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近代日本における超国家思想
―世界国家、世界社会、世界政府

池田　丈佑

はじめに

　ひとつの仮定から議論を始めよう。共同体が大体において経験から先に生まれるものだとす

れば、超共同体は概ね思想の産物である。こう言い換えてもよい。国家は此岸の権力の象徴で

あり、超国家は彼岸の権力の象徴である。マックス・ウェーバーの大著『経済と社会』は、イ

エ共同体が氏族、集落、宗教を経て国家へ至る過程を、実証主義的、つまり経験に基づいて論

じたものである。一方、ギリシア悲劇のひとつ『アンティゴネー』は、此岸の権力たる王をと

るか、彼岸の権力たる神をとるかという、究極の選択を扱った古典である。共同体と超共同体、

国家と超国家、王と神、そのいずれを選ぶかという問いは、今日に続く政治学上根本的な難題

のひとつだったといってよい。そして以上を背景に、小論は、国家対超国家の問題を、近代日

本における超国家思想の展開という、きわめて限られた文脈から明らかにする。そこではじめ

に、なぜこの文脈からなのかについて、理由を述べておかなければならない。

　誤解を恐れずに特徴付けるなら、近代日本の政治学は、長い間「国家」にとりつかれていた。

もちろんそれは、今日にあっても多少当てはまることだが、戦前・戦間期にあってはなおさら

妥当した。それは、前近代の日本が近代的自我として半ば強制の上に選択した国家というもの

を、自らの文化的土壌に根付かせるための知的格闘であった。それは、「国家概念論争」に象

徴されている。論争で鋭く問われたのは、近代以降自分たちは一体何者となったのか、であった。

これは一言でいえばアイデンティティの問題であり、つまりアイデンティティをめぐる格闘の

舞台として、政治学は存在した。「復活すべきほどの『伝統』」はないとしてこれを斥けた丸山

真男（丸山　1947＝2014: 13）と、「すべて空しき過去の努力であり、また価値なき遺産であり、

もしくは呪うべき悪夢のごとき伝統」といいつつなおも擁護した蝋山政道（蝋山 1949＝1968: 

3）との間には、格闘としての政治学に対する評価の違いが鮮明である。そして、日本におけ

る国際政治学がまさに蝋山その人を一つの基点に発展した以上、国際政治学にあってもなお、

この格闘はいわば延長戦として繰り広げられた。

　近代日本の国際政治学にとって、近代的意味での国家は所与であった。それが何かという問
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いを全面的に引き受けたのは政治学であって、国際政治学はその国家同士が繰り広げる「国際

的営み（international life）」の内容を明らかにすればよかったわけである。政治学同様、当時

国際政治学の先頭を走っていたのは英米独であった。だからまねをするように、近代日本の国

際政治学はまず国際主義を選び、次いで大東亜共栄圏に象徴される別次元の国際秩序を研究し、

そして志向した。そこで問題である。超国家はどうか。政治学や社会学において、超国家思想

は盛んに論じられていた。ただしそれは、国家主義思想を先鋭化させた「超
ウルトラナショナリズム

国家主義」であり、

それを乗り越えるものとは対極にあった。主な例外たるマルクス主義でさえ、その後の「転向」

を経て国家社会主義へつながる例が多くみられた。一方、近代日本の国際政治学は超
スープラナショナル

国家に

関してほとんど思考すべきものをもたなかった。反論はあろう。実際、神川彦松や朝永振一郎

のカント主義は筆頭例である。にもかかわらず、カント自身が自らのコスモポリタニズムを共

和制からなる諸国家の連合として後退させたように、国際政治思想としてのカント主義は、日

本においても「国際的営み」の枠内に押し込まれることになった。翻って、超国家は文字通り

国家を超えたものを構想し、論じなければならない。そこで、国際を考える者は、超国家をめ

ぐる問題を「世界」という言葉をもって理解しようとした。だが「世界」という語は、一方で

多元的で相当な広がりをもつ。同時にこの言葉は、国際政治学者の自家薬籠中のものではない。

西田幾多郎が「世界」を語り、高山岩男が「世界」史の哲学を説き、高坂正顕や西谷啓治、鈴

木成高が日本の「世界」史的立場を考えたとき、彼らは国際政治学者以上に日本たる自我を意

識し、それを取り巻くものを「世界」として捉え、その関係を考えたわけである。京都学派に

ついて割ける紙幅は、もちろんここにない。ただ把握しておくべきは、国際政治学者が他領域

の研究者に遅れて「世界」理解に参加した点である。

　要するに、近代日本の国際政治学において、超国家の思想は「世界」をもって思考された。

そこで次節以降、近代日本の国際政治学が超国家をいかなるものとして案出したか、みてゆく

ことになる。提示される答えは「世界国家」「世界社会」「世界政府」という三つである。そし

て押さえておくべきは二つある。第一は、国際政治学における回答が、国家を超越したという

意味の濃い「世界国家」から、国家を貫通したという意味合いでの「世界政府」へ、厳密にい

えば「世界政府批判」へ、一つの流れを形成していることである。そして第二は、三つの回答

が、世界を体現する制度の相違にも関わらず、西洋と非西洋の狭間たる日本が軸となった点で

性格を共有していたことである。アイデンティティ・ポリティクスとして近代日本の国際政治

学を考える際、重要になるのは二番目であろう。だとすれば、いかなる点に気をつけなければ

ならないか。この点から、論を進めてゆくことにしたい。

1　基本構図―超国家をめぐる三つの構想と超越する日本

　近代日本において、超国家をめぐる考え方は大きく三種類存在した。第一は 世界国家論、

第二は世界社会論、第三は世界政府論である。
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　世界国家論は、文字通り、世界をひとつの巨大な国家からなると考える思想である。これを

