ことを本稿では検討する｡

本稿の意識で亭えば｢開かれた境界線｣という志向性‑が､マイノリティの再生産を行李つ当のもである､という

また本稿では､｢政治空間｣を国内政治空間ではな‑､国境を準えた国際的な政治空間‑すなわち｢国際社会｣と

ティや他者への排除をな‑す'または軽減し得る'というこになる｡しか､そうではなく境界線を克服する‑

いる‑と考えられている｡これを論理的に類推すれば'境界線をな‑すこと､境界線を乗り越えることが'マイノリ

ちマジョリティとマイノリティを分かつ線が存在し､それによってマイノリティという｢他者｣が排除･再生産されて 再生産しているのかを検討する､ということを意味しているo通常､マイノリティとは境界線の政治産物‑すなわ

一はじめに ‑境界線と境界

このとは'境界線が生み出す｢他者｣としてのマイノリティに照射し､境界線の政治が如何にマイノリティを生産･

(85) Zbtd,pZ38.

本稿の目的は､政治空間の変容を､それ形作っている境界線または境界の政治学の位相から考察することにある｡

(8) DenlS derot,PD(.p234

(g)Deni.sdrot,ObseLatio7WSLrleNakz,OPp40A

(Sg)DerLidot,MeJmirspouCatfwn7WJZ】MC,p.235

(a)Zbid.,p 6301

(8)Zbtd.,p630.

(7)Denisdrot,SupleJ7W邑a)OygdeBouinvL,DPVXtp605.

(7)DeniSdrot,LeR^vdJAlembrt,DPVX]l】pL071

(7)ギリスピー｢科学思想の歴史』島尾永康訳､みすず書房､一九六五年､二責｡

(76) DenisDderot,LZmten)r/taiondelanture,DPVIX,p.76･

し‑必然的でありーひとし‑普遍的かつ全体的な自然の中にある｣(ZbidA,p.)380

(‑)

ボーダー二フィン フロンティア
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考において彼らの所論が如何なる示唆を与えているのか､そ意義と限界を詳らかにするところにあるからである｡

て持ち得皇息義を検証･評価することにあのではなく'｢国際社会と境界線(及びそこにおけるマイノリティ)｣という思

ない｡ぜらば､本稿の趣旨は'三者の議論が当該分野‑すなわち､政治哲学社会､文化人類学等1におい

えられる｡また予め断ってお‑と､本稿では上記三者における学問領域上の議論は､基本的にはそれほど踏まえてはい

対照することは､｢国際社会とマイノリティ｣という問題設定を規範的に考究するという本稿の目的と適合であると考

界線･境の変容という問題意識から出発し'それぞ異なった見取‑図を措いてる｡そのため'彼らの所論を比較

となる議論を比較対照し､その上でマイノリティについての思惟が如何にして語られいるのかを検討する｡

わち'アンーニオ･ネグリ､ジムンー･バウマン'アイワ･オングの三者‑に着眼する｡三者は共に国際社会と境

方法論としてはマイノリティについての具体的事例を精査するのではな‑､(国際社会における)境界線の思考として｢型｣

惟が､国際社会に関する思考に如何なる影響を及ぼしているのかを評価する'というこを合意する｡つま‑､本稿の

当化され得るのかを検討するのが本稿課題である‑このとは､境界･ 線の理念やマイノリティについての思

みるのではな‑'国際社会という規範においてマイノリティが生み出される言説は､如何にして生まれ､如何にして正

｢概念｣として検証することを試みるものである｡換言すれば､国際社会におけるマイノリティについての動態把握を試

ではない｡

である‑無論このとは､複数の実証研究を帰納して特定の理論的･普遍命題に至る研究手法までも否定するの

るというこがそも 何を意味しているのかとうこが､まずは理論的･規範に考究されなけばらないか

ずと異なった研究設計が必要となる｡ぜらば､国際社会とは如何なる政治空間で､そこにおいてマイノリティであ

という問題設定においては可能且つ有効なものだが､それを｢国際社会｣というコンテクストで行なうのあれば､自

取り巻く問題と課を検証し､そこから何かの規範的含意を導‑という研究のあ‑方は'｢国民家とマイノリティ｣ 析出するという課題においては､些か実証研究には馴染まない主題である｡国民家の制度的構成からマイノリティを

とがしば 困難となる｡このとを敷桁するならば､国際社会におけるマイノリティとは､少な‑もその規範性を

的可能性を否定するものではないが､こうした研究設計では｢国際社会｣という言説が持つ規範的拘束力を検討するこ

ての国際社会を混同しているきらがある｡このとは､単に国境を越えた社会空間を｢国際社会｣と呼ぶこの論理

の位相を必ずしも詳らかにするものではないからであるー言い換えれば､｢事象｣としての国際社会と｢規範｣し

の場合において､｢国境を越える事象‑国際社会｣と捉えており､｢国際社会｣という抽象的擬制におけるマイノリティ

によって行なうことは可能であるし､そうた研究はトランスナショル空間におけるマイノリティの位相を当程度

に把握し得るものであろう｡然るに'こした類の考察は本稿で対象としない｡うのも､かる研究はその多‑

ける)国民家間の制度的構成上で考察し､または送‑出し国と受入における社会経済的要因を実証分析すること

ことを必要する｡例えば移民研究のように､マイノリティを国民家の制度的構成ないし(多国間条約や際機関等にお

ことは'マイノリティについての動態分析に先立って､かる実践を生み出しているところのメタ規範考察を行なう

るのかを適宜把握してお‑必要がある｡

家内部'すなわち国内社会において相応するようなー具体的な制度･法的実践を必ずしも伴うのではない｡この

て抽象度の高い概念であり､異口同音に語られる国際社会という言説がそれぞ如何なる規範性･普遍を想定してい

政治的立場を正当化する規範資源として用いられ る｡すなわち､国際社会とは､それ自体が普遍性を体現する極め

定の領域を対象とする具体的な概念では‑'多の場合は｢国際社会｣という概念化を行なうことによって何らかの

ずは念頭に置‑必要がある｡第一に､国際社会とは空間的･領域概念ではない､とうこである｡国際社会は､特

呼ばれる〃場″において展開される境界線の実践‑として捉えいる｡このとを考察するにあたり､次の二点をま
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上記の問題意識に基づき､本稿では｢国際社会とマイノリティ｣を境界線･ の力学から理論的にじ､それを

そこで本稿は､境界線･ の(再)編成について､異なった思考の｢型｣を提供している三人の思想家‑すな

第二に'(これは第1の点論理的帰結であるわけだが)国際社会におけるマイノリティについての政治実践は‑国民

(3)

(2)

