で生起している事態を記述しようとする試みは、「凍ったダイナミック・スキーマ」間のやり
とりではなく、それをどのように凍らせたか、凍ったダイナミック・スキーマをどのようにうけと
り、どのように解凍し、さらにそれをどのように別のダイナミック・スキーマに凍らせたか、とい
うさまざまな冷凍・解凍の往復それ自体を記述するということになる。

ただし、平野の図式も、柳父の図式も、冒頭で述べた「日本の」「日本語の」という境界線自体

23 柳父章『翻訳文化を考える』法政大学出版局、1978年、15－16ページ。丸山眞男に関してはその他に、柳父「丸
山眞男「自然から作為へ」の「自然」」『翻訳の思想』ちくま学芸文庫、1995年（初出『翻訳の思想』平凡社選書、
1977年）、第6章。このある意味では最も根源的な丸山批判については、柳父、前掲『未知との出会い　翻訳文
化論再説』の巻末の著者インタビューを参照のこと。

24 戸田正直『感情　人を動かしている適応プログラム』東京大学出版会、新版、2007年。
25 この点については芝崎「世界を見通すレンズ磨き」『創文』第535号（2010年）。戸田の議論を国際関係研究の

立場から考察したものとして芝崎「「恐怖」の国際関係論　国際関係研究における人間観」『国際関係の思想史』
第8章。
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のもつ問題性を完全に克服しているとは言い難い。柳父の場合は徹底して日本語と外国語の関係を
構造主義的に解明しようとしており、その構造自体の一般的妥当性についてはむしろ禁欲的に論じ
ようとはしていないし、平野は文化の重層性・多義性を重視することで本質主義批判をある程度回
避し得ているものの、近代における受け手・送り手を固定して分別している。

平野、柳父共々、近代日本と西洋、ないしは非西洋と西洋という近代以降の歴史的な経緯をいか
に分析するかという課題そのものがこうした図式を生み出す理由となっており、それ自体は大きな
成果をあげてきた。しかしその一方で、グローバルに多言語・多文化状況が深まり、厚みと速度を
増していく中で新たに生起しつつある状況をより有効に描写するための新たな図式が必要であるこ
とも否めない。グローバルな文化交渉としてのディシプリン関係史がどのように描写しうるかは、
今後の課題である。

第3節　ディシプリンの国際文化交渉の突破口

以上のことから、単にAという国際政治学者のBという理論をCという日本の国際政治学者が読
み、Dという理論を組み立てた、という記述だけではなぜ不十分であるのか、またそれを冷戦の影
響や占領の影響といった外部要因をプラスして説明するだけでも、単に言説ネットワークの編成過
程として翻訳や言語の重層構造を無視して処理しても不十分であるということは十分に理解された
であろう。こうした表面的な現象が起きたときに、知の生の現場で起きていることは何なのかを考
察しなければならないのである。

では、このようなディシプリンの国際文化交渉の枠組に沿って研究していく時、具体的にどのよ
うなことを手掛かりにしていくべきであろうか。論理的には、おそらく国際関係研究において使わ
れているすべての専門用語や言葉が国際文化交渉論的にどのように生まれ、使われ、翻訳され、使
われ、考えられてきたかということになるため、どんなところからでも考えることができるという
ことになる。そういう意味では「日本の国際政治学者Aはアメリカの国際政治学者Bの著作Cを読
んでそこにあるDという概念に示唆を受けてEという概念を提唱して大きな影響力を持った」とい
った記述を、実際の知の現場において何がどう起きたかに即して分解し説明していくだけで、シュ
ウォルツの厳復研究に匹敵するような2つの文化の広大な多義性・重層性とそれらの交渉が明らか
になるのかもしれない。それは勝義の学問史であり、思想史でもあろう。

以下では、日本の国際関係研究とは一体何であったのかという視点に即して、いくつかの手掛か
りとその分析の仕方について試論的に示しておこう。

（1）始めに名前ありき？　国際関係論・国際政治学・IR ？

おそらく分析の出発点として有効なのは、ディシプリンそのものの名前であろう。周知のように、
日本語では国際関係論、国際政治学、国際関係学、国際学など数多くの名称があるいっぽうで、
International Relationsという英語名との対応関係については、文字通り星の数ほどの解釈や議論が
ある。筆者が「国際関係研究」という局外中立的な名称を使用するのは、こうした議論から距離を
置くためでもある。IRが「国際関係論」であると仮に設定すると、日本国際政治学会がJapan 