支えるのは、国家が法秩序を最も適切に具現化していると考える法学的国家論である。そのた

め、世界国家とは世界大に広がった法秩序として考えられる。対して世界社会論は、世界をひ

とつの巨大な社会からなると考える思想である。世界を法秩序として捉えず、それゆえ国家と

も捉えないところが特徴である。政治学上の系譜で言えば社会学的国家論に近いことになるが、

国家をも包摂し、国家群よりも広い社会を、主に経済的交流から捕捉した点で、そもそも法・

政治的視点を相対化もしている。最後に、世界政府論は、世界が巨大な一つの政府の下に存在

すべきだと考える思想である。注目すべきは、世界政府が、法秩序以上に世界的な民主主義を

志向し体現するところである。世界政府がどこまでの権威と権力とを備えるべきかをめぐって

は「必要最小限でよい」 と考える立場（ミニマリスト）と「できるだけ広範な方がよい」と考

える立場（マキシマリスト）とがあるが、いずれにせよ、主権国家を超越して一つの政府を打

ち立てようとするところが重要である。

　かくして、世界国家、世界社会、世界政府という対立は、世界を制度化するに際してどれがもっ

とも望ましいかをめぐるものである。ところが、この相違にも関わらず、三者には、近代日本

のアイデンティティをめぐって共通項が存在する。それは、日本自身が取り囲まれている「世

界」が何であるか、さらにいえば何であるべきかについての構想である。さらにいえば、西洋

と東洋、宗主国と植民地との狭間にあって、日本が構想しようとした世界主義だということに

なろう。三者は、それをいかに具現化するかで分かれたものの、それら制度によって実現され

るべき世界自身が何であるべきかについていえば、大きな違いが認められないのである。した

がって、近代日本の世界主義が、いかなる「世界」を志向していたかについて、もう少し考え

ておく必要がある。

　周知のように、日本が抱えた世界観は、近代前後でその内容が大きく変わる。明治維新

前の世界とは中華世界であり（濱下 1997）、維新後は拡大された西洋世界（Bull and Watson  

1984）であった。それは道徳的国際秩序から政治的国際秩序への転換であり、しかもそれによっ

て「政治」自身の意味が刷新されたものである。日本は、両者の狭間にあって、前者から後者

の一員へ移行した、ということになっている。そして多くにおいて移行は中途半端であり、さ

らには、この中途半端の感覚が、「橋」の暗喩に代表されるように、両者いずれでもないとす

る日本独自の位置づけにつながる。近年、ポスト植民地主義が精緻化した「狭間（in-between）」

という言葉によって、中途半端という位置づけにはより積極的な意味が与えられた。

　ところで、こうした「狭間」というのは、何も日本にだけ与えられたものではない。文明の

結節点や文化の融合・衝突地点を自認する地域では、概ね似た考え方が現れている。そしてそ

れは、大きく二つに分けられる。第一は混淆の思想であり、第二は超越の思想である。双方は、

他者との遭遇や共存をどこまで認めるかという点で、ベクトルの方向が逆である。つまり、混
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淆が狭間を文字通りに交流と共存の場として認める一方で（1）、超越は、そのような混淆の場自

体を一つの全体として定め、その全体がもつ秩序を脅かすまでの混濁は認めない。だが、混淆

は超越の部分集合として後者に包括され、両者は性格の違いにも関わらず共存することもでき

る。そしてここに、多様性を含んだ全体を一つの「世界」とし、世界主義を称揚する見方が登

場する。国民国家が掲げうる普遍的アイデンティティとして（マイネッケ 1968）、あるいはポ

スト・リベラリズムにおける「他文化社会」の象徴として、そのあらわれはいくつかあるもの

の、それは多様性を認める全体（世界）そのものと異質な存在を認めない点で、後に厳しい批

判にさらされた（2）。その意味で「狭間」に基づく世界主義も一種の全体主義である。しかも、

いわゆるファシズムやナチズムとは性格を大きく異にした、いわば「優しい全体主義」である。

　小論は、この「優しい全体主義」としての世界主義が日本の国際関係論史においていかに表

現されてきたかを、この後辿ってゆくことになる。ただその前に、隣接領域がこの点をどう表

現していたか、簡単に類例を示して理解の助けにしておこうと思う。取り上げるのは、先述し

た西田幾多郎と岡倉覚三（天心）である。双方ともに、近年、国際関係論的内容を伴った研究

が出ている（Goto-Jones 2005, 2007; Bharucha 2009; Shimizu 2011; Shih 2013）ので、内容に深入

りすることは避ける。ただ双方に共通するものとして、超越の思想が確認されることに注目し

たい。西田は「無」と「絶対矛盾の自己同一」の場として日本を捉え、岡倉は複数の文化が陳

列する「美術館」として日本を位置づける。日本に向けられたこれら二つの暗喩には、共に混

淆の状況が欠けている。二人は、混淆を突き抜けた超越の状態として、日本を構想しているの

である。したがって両者には、「日本」なる明確な主体の発する強烈な自我がない。逆に、多

様な他者にそれぞれの自我を語らせ、それら一切を存在せしめるだけの場として、日本を置い

ている。こう考えるとき、日本は、多様な文化や伝統が混濁した姿というよりは、それらを優

しく包み、かつ、それらの上に屹立する一つの全体となる。そして、この「無存在の全体」は

全体である以上、それ以外に全体を詐称する存在を認めない。近代日本が「世界」なる概念を

めぐって最終的に西洋と戦いを交わした背景には、こうした全体性をめぐる意見の相違があっ

たわけである。そして、この「無存在の全体」たる日本という考えは、自らのアイデンティティ

を考えるにあたって各所に抜き難く存在していると考えられるのである。重要なのは、この志

向が1945年を貫いて、転向することなく存在してきた点にある。そしてここに、小論が日本

の国際関係論史を扱う先行諸研究（酒井 2006; Okagaki 2013）の掲げたテーゼとの違いがある。

次節以降、ここで述べた基本構図を支持すべく、国際関係論（3）の視点から三つの例を挙げて、

（1） 他者の混淆という思想を理論化しようとする最近の試みとして、道教思想に基づくものがある。詳細は

Ling （2013）を参照のこと。

（2） 「多様性（diversity）」は認めるが「差異（difference）」は認めない、というのがその内容である。

（3） ここで「国際関係論」自身の性格付けをしておこう。一見不要に思われるこの仕事は、国際関係論が独

立の学問体系か否かという問いが避けられないものである以上、同じく省略することができない。一方で、

モーゲンソーが独立の体系として志向する以前から、国際関係論は政治学の一下部領域として認識されてき
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「優しい全体主義」として超国家がいかに表現されてきたかをみてゆくことにする。