チ‑シブリン

モヂル
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らない｡
マイノリティの)境界線をどのように認識するかに依存している､ということになる｡ ノリティとは如何なる存在であるのか,ということの解は,それぞ の主体が国際社会とそこにおける(マジョリティと いことになる｡他方､先述のように｢国際社会｣とは空間的概念ではないため,結局のところ､国際社会においてマイ ならば､国民 家の国境を乗‑越えて､すなわち､国際社会という擬制の下では､論理的にはマイノリティは存在しいなう問題設定は二見すると語義矛盾の響きがある｡というのは,マイノリティが境界線の政治の産物であると考える
地点から出発する｡ 社会という言説とマイノリティ｣1なかんず‑マイノリティを‑･再生産する境界ないし境界線の位相1という検討する必要がある｡そこで本稿では､より厳密な意味において,｢国際社会におけるマイノリティ｣では先な立くっ｢国て際,そもそも｢国際社会｣と｢マイノリティ｣という言説には如何なる規範的可能性が埋め込まれているのかを
無論､この問いに対する解は,国際社会を如何に定義するかに かっている｡嘉で､｢国際社会とマイノリティ｣と
上記のような点を考慮するならば､｢国際社会とマイノリティ｣という主題は､考察対象を限定して行なう実証研究に
か る間讐識に基づいて本稿では先述の三者1ネグリ,バウマン,オングーの所論を国際社会と境界線という

境界線､境界,マイノリティーについて概観してお‑o 観点から考察するわけだが､本論の検証に入る前に､こ で簡単に本稿の主たる考察対象となる鍵概念‑国際社会､

数であると考えるならば､そもそも国際社会においてマイノリティが存在するのか､という問いから出発しなけれにば言成い得るのか,という問題が生じる｡また先述した点と重複するが､｢マイノリティ｣を国民 家とその境界線の関ひとつではないと うことを合意する｡その場合,その論理的帰結として､特定の集団がマイノリティであると値一観義の的多元化に伴って,アイデンティ が多様化･多層化していると言われている｡この とは個々人がもつ属性は

ことのできるマイノリティ｣と,｢語ることのできないマイノリティ｣が存在するということになる｡

れ得るからであ｡これを類推するならば､可視化されるマイノリティと不可視化されるマイノリティ､ないし｢語る

も'その属性によって暗黙のうちに､すなわ無自覚のうちに不利益を被っている集団が存在すことは容易に想定さ

ィ｣として認定された人々ということになる｡

ずとも､自らをマイノリティとして同定する集団は存在するだろうし､そも 自らをマイノリティとして認識せずと

然るにマイノリティから見れば'上記の定義では不十分である｡なぜらば'実際には｢マイノリティ｣と認定され

この二つの要因が存在することを確認した上で,｢国際社会とマイノリティ｣を考える意義を先ずは考えてみたい｡価

人々というこになろう｡そするならば､マイノリティとは､事実上'当該社会の支配的言説によって｢マイノリテ

会集団による言説実践の結果なであるから'マイノリティとはひまず､そうした言説･規範によって排除される

って絶えず生産･再されるというこになる｡先の定義で言えば､｢社会から被る不利益｣とは､かる支配的な社

ら考えれば､マイノリティとはジョ からの眼差し‑すなわち､支配的社会集団ないし的観念1によ

う観点から見た場合､さらに論点を掘‑下げて考察する必要が生じる｡

一時的なものであれ‑によって当該社会によって不利益を被っている集団と定義される｡こを境界線の引き方とい

学術的に言えば､マイノリティとは､民族･宗教二言語･文化などの｢持つとされる属性｣‑継続的なものであれ､

ためには､マジョリティとマイノリティを分ける線とはどのようなもであるのかが明らにされなけばらない｡

意味している｡そう考えならば､｢マイノリティ=マジョリティでない人々｣とうこになるが､この問いに答える

マイノリティ(Minorty)の語源は中世ラテン語のminortas或いはフランス語のminorteであ‑､｢より小さい状態｣を

『広辞苑』に拠れば'マイノリティとは､少数派･民族の謂いであり､マジョリティ(多数派)の反対語である‑
｢国際社会とマイノリティ｣という問題設定は､具体的検証に先立ってその概念を精査する必要のあ主題でろう｡

先ず､マジョリティから見た境界線とマイノリティから見た境界線の異同という問題がある｡マジョリティの立場か

二 間題設定と方法‑国際社会とマイノリティ

ヽヽヽヽヽ

(7)

(6)

(5)

ヽヽヽヽ

(4)
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民が他者との間に弁証法的な境界線･ を構成していたとうこが先ずは強調されている｡

エードが真に開かれたものであるかどうは後に検証するが)ネグリにおいては､わゆる国民家の主権とそ 体たる人

は他者を生み出し近代的主体を維持する｢境界(botmdaries)を立ち上げる機械｣というわけである.(帝国)やマルチ

に｣打ちたてようとするものであり､こにおいて主権の意味とは､内に対して人民の固有性､純粋さ外に対して

は帝国主義や近代的主体たる人民(peol)に対置されている.すなわち､人民とは｢他者たち｣との対立を｢弁証法的

｢脱中心的で領土な支配装置｣であ‑､｢たえず拡大しっづける境界(fronties)の内部に､グローバルな領域全体を

漸進的に組み込んでい‑｣のあるという｡他方､マルチユードもまた多種様に｢開かれた集合体｣であり'これ

ヽヽヽヽヽヽヽヽヽ

である｡それでは､国民家における境界と､(帝国)における境界はどのように異なるのか｡(帝国)とは'一方で

ではない｣とうこからも明 なように､この議論は彼が(帝国)と呼ぶもの境界編成の変容をまずは説くもの

〜,,,(10)

いるかのような議論が散見されるー｢国民家の主権衰退は'主権そのもが衰退したというこを意味するわけ

『(帝国)』二〇年)の議論は1見すると｢外部はもや存在しない｣ど､境界線･の存在を反証･克服して

イノリティがマルチ エードであるというわけである｡

る｡つまり境界なき(帝国)において｢ゲッ‑や(周辺)｣は内部にあるわけだが､かる内な(他者)､内なるマ

う術語は用いなが､彼好んで使うマルチエードとは､(帝国)の統治構造によって生み出された他者を意味してい

と冒ルチエード』を検討する｡周知の著作であ ､全体を網羅するのではな‑､ネダリ膨大言説の中から

境界線･ に関するもの､及びマイノリティに類するものについて検討を行なう｡むろんネグリはマイノティとい

本節ではアントニオ･ネグリにおける境界編成の所論について考察するために､主として彼の二つ共著作､『(帝国)』

三 アントニオ‥ネグリ ー マルチ ユードの境界領域

では､ネグリ､バウマン'オ グの三者の所論を検討する｡

節では､本論の検証に入る前簡単本稿の問題設定と方法について概略的な説明を試みた｡これ受けて以降の三節

用い､その上で'れらをかる国際社会の規範言説と関連において検証することが,その狙いである｡以上,本

が含まれる｡すなわち､国際社会と境界線･編成における｢他者｣を広‑含有す概念としてマイノリティ｣を

する主体､または(か国際社会の規範を原理的に考えれば)おそら‑は｢他者｣として排除されいるであろう主体等

称するわけだが､こには国際社会の規範･言説によってマイノリティとされる主体､自らをマイノリティとして同定

素が存在し'両者が相互に対応している､とう基本的構成を確認するに止め｡
最後にマイノリティであるが､右述の定義による境界線って｢他者｣とされる存在をこではマイノリティと呼

