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1．はじめに

ある特定の地域をめぐる国際関係を秩序の観点
から分析することは可能か。国際関係には，グロー
バルな国際秩序と地域的な国際秩序があり，それ
らは互いに連動しつつも，地域的な国際関係は主
に後者の秩序によって規律されているのではない
だろうか。あるいは，地域的な国際秩序は絶えず
国家間の交渉によって変化し，それによって地域
における国際関係のダイナミクスが生まれている
のではないだろうか。こうした問いは，筆者が研
究する北極海をめぐる国際関係を調査する中で生
まれてきた問いである。

国際関係に関する諸理論は色々あるが，その中
で，秩序の問題を体系的に論じるものに「英国学
派（English School: ES）」がある。英国学派の特
徴は国際政治を「国際社会（International Society）」
として認識することにある。国際社会は，国家を
主要なアクターとするグローバルな社会であり，
そこでは，国家が国際関係に携わる上で規則や受
け入れられた行為規範を集合的に形成する 1 。英
国学派はその理論的主張から日本国内では「国際
社会論」と呼ばれてきた。

国際社会の観念はネオリアリストの国際システ
ムと対比されることが多い。国際社会を国際シス
テムから区別する根拠となるのは「秩序（order）」
の存在である。秩序なしでは国際社会の存立は不
可能である。社会の無い世界は，終りのない無秩
序と紛争がつづく世界である。そこでは，文明的・
文化的な生活は期待できない 2 。秩序は一般的に
社会のコモンセンスとしての性格を有するが，特
定の価値判断が介在し，このことは秩序を主張し
ている国際社会論に対する批判にもつながってく
る。

本研究ノートでは，まず国際社会論において秩
序の問題を論じたヘンドリー・ブル（Bull, Hedley）
の議論を整理する。その上で，ブルの秩序の議論
に対する批判を取り上げることとする。秩序に対
する批判は，大別して，その定義に関するものと
秩序と正義の関係に関するものがあるが，今回本
研究ノートでは，定義に関するものを中心に取り
上げることとする。

2．H.ブルと国際秩序

国際社会論において秩序の問題を体系的に論じ
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Without international order, there is no international society, but timeless chaos and conflict. This research paper 
describes the conceptions related to international order, which is argued by Hedley Bull, one of main figures in the 
English School, and also deals with critics on the concept of international order.
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たものにH.ブル著『アナーキカル・ソサイエティ』
（1977年刊行）3がある。ブルは1980年代に活躍し
た国際社会論の論客の中心人物の1人である。『ア
ナーキカル・ソサイエティ』は，ブルがその序論
で書いているように，3つの問い，すなわち1）世
界政治における秩序とは何か，2）今日の主権国
家システムでは，秩序はどのようにして維持され
ているのか，3）主権国家システムは，依然とし
て，世界秩序への発展可能な道を与えているのか
といった主題に解答したものである 4 。

ブルが国際秩序を論じる動機は何であったのか。
それは，自身が序論において述べているのでここ
で引用しておく。

「本書で展開されている世界政治おける秩序につい
ての考え方は，国際法や国際機構に，主要な重要
性をおいたものではない。事実，それとは独立し
て存在できるもの，実際に存在してきたものとし
て，秩序を取り扱っている。たしかに，秩序の維
持は，規則に依存している。さらに，（他の複数の
国際システムとは対照的に）近代国際システムに
おいては，国際法の地位を有する規則が，秩序維
持の主要な役割を果たしてきたとも本書は論じて
いる。しかし，国際秩序の存在を説明するために
は，法たる地位をもたない規則の役割を確認しな
くてはならない。また，国際法規則がなくても，
将来さまざまな形の国際秩序が可能であろうし，
実際，過去において存在してきたことも，承認さ
れるべきである。国際法から導かれる『秩序ない
し共存の規則』と，むしろ国際政治の領域に属し，
国際法からは導かれない規則とを，ともに共通の
焦点にすえることを怠っている点にこそ，今日の，
我々の世界政治理解の一つの欠陥があると信ず
る」5 。

ブルによれば，様々なレベルにおいて秩序があ
るが，国際関係のレベルでは「国際秩序（international 
order）」が存在すると述べる。国際秩序とは，「主
権国家から成る社会，あるいは国際社会の主要な
基本的目標を維持する活動様式」のことである6 。
ここで基本的目標とされるのは，国際社会のそれ
自体の維持，各国の独立と対外主権の維持，戦争

の発生が抑制されている状態としての平和，社会
生活の共通目標である暴力の制限，約束の遵守，
所有の安定等である。すなわち，国際秩序とは，
これらの基本目標を維持するための行動様式とい
うこととなる。

