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革命の論理とその哲学との間には、次のような差異があった。すなわち、論理は戦争に帰
結され得るが、哲学はただ平和に到達するのみが可能である。 
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I 目的と問題関心 
 
A 目的 「文化のインテルカンビオ(intercambio)」（田中耕太郎）芝崎[1999] 
 
・「国際政治哲学」、「帝国論」に関する、報告者なりのとらえ方、考え方を披瀝し、お互い
の考え方をやりとりすることで、理解を深める。 
・not「学術の押し売り」but「私の研究を聞いてもらい皆さんのお考えはどうですかとい
うことを伺うだけ」（田中耕太郎） 
 
◎「帝国論」を「国際政治哲学」という学問分野における教科書の一章として、①国際関
係研究者が書くとしたら、どのように書くべきか②そもそも、書くべきかどうか③何を「帝
国論」として書くべきか 
◎わたしが「帝国論」「国際政治哲学」をどう考えているかを明らかにすることが必要 
 
B 報告者のとらえ方 確信犯的「ないものねだり」（IR（国際関係研究、どちらかという
と英語圏より、のニュアンス）、帝国論双方に対して） 
 
・科学的説明の本質：「事実のよりよい描写」（大森荘蔵） 大森[1975] 
・「この世界とは何か」を考える 世界描写の歴史性をとらえる 芝崎 [2007a,2009, 
forthcoming a] 
 「歴史の歴史」 国際関係認識研究 （世界の出来あがり方の説明） 
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C 構成 上記の通り 
 
II 国際政治哲学とは 
 
・「哲学」か「思想」か 
 
A 哲学＝この世界をよりよく描写すること 
 
哲学とは（大森荘蔵）： 大森[1975] 

 哲学的議論の特性：「すべてのものについて、それを人間の経験全体
、、
の中に定位しようと

する」 人間にとってどういう意味があるか、ということ 
 例 「それぞれの科学的事実は科学の中に精密に定位されている。したがって、哲学はそれらの科学的定位
の網の目を持つ科学

、、
全体
、、
を今度は人間経験全体

、、
の中で定位しようとするのである」 「科学」は入れ替え可能 

 cf. 哲学が特に対象とする「もの（事実）」：「われわれが人生を生きていくにあたっても
っとも重要であると考えるもの」（坂部恵） 
 
B 思想＝この世界をよりよくする方法を提示すること 
 
思想とは（加藤周一）：２部構成 加藤[2009]、NHK[2008] 
 第１部 「何が起こっているか」「どうなっているか」という事実認識 「感覚的な事実
の収集と整理」 
 第２部 「だからどうしようか」 「感情的人間的感覚における世界の解釈の仕方、考
え方」 → 目的「人間らしさを、人間の作ったものを世界の中に再生させる」 
 
C 言葉の係り方  
 
・「国際」政治哲学と「国際政治」哲学 
・「国際関係」哲学と「国際関係」思想（「国際」関係哲学、「国際」関係思想） 
・「国際」の抱える問題 後述 
 
◎「帝国」論は哲学か、思想か ４つの可能性 
◎本報告：ネグリ＆ハートの「帝国論（＋マルチチュード論、コモンウェルス論）」という
世界描写を、国際関係研究の視点から、人間経験全体の中で定位しようとする試み：国際
政治哲学としての本報告の意味 哲学についての概説ではなく、本報告自体が哲学しよう、
哲学であろうとするということ 
 
III Empire (2000) , Multitude (2004)と国際関係研究：秩序論、主体論 芝崎[2006] 
 
A Empire (2000) ：国際政治学におけるアメリカ「帝国」論、国際システムにおける「帝
国」システム論との関連における摂取（ただし少数の、マイナーな） 論文評 芝崎[2002]  
 
・IR的な＜帝国＞論把握 そもそも稀少：①アメリカ「帝国」論②国際システム論の中の
「帝国」システム③グローバリゼーション論 山本[2006]、遠藤[2005] 
・①②＜帝国＞論がなくても「帝国」論は可能（逆は不可？） 
・③Take what you want：グローバリゼーションの表現として neo-Marxist posture、
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anti-globalization protestersのための Ferguson and Mansbach [2008] 
・「世界描写」としての「帝国」論と＜帝国＞論 
  ①＜帝国＞／マルチチュード／バイオパワー 
  ②「帝国」／トランスナショナル関係（グローバル市民社会など）／価値 and/or ソ
フト・パワー（→実はバイオパワーに近い） 芝崎 [2007b, forthcoming b] 
 