やかに定義する｡なわち､こでは｢境界線｣を引‑という行為､それに伴｢境界｣の領域確定という二つ要

上で､｢境界線｣を自己と他者分けるして･｢境界｣をか 線によって囲われた自己充足的な空間として緩

法が異なるため予厳密概念設定をすことの意義は薄い考えられる｡で,上記用例を最低限念頭に置いた

時に｢未知の大地｣という意味もあるoしかながら､brde,unay･ftiの術語については‑論者よっ用

によって区画された領域を指す.ま後者はーboundaryと同様に国境線､それよって区画さた領域という意味同

boundaryとftieの二つに大別できる.前者は主観的･客あとを問わず､自己他者分ける線及びその

｢国際社会｣という概念の持つ規範性を再構成することを狙いしてる｡

引かれた線‑概ね国境を意味する念であ｡それに対して､｢境界｣と訳出さいるころの原語は

よ､それぞ重複する要素を互いに含んで‑本稿は先ず国家超えた広義の概念としてそれらを捉､

グリにおけるへ帝国)､バウマン｢グロール化｣オにおける新自由主義は､仝‑同じでないにせ

との含意は､多‑場合'異なった論者が概念によて類似事象を示唆しいるあり例えば,ネ
グローバル･トランスナショイタ或いは(帝国)等を広‑含有した概念とて用る｡この

次に境界線とであるが､オックスフォード英辞典に拠れば､境界線(bordeないしlin)は法的･制度に

先ず本稿における｢国際社会｣とは最広義のそれであ‑､本稿こを国家･境超えた秩序の総体として,

(8)

(1)

(ほ)

ヽ1 ヽ ヽ ヽ ヽ ヽ ヽ

(9)

(13)
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築する能力(イメージやシンボル操作)を混同し､前者によって後者が同時に獲得できるかのような論理展開をしている

ないと強調しているoこの論調が些か強引に感じられるのは､ネグリが ットワークそれ自体と､ネッーワクを構

的になっていると論じ'その上で｢農業生産において付加価値を望むなら｣マルチエードとして行動なければら

ーを撞‑つある1これは生産と労働の｢情報化｣を意味している‑とう｡更に今日では農業生産ですら非物質

る運動｣であると述べてい｡ネグリによると非物質的労働は数の上で少派だが､生産形態の質面ではヘゲモニ

〜,､(糾)

には非対称な差異が存在する｡

ては'自らのプロジエクーを｢自由求めて､富仕事創出に向けた非物質的労働の中心性に向けて積極的に行動す

空間である｡すなわち非物質的労働とは理念の上では万人に開かれたものであるが､実際にはそこへのアクセス難易

し得るものではないし､また非物質的労働は､その性上イメ‑.EhLやシンボルを作‑出す才能に長けた人間有利な

それがひいては開かれた社会関係を確立するものであるという｡しか､このネッ‑ワークへのアセスは誰もが享受

になる必要があろう｡ネグリに拠れば､非物質的労働とは､アイデや知識･情動を媒介としてネットワークを構築し'

によるニュースをネツ上で配信する共同運営の情報センター‥ネットワクである｡と‑に後者ついては｢誰でも

記事を載せることができる｣として､その企図を賛美している｡しか､この｢誰でも(anyoe)｣という言葉には慎重

同時に複製や二次使用に関しての制限を決定することができる､いうものである｡後者は､文字媒体や視聴メディア

また『(帝国)』と『マルチエード』を挟んで出版された講義録『(帝国)をめぐ㌃五つの講義』(二〇三年)におい

(lndymeia)である｡前者は著作が文章やイメージ等を登録すると､複製を禁止する著作権の法的保護はな‑るが､

ってしまう｡

能性を示唆する事例として挙げられているのが､クリエイティブ･コモンズ(Creativomns)とインディメ ア

礎とする､いう彼らの議論が正しい場合､誰もが非物質的労働にアクセスできなければ､この命題は成‑立たなく

か'という問が為されな‑てはらない｡ネットワークが非物質的労働を媒介として構築される社会的関係をその基

議論は'基本的に彼らの議論を1貫する傾向であ‑､おそらはれを最も端的に表明したものが｢全員による の

統治(therul20fVeryOnbevryon;demcrayofevrn)｣という概念であろう｡しか､こで全員とは誰のことなの

レグ等の抗議行動が､非物質的労働を媒介としたネッ‑ワークにより形成され､｢グローバル民主義を求める強力な

欲望｣を示唆するものであると鰍調している｡

m.ventS)｣･｢多様なネットワークによるひとつのネッ‑ワーク(thenworkfet s)｣であると述べているoこの

勿論､ネグリの主旨は､誰もが非物質的労働にアクセスし得るという主張にあるわけだが､同時に非物質的労働の可

非物質的労働が現代の労働･生産現場においては主導権を握っていると論じた上で'ネグリは､シアールやポ ア

といった社会関係を生み出す種類の労働であり'第二にそれはネッ‑ワークという形態をる場合が多いとう｡また'

での重要な鍵概念のひとつが非物質的労働(imater〓bo)である｡非物質的労働とは第一に､アイデ･知識情動

とマルチエードの差異が改めて確認された後に､シアールやポトレグ等の抗議行動へ賛美と向かう｡こ

議論は見られないが､この所論次著『マルチエード』(二〇四年)において強調されいる｡同書は､先述の人民

｢遊牧的移動と交雑の共有地｣であり､彼らの移動する権利は1自分身の移動を自由に管理できるという意味にお

いて‑｢グローバルな市民権｣であるという｡この｢グローバルな市民権｣については､『(帝国)』では､明示的な

えば､『(帝国)』の議論は､そ最後部において､マルチエードの移動権利に着眼している｡マルチエードとは

異がないように解釈され得るが､そも 両者の境界編成には如何なる違いがあのでろうか｡このと関連で言

国民家が融解する今日においては､外部もや存在しない､｢開かれた境界｣だけが存在するというわけである｡

ば､それは｢退行であ‑'ファシズム的｣であるという｡すなわち国民家の主権こそが境界を作っていたのであり､

題である｡更には､この｢開かれた境界｣に対して国家､民族人種民などの旧来境界線を強化する動きがあれ

が､｢境界(b.rde)はもや存在しない｣､｢外部はもや存在しない｣､｢主権の弁証法は終蔦を迎える｣といった諸命

こまでの議論は'一見すると､｢開かれた境界｣という文脈におて(帝国)とマルチエードとの間には質的差

更にネグリとハIは別の論考において'マルチユードとは｢多様な運動体によるひとつの運動(themovnf

周知のようにネグリはこから大胆にポスト国民家以後の世界観を展開する‑このとを端的に示しているの
(14)
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に(帝国)と同一の働きをしていることになる｡