2　横田喜三郎と世界国家の問題

　横田喜三郎（1896―1993）は、戦前から戦後にかけて、日本を代表した国際法学者である。

東京帝大・東京大学で教授を、また最高裁判所では第三代長官を、それぞれ歴任した。

　世界国家論に限らず、横田法学全体を貫くかたちで存在するのが、ハンス・ケルゼンの純粋

法学である。彼は著作『国際法の法的性質』（横田 1944）のなかで、以下の事柄を述べる。ま

ず、（1）世界は「実在世界（ある）―規範世界（べき）」「実在の学問（自然科学）―規範の学

問（規範科学）」として二元的であり、両者は混同されてはならない。次に、（2）純粋法学とは、

法を対象とした規範科学であり、その分析にあたって、法以外の要素（実力、道徳等）は斥け

られる。 また、（3）法とは強制を伴う秩序である。したがって、強制なき法は法ではない。 た

だし、（4）ここでいう強制とは「規範世界」における強制である。つまり、法が「状況がαで

ある場合、人 P は、制裁 S を受けるべきである」とする規定を備えている（これを「当為と

して強制が定められている」という）ことが重要であって、強制自身が現実に存在しているか、

あるいは機能しているか（これを「実在として強制が在る」という）ではない。つまり、法が「制

裁を与えるべし」とする旨の規定を持ちさえすれば、それで十分だとされる。この意味におい

て、強制は法に常に存在する要素であり、それゆえ法に本質的な存在である。また、法以外に

は存在しない要素でもあり、法を法たらしめる存在でもある。

　いま挙げた各点は、国際法においてもすべて妥当する。ケルゼン同様、横田においても、法

秩序は巨大なヒエラルキーとなって登場する。その際、国内法／国際法という垣根は取り払わ

れる。下位の法は常に上位の法によって導かれ、それは国内法̶憲法̶国際憲法̶根本規範と

いうかたちで形成される。こうして、根本規範を頂点に、国際法は勿論国内法をも貫く統一的

な法秩序ができあがる。

　その後横田の考えは、純粋法学（純粋国際法学）から「国際組織法」と呼ばれる体系へと発

展してゆく。著作『国際法の法的性質』で純粋法学の視点から国際法の存在を理論付けた彼は、

戦後、論文「国際組織法の理論」でこれを精緻化させる（横田 1949）。ここで留意すべきは、

彼のいう「国際組織法」が、単に国際組織の活動や内容を規定した条文群を意味しない点であ

る。それは、国際憲法の一部とよぶべきものであり、「合意は拘束する」という規定によって

た。しかし同時に、その認識を斥け、外交史や国際法等が総合してできたものとみられていたのも事実であ

る。それぞれは、米国と英国の国際関係論によって概ね代表されてきた（その学問的発展を綴ったのが、

Schmidt 1998とDunne 1998である）。日本では川田侃によって、近代政治学・外交史・国際法の総合として

国際関係論が考えられてきた経緯がある（川田 1963）。小論では川田の議論をもとに、国際関係論を複数学

問の総合領域として考えるが、川田の定めた範囲を凌ぐ広さをもつものとしてこれを規定する。この点につ

いては Ikeda (2011), pp. 17―22を参照。
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示される根本規範（grundnorm）そのものである。「国際組織法」は、彼の考える国際法秩序の

全体として、法秩序に参画する主体が何者であるか、そしてそれらがどう組織されて参画する

かを規定するものとして理解される。そして国際憲法の一部として、そこに携わる主体が何で

あるかを明らかにし、その組織化を定める。「国際組織法」を通して組織化された主体は、国

際法秩序のなかへ組み込まれる。国際的秩序において、法規範は、根本規範を頂点に統一され

ている。同様に、法主体もまた、統一された法秩序の中にその位置を占める。

　こうした「国際組織法」論と前後するタイミングで、世界国家の構想が打ち出される。彼

の考える「世界国家」とは、「国際組織法」に基づき成立する統一的な法主体を指す。ここで

特徴的なのは、彼が、統一的法秩序の実例として国際連合を挙げたところにある。横田は、

『世界国家の問題』（横田 1948）以前の著作『国際連合の研究』（横田 1946）おいて、既に世界

国家としての国連を強調していた。そして、その国連を作り上げている法規範、すなわち国

連「憲章」に、それまで論じてきた「国際組織法」の姿をみたわけである。横田は憲章を、

「国際連合といふ非常に有力な大規模な国際的団体を設立し、その根本組織と基本原則を定め

たもの」、「国際団体そのもの、国際社会そのもの、世界そのものの憲法」だと理解する（横田 

1946: 60）。それによって主体が統一され、法秩序の中に存在する以上、国連は国際組織法であ

り、また世界国家とイコールになる。ただし、それは国家の連合体としての国連ではなく、憲

章が体現する国連である。そして、規範上統一された法秩序がある限り、たとえ現実の組織が

政治的に麻痺状態に陥ったところで、法理論上世界国家はなおも存在することになる。このあ

たりから、国連と世界国家とをめぐる理論と現実との乖離が始まる。

　さて、このような横田の世界国家論にはオリジナリティがあるだろうか。というのも、一連

の思考は基本的にケルゼンが辿ったものと大差ないからである。しかし逆説的に言えば、横田

は、日本がお手本としたドイツ国家学・国法学の忠実な一番人に徹することで、むしろこの時

代の超国家思想の一角を守り抜いたと考えることもできる。それは、戦前と戦中はカール・シュ

ミットの前に、そして戦後は復活した機能主義と国際主義とに、いずれも事実上の敗北を喫す

ることとなったケルゼンと対照的だといえる。だとすれば、横田の世界国家論に特徴的だった

のは、その内容というよりはその位置だったとみるべきであろう。15年間の戦争を前後して、

日本は不思議なほど超国家に固執した。そこで掲げられた普遍主義はすぐれて文化的なもので

あり、その目的はほとんど正反対であった。にも関わらず、それを制度としてどうまとめ上げ

るかについて、近代日本の国際政治学は確固たる方法論をもっていなかった。そのなかで横田

の世界国家論は、世界の認識論である以前に方法論として機能した。そしておそらく彼自身、

あくまでこれを方法論として固守した。この点が横田を、同世代にあってケルゼニズムから大

東亜国際法へと転向した安井郁や大澤章とは著しい対照に置くのである。
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3　高田保馬と世界社会論