この定義からわかるように，国際秩序の存立基
盤は国際社会の存在である。ブルがいうところの
国際社会は，以下のとおりである。

「『主権国家から成る社会』（あるいは，国際社会）
が存在するといえるのは，一定の共通の利益と共
通の価値を自覚した国家集団が，―――その相互
関係において，それらの国々自身が，共通の規則
体系によって拘束されており，かつ，共通の諸制
度を機能させることに対してともに責任を負って
いるとみなしているという意味で――― 一個の社
会を形成しているときである」7 。

この定義に示されているように，国際社会の基
本的な構成要素とは，国家，共通の利益・価値・
規則・制度である。ブルは，国際秩序の存在を決
定する因果的要因として，「規則（rules）」と「制
度（institution）」が重要であると指摘している8。

規則とは，ある行動が国際社会の基本的目標に
一致するのか否かについて指針を与えるものであ
ると定義している 9 。それは，国際法，道義的規
則，慣習もしくは確立した慣行の地位，正式合意
もなくあるいは口頭による通告さえなしに生み出
されたたんなる行動原則やゲームの規則であると
述べている 10 。このように規則の範囲は極めて広
いが，ブルは，その中でも核心部分の規則複合体
として根本的（構成的）原則，共存の規則，協力
規則を指摘している。

まず，根本的（構成的）原則であるが，これは，
「国家をその社会の構成員として，また，その社会
内部で政治的機能を果たす権限を認められた構成
単位として，承認する」ことを定める国際社会の
観念のことである 11 。ブルによれば，こうした原
則は複数の基本的国際法規則に含まれているとさ
れる。

次に，共存の規則は，国際社会の構成員の共存
のための最低条件を提示するものである 12 。こう
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した共存の規則には，暴力を制限しようとする規
則，国家間の合意に関する義務履行の規則，各国
家の管理や管轄権を安定化させるための規則等が
含まれている。例えば，「合意は拘束する（pacta 
sunt servanda）」は国家間の合意に関する規則で
ある。

3つ目の協力規則は，共存のために必要なもの
を超えたものであり，国家間の協力を規律する規
則の複合体をさす。これには，政治的，戦略的，
社会的，経済的性質の協力を促進する規則が含ま
れる 13 。

次に制度の定義について見ていくこととする。
ブルがいう制度とは，規則を実効的なものにする
ものであり，そうした制度として，まず国家を指
摘する 14 。国家は，国際社会の規則を執行するか
らである。国家以外では，勢力均衡，国際法，外
交のしくみ，大国による管理システム，戦争もこ
うした制度として指摘されている 15 。これらは，
いずれも国際社会の政治的機能を果たす構成員の
協力に実体性と永続性を与え，構成員の共通利益
を見失う傾向を抑えるに役立つからである。ブル
のいう制度の定義の特徴は，それが組織や行政機
構を指していない点である。

3．国際秩序の定義についての批判

ブルによって提示された国際秩序の概念につい
て建設的批判を提出した人物にバリー・ブザン

（Buzan, Barry）がいる。ブザンによる批判は国際
秩序に限定されたものでなく多岐にわたっている。
ここでは，簡単ではあるが，国際秩序との関連で
重要なものだけを取り上げることとする。

国際秩序の定義に関するブザンによる批判は，
ブルの制度の定義についての批判が中心となって
いる。ブザンによれば，ブルの制度の定義は，制
度の構成要件が不十分であること，何を制度に含
めるのか，また含めないのかについての基準を設
けていない 16 。ブザンは，制度の概念を精緻化す
るために「1次的制度（primary institution）」と

「2次的制度（secondary institution）」に区別した。
ブザンによれば，1次的制度とは「国家間社会の
構成員が一般的に有する価値に根差した規範，規

則や原則の組み合せを体現する，持続的かつ受入
れられている共有された行動のパターン」を意味
する 17 。1次的制度に相当するものは，主権，領
土，外交，勢力均衡，人民の平等，人民の不平等，
交易，ナショナリズムである 18 。

これに対して，2次的制度は「ある種の国際社
会の類型―――最も典型的には自由主義的だが，
他の類型もありうる―――の産物であり，大部分
は国家によって意図的に設計されたもの」を指
す 19 。このカテゴリーに当てはまる制度は，いわ
ゆるリベラリストによって主張されるレジームに
相当する。レジームとは，必ずしも明示的なもの
ばかりではないが，端的に言えば国際組織や国際
協力のことである。
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