て､マルチユードの構成を語‑ながらも､そこへのアクセスが開かれたものではない以上､マルチユードは結果的

としてのボス･L:モダニズムの1側面が明らかとなる｡すわち､(帝国)の統治や｢世界市場のイデオロギー｣に対抗し

ネグリのプロジエクーは頓挫する｡ネグリ､自らのプロジエクーを｢労働者主義的マルクスとフランのボス‑

構造主義の可能性を交配させた｣ものであると語っているが､こに特権的抵抗者､ないしブルジョワ･リベラズム

しy

ヽ■ 0

が､先述の｢世界市場イデオロギー｣と如何に異なるのか､こ点についてネグリは説得的な論証を行ってはいな

たちが『絶対的』民主義と呼ぶものである｣と強調しているが､か 多種様性の科学として｢絶対的民主義｣

学｣であると論じ､｢私たち全員が生政治的産を通じて社会を協働相に創造し維持するというこの民主義こそ､私 闘E

すなわち､マルチユードは誰のことであるのか､誰がマルチエードと成‑得るのか､という問を立てた瞬間に

ている｡

述べている｡しか'ネグリの所論全体に流れるトーンは､明らかに解放への期待感が､搾取と管理への懸念を凌駕し

んネグリ自身もこの危険性には自覚的であ‑､｢解放を目指しうる反面､新たな搾取と管理の体制に捕獲されうる｣と

の論理でもある以上､マルチエードの運動や｢世界市民的企図｣が資本の論理に包摂される可能性は否めない｡むろ

ならいと論じてる｡さらにその上で､市民権の領土的次元が､グローバル化によって破壊されるならば'市民権概

念は｢世界市民的な企図として｣出現することになるという｡

ーバル化､国境の消滅/衰弱という問題から､他方で非物質労働という観点から､市民権の概念を捉えなおきければ イデンティもたない新し主体を創‑だす｣と述べている｡また市民権との関係を強調し､一方で'移民やグロ

であろう｡

であり､彼らの移動性と文化的混交健を積極的に肯定し､混交する完全な自由は､｢国境もたなければ,決まったア

いマグナ･カ″夕｣と称してる挿),これも同様にマグナ･カ″夕アクセスできる層は限誉れていと考えべ

の｢開かれたネッ‑ワーク｣は真の意味で開かれたもはないのだが｡また(帝国)に対する異議申し立てを｢新

び､それは基本的にコミュニケーションづいてるとう｡すなわち､マルチナユードはそれぞの特異性を雲仙

し合い､(共)を構成'それによって結びつた｢開かネッ‑ワーク｣である先ほど述べ理由りこ

なる多中心的指揮系統と水平情報伝達機能に着眼していoネグリはこれを｢群知性(swarmln‑euWC)｣と呼

ネグリがマルチエードと呼ぶネッ‑ワクにおいて殊更強調しいるのが､永住移民･季節労働者渡り

しかながら'先述のように非物質的労働やネッ‑ワークが､マルチエードの論理であると同時にグローバル資本

更には､グローバルな民主義とは近代政治概念を作‑替えるもの'｢複数性と異種混交性の科学､多種様性の科

築することに繋がるという楽観論を展開しているわけである

要性､更には運動インターネッ‑を持ち込むことで,対話通じた参加･関与が増大し､それマルチユド構

またネッーワクについてはゲリラ組織を参照しながら(ピミド型で‑)各々自律グルプの集合か

と､実際に境界線を行き来するこの溝深さ示もであろう｡なわちネグリは除去重
のと特徴付けているが､こうした移動を享受でき層は限られ｡,理念境界開か

かが先ずもって怪しくなってくる｡

まさにグローバル資本の論理と符合するもであり'そ｢開かれた境界｣が真に万人ものであるか否

は､企業内部の多様性や文化主義有効利益を説いてる｣とう｡この論理によならば,非物質的労働とは

ィング戦略は発展｣し得ると述べ､その上で現代ローバルな多国籍企業伝統的近よりも｢はるかに

様であり流動的｣‑'｢経営陣からコンサルタや戦略プラナーとして雇われいる現代の企業文化導師たち

ヶティングそれ自体が差異に基づいた実践であって､よ‑多のがえられいるほどりっそうマーケテ
言葉は使っていなが)グローバル資本の論理とネットワク･システム親和性を強調しる｡それに拠､｢マ‑

ことに原因の一端がある｡またネグリは『(帝国)』｢世界市場イデオロギー｣〓即おいて､非物質的労働う

さらにネグリは勤労者たちのマルチナユード的知性を｢非物質で移動富み､ひと所安住するこない｣も

コスモポリタン プロシュク‑ (34)

(3)

(gS)

(37)
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リートの権力基礎となっているものが､サイバー･スペ であるというこになる｡