　高田保馬（1883―1972）は、社会学と経済学の双方で二十世紀前半を代表した研究者である。

京都帝大、大阪大学等で教授職を歴任し、一般に日本における近代社会学・近代経済学の祖と

考えられている。

　高田において世界主義は、「国家」ではなく「社会」という言葉を通して表現される。これは、

国家概念論争の対立軸そのままであり、敷衍すれば「国家よりの横田」対「社会よりの高田」

ということになろう。その上で「世界社会」という考えは、表現としては彼のなかで一貫して

おり、初期の著作である『社会学概論』高田（1922＝1949）においても、また後期著作の『世

界社会論』（高田 1949）でも、同じ言葉で語られている。だが議論を厳密に辿ってゆくと、提

起された世界社会観は分裂する。そして、分裂した先で、「人類社会」という別の概念が現れる。

この「世界社会」と「人類社会」の分裂と並走が、小論における鍵の一つとなる。彼は、一見

同じものに思われる両者が、概念上まったく異なることを指摘する。少し長くなるが、以下引

用しよう。

「一方〔世界社会―筆者注〕は地域の極大を以てし、他方〔人類社会―同左〕は人間の種類

又は範囲の極大を以てする。世界社会によりて対立的に予想され否定せられているものは、 

相対立する狭き地域団体、事実に於ては一々の国家であろう。これに反して人類又は之を

裏づけるものとしての人間愛によりて否定せられているものは、血縁、文化的類似等によ

りて制限せらるる結合であり、従って家族、氏族、民族又は対立する宗教等による差別で

ある。 而もこの差別的態度の否定はそれらの線に沿うところの部分的集団の否定である

よりも、個人間の格別なる親和従って差別的態度の否定であるように考えられる。人類社

会は個人の否定であるよりも、個人間に於ける差別愛の否定の地盤の上に立ち、世界社会

は地域的集団の否定の地盤の上に立つ。世界社会として求めらるるものは全地域に渡ると

ころの統一であり、すべての地域に亘るところの統一であり、すべ ての地域に亘りて生存

するものの残るところなき集団化である。人類社会として求めらるるものは地球の全市民

の国籍と民族とを異にするもののそれらの際に拘はりなき個人的親和である。前者に於て

求めらるるものは、積分的なるもの巨視的のものであり、後者に於て求めらるるものは、

微分的なるもの微視的なるものである。（高田 1949: 8）」

　「世界社会」と「人類社会」という把握は、彼が有した社会学的学問背景と経済学的なそれ

とに、対応している。その上で問題なのは、彼が、この両者の違いを的確に指摘しつつも、二

つを同一のもの（より正確には、「世界社会」）として扱った点にある。後述するように、近代

日本の世界主義は、「国家を越える世界」から、「個人からなる世界」への転換をみせた。つま
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り、「世界社会」から「人類社会」への転換である。このなかにあって高田は、どちらかとい