B Multitude (2004) と国際関係研究：トランスナショナリズム、グローバル市民社会論 
  
ゾーロの批判「１８世紀プロレタリアートの薄れゆくシノピア」「マルクスが歴史のデミウ
ルゴスに引き上げてしまった階級」「特定の社会政治的文脈のなかでこの集団的主体を読者
が突き止めるのに役立つような分析的定義を提示してはいない」 ネグリ[2003:46-48] 
 
マルチチュード概念があってもなくても、トランスナショナリズムやグローバル市民社会
論は可能 カルドー [2007]など 
 
C ３つの世界構成 「国際関係と世界政治の不一致」への気づき（ウォーカー） 
 
＜１＞山本吉宣 山本 [2006] 
 ①覇権のサブシステムとしての非公式帝国システム 
 ②主権国家の構成する多極または二極のシステム 
 ③ルールの共有と遵守を前提とした、国連の延長線上にある普遍的システム 
 ④トランスナショナルなグローバル社会 偏差をもちつつ併存し相互作用 
 
＜２＞ジョセフ・ナイの「三つのチェスゲーム」 ナイ[2002] 
 ①政治軍事問題領域（軍事力） アメリカ 
 ②経済問題領域（経済力） 日米EU 
 ④トランスナショナルな諸関係 多様な主体 
 
＜３＞ネグリ＆ハート  
 ①軍事面（君主政） 
 ②経済面（貴族政） 
 ③国連総会・NGO（民主政） 
 （④）マルチチュード（絶対民主主義） 
 
◎いずれも世界を過不足なくは描写できていない 
◎＜帝国＞論とほかの「帝国論」ないし世界図式とのちがい：主体の変容への不十分では
あるが深い踏み込み（マルチチュード）、獲得対象への深い踏み込み（＜共＞） 
◎構造と主体の間の運動、プロセス → Commonwealthへ 
 
D 国際文化論的な問題関心からみた整理 芝崎[2002] 
 
文化＝死活問題、人間の生きる工夫 としての「国際関係」という世界構成 
 
①「全体としての世界」をとらえることばとしての「国際」の限界 cf. 平野[2008] 
 「国際」＝「世界」という仮構 「消極的代用物」（カント）から「積極的代用物」へ 
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②「世界を動かす根源」としての「動く主体」が織りなす「動く国際関係論」 cf. 平野[2000] 
 ７０年代～ トランスナショナリズム、国際交流 「箱根会議」(1988-97) 芝崎 [2009] 
・どちらもうまくいっていない 
 ９０年代 グローバリゼーション下の国際関係研究 
 ２１世紀 テロ戦争下の国際関係研究 
 
◎＜帝国＞は「世界描写」として「国際」の積極的代用物になり得るか 
◎マルチチュードと「動く主体」「動く国際関係」 
 
IV Commonwealth(2009)を読んで ５つの論点 
 
全体の構成（別紙）：前半（Part1-3）哲学的・歴史的考察 後半(Part4-6)政治的・経済的
分析 
 
論点１ 基本的な論法１ 原則と例外 その反転 
 例 所有の王国vsグローバル・デモクラシー、であること(being) vs.なること(becoming)、
作り出すこと(making)、コモンの堕落形態としての家族、企業、国家vs.エクソダス、ア
イデンティティの廃止（モンスターたれ）、modernity(identity-property-sovereignty)
から altermodernity(singularity-the common-revolution)へ、emancipation→liberation 
 
◎既存の「原則・例外」セットは原初的にフィクションである 「組織的偽善」としての
主権 Krasner [1999] 
◎既存の「原則・例外」セットが強固である理由 実用的な目的（秩序、法の支配の維持、
生き延びなど） があるはず 
◎どのような「原則・例外」セットも排除や抑圧から自由ではない 
 反転させることによるコスト・ベネフィットの考慮が必要（王の視点と民の視点） 
 それとも「5cm動かすために1m動けと言う」という戦略？ 
 
論点２ 基本的な論法２ 両義性の片務的履行 
 例 論点１＋ジジェク、バディウのマルチチュード批判（資本主義の付置の再生産ない
しはプチ・ブルジョア・大衆運動のいつものくりかえし）に対する不透明な答え(p.168) 
 
他に コモンの表現、生活を形成するものとしての言語ゲーム（p.122）：固定制、一貫性
を揺さぶる→どうゆさぶるかは非決定的なはず 原初的に非決定的であるというとこまで
は引き戻せても、それ以上のことは論理的には言い切れないはず。 
 
◎思想であるが故？哲学であれば両義性の振り子の振れ具合自体の歴史を描き出すべき 
◎厨子王としてのネグリ 自己の立場性 wishful thinkingと言われるゆえん？ 
 