ると同時に､それらを超地域的にするものであ｡こ説明によれば､先述の治外法権的で超地域なグローバル･エ

世ラテン鞄に相応すると述べている｡サイバー.スペ は､エリー階層を互いに親密させる技術的な媒介であ

済権力､文化 である｡この点に関してバウマンは､イターネッ‑によるサイバー･スペ は､｢現代における中

類推するならば､グローバル･エリ1‑とアンダークラスを分かつものが､サイバー･スペ によって媒介される経

ル･エリーの条件は｢無秩序にとどまる自信｣と｢秩序崩壊のまっただなかで活躍する能力｣であるという｡これを

｢その境界(bordes)を公然と無視できるだけの自由｣を保持しているのに対して､(グローバル･エリ1‑のような)越境

が不可能な人々に､メディアがバーチャルな越境を提供しているに過ぎないとうわけである｡それ故に､グローバ

ル･エリIは'領域と国家に拘束され得ないとう意味で｢治外法権的｣なエリ1‑であ'その存在は｢超地域的｣

である｡バウマンによると資本知識は地域に拘束され得ず､そはサイバー･スペ によって媒介されている｡対

して経済権力､文化を保持しないものは地域に置き去‑されているとう｡すなわち､グローバル･エリ1‑は

そして伝統的な国民家の権力とは異な‑､サイバー･スペ は､入ることも抜けることも簡単な｢バーチャルな

㌔‑7:I

アンダークラスの対置へと導かれている｡バウマンに拠れば､国境を越えたグローバルな権力を掌握しているグローバ

存在であるという｡

治はグローバル経済の権力など､政治以外のプロセスによって決定されたことを権威によって追離しいるに過ぎな

バウマンによると'いまや主権は'｢松葉杖をついて歩 ｣いるに過ぎず､領土や国家権力はグローバル経済の論理

によって容易無視され得るという｡これはグローバルな｢権力｣とローカルな｢政治｣の対置であ‑､領域国家の政

な｢政治(Politcs)｣の対比が強調され､領域を超えたグローバル経済による国民家の政治脆弱化が論じられている｡

まず秩序論の観点で言えば‑これはネグリと同様の論理展開であるが‑､脱領域的な｢権力(Power)｣と領域的

他方､この秩序論におけるグローバル権力/ローカル政治の対比が､そこにおる主体論'グローバル･エリ1‑と

続の著作においても反復されている｡

論と'そこにおけるグローバル･エリ1‑とアンダクラスを対置した｢主体｣論から構成され,同様の理が後

(1i<九八年)‑において'である.この議論は､グローバルな脱領域的権力とカ 政治を対置した秩序

にバウマンの境界編成の議論を見ていきたい｡

の発見』(完九年)であり､かる境界編成‑方を憂慮していが冒ミュー二アィ』(〇妄)であ｡そ

して､この二著作議論が他においも適宜反復されるとう構成をっ｡以下,つ中心

先述の点と重複するが､バウマンにおいて境界線の認識強調されるが､『政治発見』‑及び新しい貧困

むーが展開されている｡バウマンの所論にお境界･線再編成最も明示的語らが概ね『政治

が追加･更新されるというよ‑は､鍵概念讐かありその周辺で一貫した議論‑多分に反復や矛盾を含

れた境界｣に警鐘を鳴らしているのがジクムン‑･バウマであ｡場合は,著作ごとに新たな所論点

グローバル化における｢開かれた境界｣可能性を見出していのがネリだとすならば､そは莫逆に｢開か

四ジクムント･バウマン‑失われゆくコミュニティと境界線の再強化

結局は､現行のグローバル化に親和的作用し､まさにマイノリティを再生産するものであ｡

る試みが､また別の境界線壷を生出して‑つという逆説典型的な事例であ,｢開かれた｣擬制が
ら取‑残されてしまうことになる｡本稿の間警護即言えば､ネグリプロジエクーは境界線･を克服す

とされ'その必然帰結して､非物質的労働にアクセスできない層は,新た‑イノリティマルチユードか

そこへのアクセスは限定されざるを得な‑｡言い換えば､ネグリ所論におて非物質的労働が与も

るものであが'境界線･編成という観点から見れば､ネット‑ク非物質的労働を媒介す以上は
その上で高度な移動性と文化的混交を保持したマイノリティネットワークてルチユド構成唱導す

要するにネグリの所論は国民家と人概念後退を先ずじ､そこから｢開れた境界｣して(帝)導き,
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いての二つ矛盾する命題が並立していることであ｡l方バウマンは､もや｢境界線(boundary)を引‑こと自

ィ』(二〇一年)である｡同書冒頭において先ず注目を喚起するのが'(多分に読者を混乱させるものであが)境界線につ

はされない｡

グローバル･エリートの支配を正当化している秩序原理は如何なるものであ か‑という点が依然として明らかに

的権力とは何か､グローバル･エリートは如何にしてそれらの権力を確保し･現に維持しているのか‑言い換えれば'

既に経済的･文化権力を持っている前者とそれにアクセスできない後者とうこになるがーそも 経済的･文化

といったものである｡バウマンの説明から類推すると､結局グローバル･エリーとアンダークラスを分かつものは､

ル･エリートとアンダークラスの性質は似通ってお‑'その主たる特徴は機動的'一時､移動性ろいやす性質

が(帝国)とマルチエードとを｢開かれた境界｣という同lの性賢から捉えたように､バウマンにおいてもグローバ

距離は重要でな‑'自由移動を繰‑返す｢軽快で､活発移ろいやす｣ものであるという｡すなわち､ネグリ

において､同様の特徴を有しているとされこである｡バウマンに拠れば､グローバル･エリ1‑にとって､空間や

グローバル･エリー‑とアンダークラスの対置など､かる境界線の議論がもっと鮮明に現れるのが『コミュニテ

ブルな労働者というものである｡こで注意を要することは､グローバル･エリーとアンダークラスはその質的内容

を示している｡それは'時間のスパン短縮化'｢『フレキシブル』な労働､脆弱な人間の杵､変わ‑やすい気分､浮遊

する脅威｣を特徴とするものである｡

人間(組み立て式家具)の比倫を用いて描写しいる｡このとは､｢機動的であり､処分可能であ‑､置換可能な性質｣

イン労働者は｢臨時的で､交換可能使い捨て的な性格が強い｣と述べてる｡他方､アンダークラスは階層構造の

外側に位置する｢階級を超えた階級｣というイメージである'という｡また､バウマンはアダークラスをモジュラー

者は共通の性質を持つものとして互換的に用いられてる07万で､グローバル･エリートとの対比において､ルーテ

‑ティン労働者｣とアダークラスとの対応関係については､特段概念化を行なっていが､多‑の記述において両

人々､(2)雇用可能な労働力､(3)対人サービス､(4)ルティン労働者､と四類型に分する｡バウマンは､｢ル

とはどのような存在であるか｡バウマンはロとエフイシユを引きなが(纏､労働市場1)ンボルを操作する

ル･エリートの統治を悲観し､失われゆ‑境界コミュニティ､市民性等への懐古を露にするのみであ｡

当化されているのか､とう当然疑問が沸‑､バウマンはこれについても沈黙しる〜ただ,グローバ

ぁる｡また､かグローバル･エリIの統治が事実であるとすならば､それは7体如何なる規範言説によって正

ースにおいて､グロバル･エリートたちがどのようにそ権力基盤を相互に確固たるものとしていかが不明瞭で

家の霊から｢遊牧民逆襲｣への移行‑として描写いる挿),｢入ことも抜ける簡単な｣サイバー.スペ

民国家型エリートから､グロバルエリ1‑への移行を､｢定住民｣に対する｢遊牧民｣の勝利‑すなわち国民

らがサイバー｡スペを駆使して'その治外法権的･超地域力を享受していると論じに過ぎな｡また国

について､基本的バウマンは何も教えて‑れない｡ただ､グローバル･エリ1‑と呼ばれる権力者集団が存在し､彼

いる｡グローバル･エリトの権力‑すなわち､そ経済権力文化カーがどのように獲得･維持されるのか

ローバル化とは次のようなプロセスである｡すなわち､

サイバー･スペと中世ラテン語の類推は､言い得て妙であるがこの点論旨は若干,理的1貫性を欠いて

は希望的観測に過ぎず､新しいインターナショリズムが台頭する兆候はほとんどないう｡バウマンによれば､グ

全体｣である｡それ故に'こは市民性(cit12enShp)は存在する余地がない｡｢グローバル市民性(g1.balctizenshp)｣

さて､バウマンは以上のようなグロール･エリト論を展開するわけだが､そこに対置されていアンダークラス

すなわち､ルーティン労働者､モジュラー人間､アンダークラスに共通する特徴は､一時的で'置換可能フレキシ

によって無視され､領土的定義た集団や体は､地域性的に区画された主権性の束縛から解き放れ

た｢ネッーワク｣へと置き換えられてい‑ そういプロセスである｡
(58)

‑領土的に固定されていた､ほとんどの区別が徐々しか容赦な弱体化物理的空間は電子媒介
(50)
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制度や普遍主義もまた､｢グローバルな金融ブランド｣に包摂されてしまう危険性があるわけだが'バウマンはそれにつ