えば後者をより支持していた。だが、にもかかわらず彼は、「人類社会」ではなく「世界社会」

という言葉を選んだ。実際、彼の世界社会論は、「国家を越える世界」と「個人からなる世界」

とが混在しており、それゆえの混乱も起きている。この混在は、当初社会学者としてキャリア

を始めた高田が、生涯を通じては経済学教授であり、その前提として近代経済学における個人

主義をとった事情が反映された結果と考えられる。この線に沿って、彼の掲げた「世界社会」

と「人類社会」とを、いま少し掘り下げてみたい。

　まずは「社会学者・高田保馬」の視点である。彼の世界社会論は、自身の社会概念から発展

して提起されたものである。そのため、高田社会学における基本原理を把握することが、まず

必要になる。彼によれば、社会とは個人間の結合である。この結合は、各個人が共に近くにあり、

交流することを望む欲求（これを「群居の欲望」という）から成り立っている（高田 1922＝

1949: 49―52）。社会には、ただ集まることを目的とした社会（基礎社会）と、何かの目的を達

成するために集まった社会（派生社会）とがある（高田 1922＝1949: 104）。重要なのは前者

たる基礎社会である。結合そのものが目的だからである。

　ところで、この「基礎社会」は、（ア）近しい土地に住むもの同士の社会（地縁）か、（イ）

遺伝的に近しいもの同士の社会（血縁）のいずれかから成立する。そして、高田において世界

社会は、この「基礎社会」が世界的に拡大されたものを指す（高田 1949: 1―2）。基礎社会の世

界的拡大は、次の三つの事情を伴う。すなわち（A）社会内部における 成員の個別化と、社会

間における同質化の同時進行、（B）類似による個人の連帯から利益を媒介とした個人の連帯

へ移行する「利益社会」化、（C）予測や技術に関する人間の力（これを「理知」という）の

発達（すなわち、社会の理知化）で ある（高田 1949: 第6章）。世界社会化は、これら三つの

現象が世界大の規模で展開されることを意味する。

　しかし、このような考えの前に立ちはだかるのは「経済学者・高田保馬」の視点である。こ

こでは、彼の提起する世界社会以上に、個人からなる「人類社会」的側面が強調される。重要

なのは、彼のいう「人類社会」的側面が、経済現象を通してもっとも明確に表わされる点にある。

これは、とりわけ次の二点から伺える。第一に、彼が、経済をあくまで個人間で繰り広げられ

る「物資の獲得と調達の総体」みていることであり（高田 1949: 117）、第二に、したがって彼

のいう個人がいきおい「経済人」として想定される点である。彼にとって、「経済人であるこ

とは超国家人であり（...）世界人である（高田 1949: 134）」。高田は、そのような個人間で物

資のやり取りを行うことが経済の根本であり、それが世界的な規模に拡大することこそ「世界

経済」であると考えた。そして、この世界経済を行う場として「世界社会」を構想したわけで

ある。世界経済を基礎とした世界社会という考えは、戦前、田中耕太郎の著作『世界法の理論』（田

中 1931）が、既にかなりの程度議論をしていた。ただ 、田中が「商法の統一」という現象を糸

口に世界社会を解明しようとしたのに対し、高田は世界経済を支える人間に着目して、その世

界的拡大として世界社会を理解した。
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　かくして、高田の世界社会論は、自由主義経済思想の産物へと変貌する。これに加えるかた

ちで、彼は、自由主義経済を世界的に推進するための制度を説く。高田の制度論には興味深い

考えが二つ含まれている。まず、経済活動を行う以上、その主体の整備する制度は同一の機

能を有すること、つまり各国の経済制度が、自由主義を基調に類似してゆくことである（高田　

1949: 137―147）。第二は、彼の提起する世界的な経済制度とは、事実上ブレトン・ウッズ体制

と同じである点である（高田 1949: 145, 245―246）。こうして彼の人類社会は、 自由主義経済体

制の下、経済人によって形成されていく社会として、再構想されることになる。

4　田畑茂二郎と（反）世界政府の思想

　田畑茂二郎（1911―2001）は、横田同様、戦前から戦後にかけての代表的な国際法学者であっ

た。退官まで京都大学で教鞭を執った。彼は世界主義者ではない。むしろ、一方で国際関係を

重視し、英国学派に近い立ち位置をもちながら、戦時中には「国際秩序の多元性」という考え

をもってかなり時局に接近した存在でもあった。そのような田畑は、戦後、横田や高田とは少

し異なったかたちで世界主義へ接近する。世界主義を批判しながら、その内容を国際関係のチャ

ネルを経由して換骨奪胎したのである。そこで、田畑の見解をみる前に、換骨奪胎された世界

主義が何であったかを見ておくことにしたい。すなわち、世界政府論である。

　世界政府の思想は、他の二つの世界主義と比べても歴史が長い。にもかかわらず、それが全

面的な開花をみたのは第二次世界大戦以降である。とりわけこの時期固有の背景となったのが、

原子爆弾に代表される核兵器の開発と、ガンディーに代表される非暴力運動の成功であった。

前者は戦争の、後者は平和の象徴となり、後者を方法に前者を克服するという論理で世界政府

論が展開される。学問的に言えば、前者に立脚して世界政府を唱えたのは科学者であり、後者

は哲学者であった。アインシュタインとラッセルによる共同声明はその結実である一方、それ

より少し遡って世界の世論に影響を及ぼしたエメリー・リーヴスの著作『平和の解剖』は、世

界政府という着地点を示した点で一つの回答であった（リーヴス 1946）。そのなかで、日本に

あって世界政府論へ決定的な推進力を与えたのは、広島、長崎、第五福竜丸という三度の被爆

体験であった。厳密に言えば原水爆禁止の運動と世界政府の運動は同じではない。しかしそれ

は、なおも、人類的危機に瀕し、「最後に頼るものとして人間の理性に頼ろうとしている（谷

川　1949＝1977: 35）」という点で多くの共有点をもっていた。かくして、戦後日本は世界政

府論が育つべくして育つ土壌を備えていたことになる。科学者のサイドからは湯川秀樹や武谷

三男、坂田昌一が、哲学者のサイドからは谷川徹三がそれぞれ代表し、両者の結節点に稲垣守

克が立つという構図ができあがる。稲垣は、戦前国際連盟事務局に勤め、アインシュタインの

日本訪問時に通訳として同行し、リーヴスの書籍を翻訳した人物である。そのような彼の議論

（稲垣 1964）は、実際のところ、連盟での経験とアインシュタインやリーヴスの思想とを融合

した以上にみるべきオリジナリティは少ない。にもかかわらず、日本における世界政府論の典
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型はなおも彼においてみいだされるのである。

　ではその上で、田畑は世界政府論の何を批判し、いかに換骨奪胎したのか。田畑の姿勢はま

ず、観念的な世界主義の排除というところから始まる。その発端は戦前の論文「国際法受範者

としての国家と個人」（田畑 1939）に求められる。この論文で彼は、国際法において個人が主

体となる可能性を一般的に斥けた。戦後になると、著書『世界政府の思想』や論文「世界連邦

と現代国家」（田畑 1955）、「世界連邦論の現代的意義」（田畑 1957）が公にされ、世界政府論

という考えが重要な指摘を含みつつも、観念的・抽象的に過ぎる点で受け入れられないと論じる。

　世界連邦論の拙速な成立を批判した田畑は、世界が「主権国家からなる社会」という基本認

識をもっていた。しかも、その国際社会の基本的原理を考える際、グロティウスではなくプー

フェンドルフに注目した点で、彼の国際社会観は一つの特徴を備えたことになった。戦後すぐ

の著作『国家平等観念の転換』（田畑 1946）で 、田畑は、プーフェンドルフが「ストア以来ヨーロッ

パの伝統的な思想となっていた人間の自然的平等の思想を、国際関係に類推適用（田畑 1946: 