Association of International Relationsと名乗るのは論理的には誤謬でありえるがなぜそうでないのか、
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ではなぜ直訳して「国際関係学会」と名付けなかったのかといった形でこの問題を展開していくな
らば、この問題の系が何を示すかは自ずと明らかであろう。このことは、学会名だけでなく学部・
学科名ひいては大学名における「国際」ということにも拡大して考察しうる。さらに、近年の
World Politics, Global Politicsといったさまざまな派生的な名称との関係を含めて、「輸入」や「独創」
の局面において何がどう考えられたのかを描写することで、業界所属者たちの精神史が描けるであ
ろう。

もちろん、この現象もまた、翻訳による効果が一役買っている。「国際」も「関係」も翻訳語で
あり、別の場所で論じたように、「国際」は「人間交際」を国家間に適用し「外国交際」としたと
いう系譜や、万国公法の翻訳の系譜などさまざまな由来を持っている。さらにその派生系である「国
際社会」といった表現についても同様な分析が可能であろう26。

同じように名称論として考察に値するのは、いわゆるThe English Schoolと「英国学派」という翻
訳語の関係であろう。英国学派の研究者の一部が鋭く見抜いているように27、「イングランド学派」
と訳さずに主権国家という単位そしてイギリスというかつての「帝国」を連想させる「英国学派」
と訳したことは日本における同学派に対する理解に対して大きな影響を与えてきたように思われ
る。

（2）理論・イズムの名前から　リアリズムと「現実主義」

名称をめぐる議論という意味では、いわゆる大理論の名称もまた、研究対象として掘り下げる余
地が多い。最も有名なところでは、Realismと「現実主義」の関係がある。周知の通り、日本語の「現
実主義」には日本語の中で鍛え上げられてきた言説史があるいっぽう、同時並行的に走ってきた
Realism輸入の系譜とも全くの無関係ではない。日本語においてはRealism、リアリズム、現実主義
は様々なレベルで使い分けられ、混同されてきた。

もちろん「現実」も「主義」もまた翻訳語であるし、これと対になって語られる「理想主義」に
対しても同様なことがいえる。この混乱がどう生じたのか、なぜ生じたのかを語り、説明すること
は、日本語の曖昧さを嘆息するためにではなく、日本語と英語で（理想主義の場合は新カント派的
なドイツ語由来の部分もあるはずであるし、文学の「現実主義」との関係も含め）の行き来が何を
意味するのかを解明するために分析していくことができるように思われる。

むろん、Liberalism、リベラリズム、自由主義の分野ごと・分野間での意味のズレ、Social 

ConstructivismとConstructivism、社会構成主義と構成主義の関係など、他の用語についても同様で
ある。またそもそもismとはアプローチを超えた存在論的な過程である以上「科学」的な議論にど
こまでなじむのか（どのような意味で「イズム」という言葉を使ってきたのか）と言った点も考察
に価しよう。それはひいては、国際関係研究が理論、科学といった言葉をどのような意味で使って
きたのかというより大きな問いにもつながるであろう。

26 「国際社会」の訳語の系譜学については平野健一郎「概念の文化触変　「〈国際〉社会」という日本語の登場と
変遷」平野ほか編『国際文化関係史』東京大学出版会、2013年。

27 大中真「英国学派の源流　イギリス国際関係論の起源」『一橋法学』第9巻2号（2010年）、および西村邦行「「英
国学派」の失敗」葛谷、前掲編著、第1章。
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（3）両方を行き来してきた事例

最後に、興味深い事例として、2つのディシプリン間を往復した研究・活動を行ってきた研究者
の分析をあげたい。特に、日本語と英語双方で生活そのもの、あるいは研究活動ないし教育活動を
行ってきたような研究者、たとえば川田侃、坂本義和、武者小路公秀氏、入江昭氏、緒方貞子氏と
いった事例である。