とは｢グローバルな金融ブランド｣に過ぎないとも述べている｡この場合'バウマンの論じるところの国際的共和主義

行い'相互理解に達するための人類共通の能力である‑｣という｡しか､別のところでバウマンは､｢国際主義｣

主義は｢文化的多価の促進や文化的コンセサスに達するための圧力を伴わない｡普遍主義は､まさし‑意思疎通を

ンに拠れば､国際的共和主義制度を形作る主権的共同体の基礎となるものは普遍主義であるという｡彼にとって､普遍

いう｡然るに､その雄弁な近代主義批判とは裏腹に､バウマンの提示する解決策は恐ろし‑近代主義的である｡バウマ

ている｡つま‑､必要なことは｢多国籍権力の作用する規模と同じ の､まさに国際的な共和主義制度｣であると

ない｡また､グローバルな法は｢支配者なき支配｣であ‑､権力者による窓意的な解釈が可能であるという｡
(76)

(7 )

いうわけである｡

所を｢グローバル化｣が占めているが､バウマンに拠れば､グローバル化とネッ‑ワークは普遍的な性質を有してはい

かるグローバル化の現状に対してバウマンは国際的共和主義制度(tneraotepubicanstuiorL)の確立を提起し

の関与ではな‑､一時的杵その場凌ぎ鮮しかない美的コミュニティにおいては､倫理や責任が意味を持たないと

というわけである｡

責任を伴わず'長期の関与ない薄杵を意味しており､後者は最大限のインバクーと､それをすぐさま廃れせる

消費文化を示唆している｡バウマンに拠れば'消費社会を統合するのは倫理でな‑美学のである｡すなわち長期間

こうした現状に対して､バウマンが提唱する解決策はどのようなもであるのか｡つて普遍主義が位置していた場

た社会にお小ては､政治的市民は存在せず'市場消費者のみが存在し､こにおいて公的空間の私領域化が進行する

いる‑社会の視線が｢役に立つ製品｣と｢廃棄物｣を棲み分けている｡また､私的なものが公的性質を帯びるのでは

な‑､公的ものが私的領域化してい‑､｢公的領域の後退｣を論じている｡市民性が後退し､コミュニティが失われ

わちー社会的監視の技術が､少数のもが多数のもを監視しているのではな‑､多数のもが少数のもを監視して

コミュニティのアイデンティ とは ‑ たとえ存在していたとしても ー 境界線(b.undarleS)の線引きの｢副産物｣

でしかない｡

自由に移動できるグローバル･エリ1‑にとって､コミュニティなどは不必要な存在 のであり'この意味において'

線が引かれるのではな‑､他者を抑圧する手段としての境界線が縦横無尽に張‑巡らされている｡そも '境界線を は後退し,権威の線引きとしての境界線が強化され'顕在化している｡コミュニティが存在し､それを守るために境界 けである｡つまり､現実は､境界線が消滅しているわけでも､依然として健在なわけでもな‑､コミユl享イの境界線 もはや不可能であるが､｢役に立つ製品｣と｢廃棄物｣の境界線(b.undary)は何度でも繰‑返し引き直されるというわ ものとなり､どん些細な事柄についても境界線が引かれている｡言換えれば､コミュニティとしての境界線は今日 はやそうした線引きを行なうことすら不可能になっているのに対して､後者の境界線(権威の線引き)はます 強固な 追放者･法外を排除する線としての境界線である｡要すにバウマンにとっては､前者の境界線(コミューIJLィ)がも

アウ‑カ‑ストアウ‑ロ‑(i)

｢権威の線引き(borde)作業｣ ‑ である.つま‑'特定の線引きを行なうことによって､国家のない無資格滞在者や

すなわち,コミュニティとは､何かしら｢温かい｣場所であ‑､近代化やグローバル化の豪雨･寒波から我々を守って 紐帯･固い杵としての境界線(及び境界)という用い方である‑これそがバウマンにとってのコミュニティである. が明らかとなる｡すなわち､バウマンは境界線という言葉に二つの異なった意味を込めている｡第一の意味は'精神的
‑れる｢屋根｣ないし暖炉のようもであ｡チェックボインー(S)

いる｡

に衰退向かっている区域の'どんなに新しい街角にも､境界線(boundaries)は引かれつあるようである｣と述べて 体ができなく った｣と述べている｡他方でジョナサン･フリードマンを引きながら､｢むしろ､この世界 ､どんな

この議論は､同書の議論だけではその主旨が捉え難いが､他の著作群対応する所論と比較対照した場合にその意図

これに対して第二の意味は､排除のため 境界線‑ バウマンの言葉を借‑れば｢検問所としての境界線(b.undary)｣'

この とを説明するにあたって'バウマンはさらにパノブティコンからシノブティコンへの移行を説いて る｡すな

この公的領域の後退を､〓疋程度示している術語が｢美的コミュニティ｣や｢カジノ文化｣である｡前者は､倫理的

(67)

(S)

(S)

(7)

(e)

(64)

(i)
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ついて論じはいるが､それはあ‑までも失われゆくコミュニティへの懐古として､である｡それ故､かる論理構成

においては､遠隔地ナショリズム(IongdistacenioatLsm)I故郷離脱が寧ろナショリズムを強固にすること

となるこはい‑むしろ､それらを超克したものがマルチユードである｡他方､バウマンは､ナショリズムに

ウマンからは決して出‑ることはない｡一方で､ネグリにとってナショリズムやエスニシティがまともな検討課題

眼することで'境界を越えた世界における境界の｢再定立｣を検討しているのであ｡かる問題意識は､ネグリやバ

ル化'新自由主義という世界観をひとまず受け入れた上で､そこにおける｢グローバル･チャイニーズ｣の求心力に着

るナショリズムないしエスニシティの位相を強調する｡結論を先取‑するならば､オングは境界線を越えたグローバ

から埼外に置かれている｡これに対してオングはかる思考経路は取らない｡彼女は､‑ランスナショル空間におけ

民国家の潜在性が不当に接小化される傾向にあし､バウマンにおいては､｢コミュニティの復権｣という選択肢は最初

のは､彼らが国民家の可能性を拙速にその選択肢から切‑落としていることである〜と‑に'ネグリの議論では国

の政治に対してアジ的視座の確立である､というこになる｡ネグリ､バウマンの議論において我々の注目を惹‑

ものであるかについては'明らかにして‑れない ､これに対して､オングの視座を簡潔に言えば､境界･ 線

バウマンの回答は国際的共和主義であるが‑既に述べたように'バウマンは国際的共和主義という回答がなぜ妥当

のも｣を変えているのがアイワ･オングである｡境界線･ という問に対してネグリの回答はマルチユード'