139）」したこと、反面彼の哲学的土台はホッブズに求められること、そしてその点で彼の議論

は「合理主義的原子論的」であることを論じた（田畑 1946: 157）。英国学派に典型的なよう

に、「主権国家からなる社会」の思想的基盤はグロティウスに求められがちである（Bull 1966

＝2000）。そしてグロティウスが中世的性格を自らの議論に残した以上、それを参照した英国

学派についても、近代的な側面と中世的な側面とが混在することになる。田畑は、プーフェン

ドルフに全面的に依拠することでこの問題を乗り越え、より近代的といえる近代国際社会の思

想的背景を描き出した。そしてこの点が、彼の国際主義が自らの殻を破って世界へと拡大して

ゆく契機となる。

　田畑の思想を追う限り、彼が世界主義者であったと考えるのは、一見難しく思われる。しか

し彼は、抽象的・観念的世界主義を批判する一方、現実の事態が一つの世界主義的状況を生み

出しつつあることを、かなり早くから察知していた。戦前から戦後にかけて、この点は、「国

際法における国家と個人との関係」という問題によって表わされる。先述したように、たしか

に彼は、「国際法受範者としての国家と個人」において、個人の国際法主体性を一端斥けた。

しかし議論を丹念に読むと、彼の斥けたのは、個人と国家を超える法とを直ちに直結する傾向

であったことがわかってくる。そして彼は、個人の台頭が国際法において「根本的な変化」を

表わしていることについては、むしろ進んでこれを受け入れたのである。こうした態度を読み

取れるのが、戦後間もなく発表された論文「外交的保護の機能変化（一）（二）」（田畑 1946―

47）、ならびに「国際法における国家と個人の関係の変化について」（田畑 1947）である。二

つの論文を通して、彼は、「個人の出訴権制度」 に注目する。これは、ある外国において個人

が危害を加えられた場合、自国を経由することなく、国際法に基づき、直接、あらかじめ設置

されている特別な国際裁判所に法的措置を求めうる制度をいう。彼は、この制度の発展が、国

際法における国家と個人の関係に「根本的な変化」をもたらすものではないかと考えた。そして、

「国際法受範者としての国家と個人」において出されたものとほぼ真逆の結論を下すことになる。
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　世界政府をめぐる問題にせよ、国際法における個人の問題にせよ、これらを論じた田畑の背

景にあったのは、拙速な世界主義を避けようとする姿勢であった。その上で、戦後すぐの時期

は、彼にとって、次第に抽象的・観念的・楽観的ではない、別個の世界主義へと注目を始める

ものとなる。この時期、彼の国際主義を世界主義へと発展させていった現象こそ、国際人権の

本格化であり、それを支持する制度の世界的発展であった。かつて彼の注目した「個人の出訴

権制度」は、彼自身認めるように、第二次大戦の終わりまでに、ほぼ終焉を迎えていた。これ

に代わって田畑の注目をひいたのが、世界人権宣言にはじまる人権保障制度の発展だったわけ

である。田畑は、人権制度の発展が、彼のいう、国際法における国家と個人の関係を「根本的

に変化」させる現実の事態であると考えた。そしてそれが、実際の世界政治の中でいかに展開

されていくかを丹念に見ようとした。その成果は、著作『世界人権宣言』（田畑 1951）や『人

権と国際法』（田畑 1952）となって表れることになる。しかし、人権保障制度の発展に裏付け

られた「根本的な変化」に関する彼の考察は、世界主義と呼ぶにはあまりにも控えめであった。

実際、田畑の人権論は、彼の世界政府論批判とほぼ同時期、並走して公にされている。したがっ

て、田畑の世界主義は未完であり、あるいはその傾向をなおも退けたとみてよい。にもかかわ

らず、彼の向いていた方向は、長い目で見ればなおも世界主義へとつながる内容であったと考

えられるのである。

5　考察―世界主義の変貌と「優しい全体主義」

　小論は冒頭で、これまで挙げてきた三つの超国家思想が順を追って変貌したと指摘した。「変

貌」という言葉で何を意味するのかが、当然問題となる。要約を兼ねて敷衍するなら、それは、

横田の世界国家論が次第に説得力を失い、代わって、高田の世界社会論や、田畑の国際人権論

が勢力を伸ばした状況を指す。言い換えるなら、「国家を越える世界」という考えから、「個人

からなる世界」という考えへと、世界主義の本質が転換したことになる。前者を代表するのは

横田であり、後者を代表するのは田畑である。そして高田は、両方の考えを持っていた（社会

学的側面は前者、経済学的側面は後者）と同時に、前者から後者へと大きく舵を切ったという

ことになる。

　世界主義が「国家を越える世界」を意味する場合、そこでは文字通り、国家との関係が問わ

れることになる。つまり、国家よりも広い政体を希望し、構想し、実現しようとしているか否か、

また国家や国家主権は絶対性を持つかどうかが問題となる。つまり、国家と国家主権とを比較

の軸として世界主義を考えようとする発想は、ドイツ国家学から発展した「近代政治学（蝋山

政道の言葉による）」の延長線上にある。国家と国家主権とをどう考えるか、それを政治現象

におけるフォーカル・ポイントとみるか、あるいはそのような絶対視の姿勢を批判し斥けるの

か、といった問題が、近代政治学における中心課題であった。これと本質的に同じ問題が、「国

家を越える世界」の可能性を考えるにあたっても論じられたわけである。これに対し、横田は
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ケルゼンに依拠しつつ法学的国家論的な回答をし、高田はテンニエスやスペンサー等を引用し