論点３ マルチチュード、グローバル・デモクラシーの存立条件としてのMDGs 
 例 miseryをなくし、「幸福を立ち上げる」３つの基盤(p.380-82) 
  ①諸政府が全ての人に基礎的な生活手段を提供すること 
  ②政府が基礎教育、基礎的な社会的、技術的知識、技能を身につけ、社会の集合的な
マネジメントができるようにすること（グローバル・シチズンシップのようなもの） 



 5 

  ③蓄積されてきたコモンへの開かれたアクセス 
“These three platforms are just and reasonable demands to make on today’s ruling powers. They are 

nothing but the conditions that most favor the constituent encounters that we said earlier constitute 

the wealth of the multitude in the metropolis: ensuring that everyone has the basic means to life and 

good health; creating the conditions that we meet in a relation of equality, with the knowledge and 

skills to interact socially; and providing all open access to accumulated common wealth that serves as 

the basis for and is also enriched by our encounters.” (p.382) 

  
◎社会的生産の場についていることがマルチチュードとして駆動する the poor(with love, 
joy, etc.)の条件（p.40）もしそうであるならば、今の世界で重要なのは依然として、the 
poorest of the poorの救済（マザー・テレサ）なのではないか。 
 
 （ビアンヴニュ）司教は手をたたいた。 
「よくも言われた！」と彼は叫んだ、「あなた（上院議員）の唯物主義は実にりっぱな、まことに驚くべきも
のです。だれにでも得らるるものではない。ああそんな主義を会得した暁には、もう欺かるることはないです。
愚かにもカトーのように追放さるることもなく、エティエンヌのように石で打たるることもなく、ジャンヌ・
ダルクのように生きながら焼かるることもないでしょう。そういうみごとな唯物主義を首尾よく得た者は、責
任解除の喜びを得るものです。いかなる地位も、冗官（じょうかん）も、位階も、正当に得られた権利も不当
に得られた権利も、利益ある変説も、有利な背反も、都合よい自己弁解も、すべてを安んじて食い得ると思う
喜びを得るものです。そして消化を終えて墓の中にはいると思う喜びを得るものです。まことに愉快なことで
す！ 私はそれをあなたに向かって言うのではありませんよ。けれどもあなたに祝意を表わさずにはおれない
です。あなた方りっぱな方々は、お言葉のとおりに、御自身のそして御自身のための一つの哲学を持っていら
れる。美妙で、精巧で、富者ばかりが手にすることができ、いかなるものにもよくきくソースであって、人生
の快楽にうまく味をつける哲学です。その哲学は地下深くから取られ、特別な探求者によって掘り出されたも
のです。しかしあなたはいい方です。善良なる神の信仰は民衆の哲学であることが差しつかえないと言われる、
あたかも鵞鳥（がちょう）の栗（くり）料理は貧しい者にとっては七面鳥の松露料理だとでも言うように。」 

 
◎とすると、直近の最重要課題は、MDGsやサックス、イースタリーなどの援助、貧困削
減をめぐる議論や主張（Sachs [2009], Easterly [2007]）とさほどかわりはないのでは
ないか。ネグリ＆ハートの議論にはこの問題がない気がする。下手をすると、ネグリたち
の言説があってもなくても、世界はそう動いていくのではないか、ということ。 
 
論点４ 自己呪縛からの自己解放としての西洋思想・哲学の読み直し 
例 全体を通した論点１，２的な哲学、思想の再検討 
 
◎コモン概念と真木悠介 『気流の鳴る音』 
 ネグリにおける public-private, property批判と common（①自然・物質②社会的生産） 
 「近代的な私有—公有の分類概念の普遍的な貫徹ということは、共同体的な自然とのか
かわり方にとって外在的・異質的なものであり、その強制的な実現は現実的な暴力性をも
った」真木[1977:47-48] 
 ネグリのアメリカインディアンの教えへの言及 １つの文化（ヒューマン）、多くの自然
（世界） (p.123) 
◎植民地支配における被支配者側のしたたかな受容（敵対的文化触変）、ないし常時変容す
ると同時に常時安定しようとする自己 平野 [2000]など 
◎ローカルな知の重要性とネグリたちの知の関係 
 cf. 西洋的な「発展」「環境」政策に対する再考 why not  思想・哲学？ 
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 プランナー（メタ・プランナー？）としてのネグリ＆ハート サーチャーとしてのロー
カルな諸実践 イースタリー [2009] 
◎近代西洋思想・哲学による自己呪縛 世界全体の「億兆の民」の多くには不要・無縁 
 cf. 英語使用人口 ２０対３ 
 ローカルな知、文化、伝統はネグリたちを裏切り得る、無視しうる 
◎peopleの「カセット効果」 柳父 [1972] 「世界」と「人々」でよいのでは？ どの
言葉に思いを込めるかを決めるのはネグリではなく、「人々」の使用そのもの。 
 People count! まだその程度の漠然とした実践の蓄積、意識の蓄積段階 Rosenau [2008] 
 西洋の側の自己再編成のプロセス 再編成が必要なのは「普遍としての近代」であった
側を「特殊としての近代」に編み直す cf.「前近代という陋習」ではなく「近代という陋
習を笑う番」 中村 [2007] 
 日本でのネグリ＆ハート受容の意味 同じような自己呪縛からの自己解放を必要として
いるのは誰か 近代日本の文化受容におけるしたたかさ 現在は失われた？とすればなぜ？ 
 