いう間違った命題に対して普遍主義を対置するという彼の問題意識をよ‑示したものであろう｡これに対して｢問いそ

五 アイワ･オング ー マルチ ユードからラチ ュードへ

バウマンは｢質問が間違っているのではな‑'解答が間違っている｣とも述べているが､この命題はグローバル化と

る｡

概念としては奇をらった新しいものではあるが'その論理構造は近代的主権におけるそれと大差ないように考えられ

の普遍主義を対置するという手法は､繰‑返しその誤謬が確認されてきた近代主義の｢型｣であり､バウマンの所論は

存在し得ないのかにつて検証が不可欠であろう｡言まもな‑､｢現状｣のグローバル化に対して｢理念｣と

して真の普遍主義と国際的共和体制を導いてるために､潜在的はか普遍主義ら抜け落ちる体は

は､結局のところネグリにおけるそれほどは踏み込んだものでな‑､国際共和主義制度や普遍にしても精微化さ

れた概念ではないめ､こでれ以上の検証をすることは困難であるが､この論理はそ性質上'グローバル化に対

調し､かる現状に対して普遍主義に基づ‑国際的共和主義制度を提唱しているとうわけである｡バウマンの解決策

コミュニティとしての境界線後退‑これはコミュニティの後退と同義である‑､権威の線引きによる排除を強

かれ'どのような可能性が切り落とされるのかについて､バウマンは決して語ろうとしない｡

提示されているとは言難｡さらに､｢国際的共和主義制度｣や｢普遍主義を選んだ場合に､どのような可能性が開

ゆる選択肢の中で､なぜ｢国際的共和主義制度｣や｢普遍という分節化を選ばなけれらいのかが説得的に

らゆる分節化や合は､｢あ特定の可能性を開‑ともに他閉じるのであ｣と述べていが,ら

ら､我々は'｢地球を共有しているわたち｣とう普遍主義を拠所にするほかはない､とうこにる｡また､あ

｢プライベートな隠れ家｣をコミュニティと理解するならば､コミュニティの境界線はもや引きようがないのであるか

いては沈黙している｡また国際的と地球的を対置して次のように述べている｡

すなわち､バウマンの所論はグローバル化におけるグローバル･エリ1‑とアンダークラスの対置を前提とした上で､

事実､そしてわたちの誰一人として､地球のどんな場所でも発生しうる嵐に対て､プライベ1‑な隠れ家を

探したり見つけた‑することはもやできないとう事実､を認めることである｡

わたしちのすること､あいは損なうがほかの誰運命に何影響も及ぼさずは済まないとう
‑地球を共有しているわたちすべが自分の現在と未来に関､お互依存あっているう事実,

(83)
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し合う要素の複合体として主権を再解釈することを提唱する｡

されていると同時に､国民家の｢領域的｣次元によっても規定されてお‑'彼女はその両者接合に着眼している｡

通常考えられているように領域内部における政治的同質性の表明として主権を捉えるのではな‑､多元的で互いに矛盾
第二に'領域的次元と脱領域的次元の交錯したかる主権の多義性を強調し､その上で主権を再定義する｡なわち､

ィズンシップの役割をも重視する｡なわち､シティズンシップとは､新自由主義の｢脱領域的｣な価値によって規定 市場の要請により決定されること‑に着眼するl方で､シティズンシップの領域的次元､国民家形成におけるシテ

いったんフーコ的な生政治概念を受容Ltシティズンシップの生政治的側面‑すなわちシティズンシップの要件が

し排除したセーフティ･ネッーの構築を合意する｡

四点が示唆され得るという(こでなぜ彼女が｢例外｣という言葉を用いてるのかについては後述する)o第1に､オングは

容､とりわけシティズンシップ政策における多義的な統治技術を示唆するのに対し､後者は市場経済の論理を緩和ない

オングに拠れば､｢例外としての新自由主義｣をと‑わけ､新自由主義とシティズンシップの関係で捉えた場合に次の

する例外処置(excptions elibrasm)｣を区別している｡すなわち前者が新自由主義の市場経済に対する統治術の変

位相1が強調されている.まずオングは'｢例外としての新自由主義(neotibralsm excption)｣と｢新自由主義に対

えながらも､その対象を東南アジの国家へと拡大し､新自由主義のアジ的文脈‑なかんず‑'その介入主義的な

主義との接合を行なう中国の国家政策等も含まれる｡

欧米型の知識･技術と中国人相互のネッーワクを巧みに利用する華僑資本や､国家主導の開発政策とグローバル資本

グローバル資本の要請に多くの場合適的であり､複数の国籍や市民権を戦略的に活用している｡この議論範晴には' 利用するないし恩恵を享受するための戦略と効果｣を意味している｡このようなーランスナショルに移動する人々は､ 営者､技術官僚職業人等が､投資･職業家族の移住等目的のために多様な場所を選択することで､多様な国家を

Empires)』(一九七年)では'華人ネッーワクにおける国民家の領域的な同質性とグローバル資本主義の脱領域的

な混交文化の媒介が強調されている｡

人間･文化知識の重層的な関係が論じられている｡同書によれば､｢柔やかなシティズンシップ｣とは､｢移動する経

‑方が多層的に連関してお‑､彼女はその多義性を問題化したのである｡そして共著書『基盤なき帝国(Ungroude

ークにおいては'資本主義的な脱領域 境界編成のあ‑方と､エスニシティ等の｢領域｣に根ざした境界線編成のあ

人ネツーワクにおけるシティズンップの多義性が焦点となるのが一九三年の論考である｡この論考においては華

人ネッーワクの分析を通じ'グローバル資本主義と領域的権国家の弾力的な接合が論じられている｡華人ネットワ

さらに最近著『例外としての新自由主義(Neotibra1SmeXCPtion)』(二〇六年)では､中国や華僑資本を中心に据

て如何に受容され得るのかという問題意識を含有するものであことは言うまでもない｡オングにおいて最も早‑､華

義性を検討することにあった1これは､資本主義‥王権･シティズンシップといった欧米由来の概念がアジにおい

るところは､アジにおける近代化論を問題領域に捉えながら､そこにおける資本主義や権､シティズンップの多

を析出することを目論むものである｡以下､オングの問題意識変遷に着目しながら､彼女の議論を検討していく｡

ク(trans iolChmes)ないし華人ディアスポラ(Chinesdapors)の文化人類学的研究へと移行する｡その主眼とす

オングは､その最初期においてはマレーシアの女性労働者の研究から出発し'その後､国境を越えた華人ネッ‑ワー

また『柔やかなシティズンップ(FlexibCtznshlp)』(1九年では資本と権力の柔軟な関係に着眼Lt資本･

説の弾力性に着眼しながら､トランスナショル化するナショリズムとしての｢グローバル･チャイニーズ｣の動態

ることができない｡これに対してオングの議論は､(後に詳述するが)グローバル化､新自由主義､シティズンシップ言

調されているネグリやバウマンの議論においては､論理構成上｢ーランスナショル化されたナショリズム｣を論じ

空間において如何に再構成され得るのかを問うといった問題設定が存在する｡然に､後者対して前者が特権的に強

体性を強調する議論があり､他方でナショルな空間を与件とした上で､ナショルな境界編成が‑ランスナショル

ナショリズム(trans･ wJaLm)である.すなわち､1万でナショルではな‑､｢ーランスナショル｣というl

ヽヽヽヽヽヽヽ

‑ の可能性は じめから持外に置かれている｡

しかながら､トランスナショリズムは､トランスナショリズム(transwl･im)であると同時に､トランス

(89)