ながら社会学的国家論的な回答をした。これは、政治学における国家概念論争そのままである。

国際政治学における世界主義の問題が、国家概念論争の延長戦だったと述べた所以はここにあ

る。

　その上で、近代日本における世界主義の変貌を考える際、重要なのは、この「国家を越える

世界」という考え方が限界に直面したところにある。法学的国家論の立場をとるにせよ、社会

学的国家論の立場に立つにせよ、仮に国家と国家主権の絶対性を斥けて世界主義を論じる場合、

最後に問われるのは、それがいかなるかたちで具現化されるか、つまり制度の問題である。横

田はこれに対し、「国際組織法」の体現する「国際連合」という回答を出した。しかし当の国

連は冷戦にあって機能不全に陥り、世界国家を体現しているとはいえない状況にあった。しか

も、ケルゼンの議論によるなら、重要なのは、根本規範を頂点とする統一的法秩序が規範世界

において存在しているかであり、それが現実世界において尊重され、効果的に機能しているか

という点ではなかった。つまり横田の議論は、現実の如何にかかわらず、常に既に成立済みだっ

たわけである。他方高田の場合、横田同様国連の可能性に注目はしていたものの、それに対す

る踏み込んだ言及や評価は、時期尚早という理由でなされなかった。むしろ彼の注目していた

のは、戦後政治ではなく自由経済を支える制度であり、また、「国家を越える世界」ではなく

「個人からなる世界」の制度であった。このような状況にあって、「国家を越える世界」に立脚

した議論は、次第に説得力を失ったわけである。

　これに追い打ちをかけたのが、田畑による世界政府論批判であった。同時に、田畑の国際人

権論が示唆したのは、「国家を越える世界」とは別の世界主義であった。そこに広がる世界は、

「個人からなる一つの世界」で ある。ここで 、二つの世界は、世界主義自身が何を目的とするか

という点で全く異なる目標を掲げていたことに注意しなければならない。前者では、「世界の

地理的な統一」 が求められる。そして後者では「個人の尊厳の実現」が求められる。「個人か

らなる世界」は、「国家を越える世界」にはない強みを持つ。それは、個人の尊厳にさえ注意

を払う限り、世界の地理的な統一も、また国家を越えた政体の樹立も、ともに不必要だという

点である。この場合、世界主義であるにもかかわらず、国家や主権の変容という難題に取り組

む必要も、またなくなる。

　加えて、田畑は、高田の提唱するような「経済人」主体の「世界社会」についても鋭い批判

を加えることになる。自由主義経済を基調とする世界社会に対して 彼の唱えた異議とは、自

由主義経済が一部の国にしか恩恵を与えていなかった現状であった。彼は『世界政府の思想』

（田畑 1957）のなかで、自由主義経済の発展とは「国際的独占資本の世界的浸透」で あり、そ

れが多く擁護する「相互依存」も、現実には「一方の他方への隷属の傾向を多分にはらんでい

る」点を指摘する（田畑 1957: 199）ここにあらわれた途上国に対する視線は、1970 年代に頂

点を迎える、第三世界諸国による新国際経済秩序とそれに付随する国際法上の諸問題（例えば、

「天然資源に対する永久的権利」概念）に関する分析として、後に結実してゆく。
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　ところで、田畑が批判を加えた世界政府論も、連盟支持の議論と同じわなに陥っていた。つ

まり、一方では「個人からなる世界」を提唱しつつ、その実現を、「国家を越えた世界」の制

度たる世界政府に求めたわけである。これとは逆に、田畑の国際人権論は、そのような「国家

を越えた世界」の制度を形成することに対して常に警戒的だった点で特徴的であった。しかし

より重要なのは、彼の議論が、こうした現状維持的側面を保ちつつ、世界主義の方向性を放棄

していなかった点である。戦後田畑が注目し続けた「人権」の主体とは、「経済人」以上に「個人」

であり、「個人の尊厳の実現」を端的に表現したものでもあった。しかし彼は、国際法学者と

して、あくまで現存する制度を使った実現を目指したわけである。しかしその後、国際人権体

制を支える条約数は増加し、人権の示す内容は拡充された。世界人権規約に代表されるように

個人と国際法とを直結させる制度（個人通報制度）が導入され、人権保障における国際機構や 

NGO の役割も一層重要となった。人権保障をめぐるこのような発展の事実は、田畑の掲げた「個

人からなる世界」が 、近年においてようやく現実化してきたことを示している。かくして、日

本における世界主義の変貌は、戦後足掛け 50 年近くを経て一通り完了することになる。

　それでは考察の最後に、小論の冒頭で掲げた第二の議論を再び取り上げてみよう。三つの超

国家主義のどの部分に、「優しい全体主義」が存在したか、である。繰り返しになるが、「優し

い全体主義」とは、狭間にある日本が、西洋と東洋という裂け目の上に屹立して、両者を超越

する格好でみずから普遍性をかたるさまをいう。この思考は、結果として日本が優しく普遍主

義を語ったということや、それが他の世界観を退けるという点で全体的性格を持ったというこ

ととは別の部分に求められる必要がある。つまり、世界という言葉をもって全体を表現しよう

とした日本が、「狭間」にあるという自らの位置をどう積極的に位置付けようとしたかに、注

意すべきなのである。これまで紹介してきた三つの超国家思想は、いずれも西洋からの輸入品

であり、その意味で日本が生み出したものではない。横田の思考はケルゼンの延長であり、高

田の議論は自由主義経済理論の延長にある。そして田畑の議論を遡るなら、それは概ねハー

シュ・ローターパクトに行き着く。それだけではない。小論で取り上げた三つに匹敵する影響

力をもったマルクス主義的世界観や、「大東亜」を軸とした多元的世界観さえも、それぞれマ

ルクスやシュミットのような先行思想の延長にある。つまり日本における超国家思想にあって、

オリジナルなものはほとんどない。にもかかわらず、日本における上述の思考が、輸入される

以前に英米独などで生み出された考え方と異なる点があるとすれば、それは、日本自身がそれ

らを輸入し消化し、役立てようとした理由そのものに求められる必要が出てくる。「狭間」と

いう状況は、この理由を物語る背景として欠くことができない。

　その上で示しておくべきは、それぞれの思想のどの部分に、「狭間」の思考が写っていたか、

である。狭間を表現するのに「世界」という言葉を使う点で三人は共通しているが、「それが

何の世界か」という点で、三人の提案は分かれる。つまり、横田の場合は法、高田の場合は経

済、田畑の場合は人権である。ポイントは、三者がいずれも政治と対極に位置づけられている

ところにある。法の支配は人の支配（たる政治）の反対にあり、経済現象は政治現象の対極に
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ある。個人に注目する人権は国家に注目する政治とは別物である。つまり三人は、それぞれに