論点５ 主体内の複合性、主体間の相互関連性への考察  
例 多数多様性、特異性とアイデンティティ マルチチュードとピープル 
◎真木悠介の「愛とエゴイズム」 自我(Self)：遺伝子レベル・個体レベル・利他レベル
という重層的非決定構造 真木 [1993] 
◎＜自我・国家・国際関係＞という連環構造、相互参照性 どれか１つだけを置き換えて
も、連環構造自体は残る 芝崎[forthcoming a] 
 
（論点６ 「愛」の政治概念化 love, joy, happiness, laughなど センチメンタル 人
間の心的ソフトウエア（アージ・システム）：感情（９０％以上）＋知 戸田 [2007]、芝
崎[2009b]） 
“Love is a process of the production of the common and the production of 
subjectivity” (p.180)  
“Love … is joy, that is, the increase of our power to act and think, together with the 
recognition of an external cause.” (p.181) 
 loveの堕落形態は①identitarian love②a process of unification, of becoming the 
same (romantic love) 
‘Happiness is a pleasure that lasts and repeats.”it is public, not private.””It is a 
collective good, perhaps the ultimate collective good” : common happiness (p.377) 
 
V まとめ 
 
◎国際政治哲学の課題は、「国際」に関する思想を哲学的に考察することによって、哲学す
ること 
◎報告者の哲学的考察の視点は「この世界とは何か」の描写方法として、国際関係研究と
の対比において帝国論をとらえ、両者を総合してよりよい世界描写に迫ることにある。 
◎ネグリ＆ハートの議論は、いわゆる帝国論の中で主体論、運動論に比重が割かれている
分、より世界の全体性とその動態を描写する志向を持っている。その点で国際関係研究に
も、広い意味での帝国を論じる議論にもない「世界構想」の可能性を持っている点は評価
できる。 
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◎『帝国』の考察は主に国際政治学の「帝国」論（秩序論）、『マルチチュード』の考察は
主にトランスナショナリズム論（主体論）というカウンターパートを見いだし得るもので
あったが、『コモンウェルス』の革命論（運動論：構造内部のプロセスという意味）の基礎
となり要素となっている考え方は、平野健一郎、真木悠介など、（報告者の道具立てという
意味で）国際文化論的なものの見方と親和性が高まっている。 
◎論点３に見るように、世界全体の問題の中のプライオリティとネグリの議論のプライオ
リティにはずれがある（同時に、マルチラテラリズム、グローバル市民社会、トランスナ
ショナリズムなどに対する見切りもやや時期尚早に思える。これらの歴史は浅く、はじま
ったばかりである：この論点はジジェク等の批判に対する再批判としても機能する） 
◎５つの論点の中で「国際政治哲学」という観点から最も重要な問題は、論点４である。
これは、（西洋）哲学による世界構想と（必ずしも西洋哲学史・思想史に依るとは限らない）
世界構想の哲学の関係という問題にかかわる。 
◎地球環境問題対策をめぐる議論のメタファー：not one and only Silver Bullet but only 
one piece of a Silver Buckshotとしてのネグリ＆ハート 「国際」「帝国」の積極的代替
物候補は１つではなく無数にあり、併存し、共存していくということ。まだ、どれが当た
るというわけではない。どれも必要ではあろうが、どの組み合わせの何が効いているのか
（効いていないのか）は誰にもわかっていない。 
◎「哲学」「思想」とは何か、その役割とは何か cf. co-research 帝国論を教科書に書く
ことの大義、そしてその書き方について また欧米の思想・哲学を読んで世界を理解しよ
うとする営為自体の意味について 
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