彼らは、日本語で読み、書き、考え、語ることと、英語で読み、書き、考え、語ることをそれぞ
れどう考えていたのであろうか。またその両方の言語における思考の間の関係をどのように考えて
いたのであろうか。そしてその実際の知の行き来の現場において何が起きていたのであろうか。そ
のこと自体が彼らの知のあり方をどのように規定したのであろうか。

こうした点を、単に「留学経験が、在住経験が」といった形でなく、文脈主義、言説アプローチ、
研究史的把握、いずれにも偏しない形で国際文化交渉の立場から捉え返すことで、双方の「文化」
の本質とその変容をより深いところから照射できるように思われるのである。

おわりに　日本の国際関係研究の「共有の方法」？

日本における、日本の国際関係研究に関する自己省察の機運は、英語圏においてと同様、今後も
継続するように思われる。本部会「「国際政治学は終わった」のか？」もその一つであるし、日本
国際政治学会は、2019年に刊行予定の第200号において「オルタナティブの模索　問い直す国際政
治学」という特集号を組むという。そこでは日本の国際政治学は「多様性、学際性、国際性」を持
つと規定され、改めて「固有の課題」と「共有の方法」が追究されるということである28。
「国際政治学は終わったのか？」という問いに対して本稿が示すのは、まずそもそもどのように

始まり、続いてきたのか、特にこの問いを発する「日本の」国際関係研究がどうであったのかを、
研究史的・現前主義的把握から離れ、文脈や言説を適切にみながら、国際文化交渉という枠組で見
ていくことが有効ではないかということである。また、「オルタナティブの模索」に関して言えば、
そもそも「多様性、学際性、国際性」という所与の規定自体がどういうものであったのかをまず分
析することが必要であるということになろう。

また、国際文化交渉の枠組から見た場合、「固有の課題」はさておき日本の国際政治学の「共有
の方法」は、すくなくともある時期までは、日本語で（厳密には翻訳語としての日本語で）読み、
考え、書くことと英語で読み、考え、書くことを往復するということにむしろあったのではないか
という推論を提示しうる。

日本がきわめて広範囲の文献を網羅する翻訳出版文化をもち、日本語で大学の博士号を取得でき
るという、非西洋言語の中でも希有な知の環境を持っていることはよく知られているが、そうした
日本語による知の厚みの根底には翻訳語を駆使することによる「カセット効果」が存在する。その
プラスの面を生かし、英語を標準語とする学問分野に対して現象を他言語によって理解する、もっ
といえば英語によって普遍的に語られることに対して、日本語の重層構造を逆手にとって、規範概

28 『国際政治』第200号「オルタナティヴの模索─問い直す国際政治学」投稿募集　（2017年9月19日）（http://jair.
or.jp/committee/henshu/2953.html）2017年10月1日アクセス。
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念による演繹的思考に流されずそれを跳ね返すなり有効に活用するなりして、それを英語圏での研
究の根底を良い意味で揺るがすような仕事をしていくことが、日本の国際関係研究の共有の方法と
してありえるのではないかという推論である。

また、飛躍を怖れず屋上屋を架してより一般化するならば、といってもどこまで一般化できるか
は不明であるが、次のようなことも考えられよう。英語以外の言語と英語の双方を駆使して研究・
教育活動に従事しうる国際関係研究者は、英語のみの国際関係研究者と比較すれば、もはや決して
マイノリティではないはずである（厳密な統計を知らないが、少なくともホフマンが嘆いていた40

年前よりは事態は改善されたはずである）。そういう意味では、2つ以上の言語を行き来してその行
き来から英語で語られる国際関係研究を豊かに賦活する、という戦略は、日本の国際関係研究のみ
が取り得る強みないし「共有の方法」ではない可能性もある。

この言語の複数性にもとづく「共有の方法」論については稿を改めて論じるとして、本稿ではま
ず、先行研究の到達点を評価した上で「国際文化交渉」という枠組で研究していくことの妥当性や
問い、この仮説に対する論議を提起することによって、日本の国際関係研究の過去・現在・未来を
より建設的に論じる道を拓く一助となることを願っている。