脱政治的・脱国家的価値を掲げ、これをもって自らの超国家思想の中心に据えたのである。

　しかし、そうして一旦政治的・国家的要素を脱色した後、改めて日本を再挿入しようとする

点にも、注意する必要がある。この色がもっとも鮮明なのは横田である。「全世界的な特色」

をもつ平和憲法を掲げることで、日本が「四等国」から「一等国」になるという思考（横田　

1947: 第5章）は、平和憲法を国際政治的力の「無」と考えるなら、その無が世界全体を包み

それを体現した日本が世界に超越する、という構図へとつながることになる。その結果とし

て、「国際社会における名誉ある地位」が得られる（横田 1946: 4）（4）。世界政府論も、概ね似た

傾向を辿っている。一方、高田の場合この傾向がもっとも薄いのだが、これは高田が戦前、国

家ではなく「民族」に日本を求め、単なる民族主義を超えた「広民族主義」を提唱した（高

田 1942: 138―145）ことで、結果的に時局を支持したことへの反動だと見てよい（実際、高田

は戦後公職追放された）。とはいえ、民族が自身の民族主義を打ち破り、戦争や強制に訴えて

社会を世界大へ拡大してゆくとするテーゼ自身は世界社会論においても健在であり、むしろ高

田社会学の根本であり続けた。その意味で戦後の高田は、日本のあり方について声高にならな

かったという方がより適切であろう。似た傾向は、戦中に「多元的秩序」を擁護し、「国家平

等原則」に疑問符を打った田畑が、戦後拡大する国際人権に対して若干の不安を見せたところ

（田畑 1952: 130―134）にも見出せる。ここで表れる横田と高田・田畑の温度差は、ほぼそのまま、

日本が「世界」をどう表現すべきかに対する違いの反映である。高田と田畑は、ヨーロッパ主

導の世界主義に対する留保を考えるというやり方で、普遍性を表現した。それは学問的方法と

して東西から離れた「無」の表現であった。一方横田は軍国日本を一掃し、戦後的価値を普遍

的価値として掲げるという、単純明快な王道で表現した。それは政治的権力の「無」という表

現であった。前者はその方法において日本が西洋的価値に偏らない路線を取り、後者はその内

容において日本が真に普遍的価値を掲げるという軌道を選んだ。双方のベクトルは大きく異な

る。にもかかわらず、その特徴として両者が一種の普遍主義を狙っていたこと、そのための言

葉として「世界」を選んだこと、そして内容上、あるいは方法として、西と東を架橋し、どち

らにもつかないという「無」の姿勢を意識していたことはうかがえる。その意味で、近代日本

における超国家の思想とは、じつはすぐれて、近代国際社会における日本という国家のアイデ

ンティティに関わるものだったわけである。

（4） ちなみに、この真逆を行ったのが、田岡良一や高山岩男によって示された「中立日本」の構想である（田

岡 1950、高山 1968）。だが、この立場においても、中立という政治権力の「無」を設けることで、日本を

世界全体の上に屹立させようとする思考が働いており、その意味で横田と方向が逆であるにもかかわらず、

性格に違いがない。
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おわりに

　小論は、主に第二次世界大戦前後に的を絞って、近代日本における超国家思想を概観した。

世界国家、世界社会、世界政府という三つの類型を通して明らかになったのは、だいたいの流

れとして「国家を超える世界」から「個人からなる世界」への転換が存在したこと、また、類

型のいずれにかかわらず、背後には、東西に跨って屹立する日本が想定されたことであった。

ここでいう日本とは、東西の裂け目にたち、宗主国と植民地の間にたち（実際には宗主国であっ

たことはいうまでもない）、「一等国」と「四等国」の間をさまよった日本であった。そしてそ

のどちらかにつくことを拒んだ日本でもあった。その意味で日本の位置とは「どちらでもない」

という意味での「無」であり、にもかかわらず、どちらにも属さないがために両方を包括でき

るという全体であった。本稿で扱った横田・高田・田畑という三人が、この「無存在の全体」

の描き方をめぐって立場を異としたこともわかったが、それでもなお三人が、「無存在の全体」

という思考自身を前提としていたことも明らかになった。小論は冒頭、超共同体が思考の産物

であるという仮定を設けている。これに立って要約すれば、三人にとっての超共同体とは、無

存在の全体たる日本という思考だったことになる。ここに、普遍主義がひとつの政治共同体と

齟齬なくつながるとする、若きマイネッケの描いたドイツ像が重なる。

　ところで、国家を軸に発展した近代日本の政治学は、丸山の言葉を借りるなら、「下剤」を

使って「虫下し」された存在である（蝋山ほか 1950＝1968: 320）。そうした政治学は、戦後、

蝋山自身によって、「国家から政府へ」の焦点移動（蝋山　1949＝1968: 312）という新しい

課題と段階が与えられ、一方それに伴って、丸山の批判も「役ずみ（蝋山ほか 1950＝1968: 

320）」となった。では国際政治学はどうか。少なくとも本稿が振り返った限り、戦前と戦後を

分け隔てうる明確な分水嶺は見つけにくい。政治史的に言えば、大戦の終焉と国際連合の設立、

そして冷戦の勃発と、戦前と戦後を画する出来事はいくつか存在する。学問としての国際政治

のあり方自体をみても、戦後登場したモーゲンソーの『国際政治』が明確な自律性と科学的性

格を宣言するに及んで、戦前と戦後での転換を示唆することになった。にもかかわらず、国際

的営みにおける自己と他者（環境）をめぐって、構図はなんら変化していないかのように思わ

れる。それは結局、国際政治におけるアイデンティティをめぐる問題に終着することになる。

近代国際政治において、自己とはなにか。世界とはなにか。それには、丸山がかつて行った

研究と、同じタイトルとはなりえても全く異なる分析が新しく必要となるだろう。すなわち、

「超
スープラナショナリズム

国家主義の論理と心理」である。
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