(92)

(90)
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の再生産の場｣であるということである｡しかながら､ウォーラステインに拠れば'ヨーロッパ的普遍主義の最後 一九世紀半ばに完成するという｡その主たる特徴は､大学が｢知の生産主たる場｣であると同時に｢世俗的知識全般

すなわち1六世紀から1八世紀にかけて基本的には終幕を迎えるという｡他方､｢近代｣の大学は一八世紀後半に始まり､

している｡それに拠ば'中世の大学はカーリック教会の聖職者養成機関であ‑､その役割は世界システムの萌芽期､ 比を試みることは有益であろう｡ウォーラステインは､一方で中世の大学と近代の大学と間の決定的な断絶を強調

ル国立大学(NUS)などアジ からグローバル大学を設立する動きも現れていると う｡

の上に構築されているのであ｡他方､オングはこれに加えて､最近の傾向としてはこれが次第に変化し､シンガポー

アメリカ､ナダへとシフトしている｡すなわち'柔やかなシティズンシップはアメリカの大学教育との不可分関係

アジのエリー‑層は主としてイギリス､フラン オ ダなど旧宗主国に留学していたのに対して､これが最近は

華僑が､グローバル大学としてのアメリカ教育を戦略的に利用している点を強調するoなわち､l九六〇年代以降､

｢グローバル市民｣の育成を掲げるグローバル大学とコスモポリタン市民権の関係に注目している｡オングは一方で､

カによって､アメリカ的市場価値とコスモポリタニズムが世界中に浸透している｡その上で､国家エリートではな‑

この所論評価をする上で､同じくグローバル化における大学の機能変容を捉えたウォーラステインの議論と対

学としてのアメリカの大学､なかんずくビジネス･クールである｡それに拠ば､アメリカの大学広範なブランド

媒介として構成されるのか､踏み込んだかたちでは考察されてはいな｡こでオングが着目するのが'グローバル大

ては｢グローバル化｣によって､グローバルな権力構造が強調されているわけだが､かる構造が如何なる規範言説を

ト層によって積極的に活用されている点を強調するものである｡

アスポラを峻別した上で､むろ華人ディアスポラが､国境を越えたエスニシティを接合する文化資源として､エリー

しているのかに力点が置れる｡すなわちこの議論は､｢現象｣としてのディアスポラと､｢政治的修辞｣としてのディ

またオングは､ローバル化におけるアメリカの大学役割に着目する｡ネグリにおいては(帝国)､バウマンにおい

る戦略は､か る弾力性を捉え損なっている､というわけである｡

はマイノリティであ‑､彼女の分析はマイノリティとしての華僑が如何にして｢チャイニーズ｣としての境界を再編成

完の関係にあるー故にへ帝国)のーランスナショル‥不ツーワクにマルチエードやグローバル市民権を対置す

例えば､東南アジや北米に移住し､周辺国を自由に移動する｢グローバル･チャイニーズ｣は､各国社会において

ている｡すなわち､境界線の力学はよ‑弾力的なものであ‑'主権の変容において領域的次元と脱領域的次元は相互補 摂･排除の分節化はよ‑複雑に作用しあってお‑'国家の領域的統治と脱領域的統治はよ‑選択的･戦略に配置され
(94)

において常に何処でもマイノリティであるような主体‑は存在しないとうこになる｡主権の再構成において包

層的な二分法で捉えることはできないのであるo言い換えれば､1万的に排斥されるマイノリティ‑あらゆる境界線

境界線の内と外(または境界なき世における｢内な他者｣のような存在)は実際により複雑に交錯しており'これを単

論のこと'(帝国)/マルチエード'グローバル･エリート/アンダークラスといった対置も現実には意味をなさい｡

ては両者の戦略的接合が重視される｡この観点に立つならば､境界線を媒介とした内部/外という伝統的二分法は勿

かる主権における領域的･脱 次元の連携､グローバル化における規範性の側面を強調するものである｡

めているわけだが‑､｢領域｣的権力から｢脱領域｣的権力への漸進的移行を論じているのに対して､オングにとっ

出しの生｣を単純に対比するアガンベのようなアプローチは意識的に排除される｡｢例外としての新自由主義｣は､か

が生み出すシティズンップと人間生活における諸規範､に着眼する｡この視座において､シティズンップと｢剥き

家における｢主権の変容｣という枠組みで理解するものである｡

的な権力､規制/律'排除/包摂といった互に矛盾し合う諸側面の混交を(帝国)という枠組みではな‑して､国

律化の多義性から｢ラチュード(latiude)｣という概念を提起する.言い換えれば､ラチュードとは領域的/脱領域

として検討することを意味している｡その上で' 帰結として､(ハ‑ネグリのシナオに反して)労働の規制と

第四に'新自由主義は同時に統治術のエートスとしての規範的側面'なかんず‑新自由主義の個人 や起業家精神

要するにネグリやバウマンが1むろん後者は､前よりもはるかに慎重つ巧妙に過度の一般化を回避しょうと努

第三に､このとは新自由主義を単なるグローバル化の言説としてではな‑､資本･知識労働の再構成･領域化

(102)

(97)

(98)

関E
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存される ー というマイノリティの戦略である｡

ニシティやナショルな一体性としての｢境界｣は保持する…境界線は越境するが､その境界自体は越境されずに温 ル･チャイニーズ｣のf体性を確保するというこを合意するoなわち､国境という界線を越境するl方で'エス

や累進的主権)を一方で受け入れ､その上で領域的な境界線の政治(地域化技術)を結合することによって､｢グローバ 略である｡このとは､グローバル資本の論理'新自由主義の論理に従って､境界線を脱領域化する視座(ラチュード

れば､｢政治的なもの｣‑ランスナショル化‑すなわち'境界線を守るために境界線を越えてい‑ーとい‑戟 連関し､脱領域的な新自由主義政策と領域的な統治技術を｢例外措置｣として描い るのであ｡これは､言い換え

(latiudnalcitzenship)｣と(安全地帯securzoneの拡大というコンテクス‑における)｢安全保障化(securitsaion)｣は相互に

国家がグローバル化の挑戦に応える｢危機への対応｣であるという｡すなわち､｢ラチュードのシティズンシップ

という肯定的側面から強調する.｡その上で､累進的主権とは､グローバル化におけるマイノリティないしマイノリティ

まずオングは､シュミットの例外状態を､法の宙吊‑という否定的側面からではな‑､｢常態の回復｣･｢危機への対応｣

法は､ウチとソ‑､友と敵を住み分ける典型的な境界線の政治である｡

強調している｡言うまでもなく､かる地域化技術によって強調されることは､空間イメージの創出であ‑､かる手

さらに､累進的主権として注目に値するのが､これをシュミットの｢例外状態｣の一環として捉えいる点であ｡

‑ランスローカル公共圏の構築関連を直接的には論じていなが､広‑累進的主権とシティズンップ実践の関連を

(GreatCh.)｣と称するように必ずしも制度的な主権の範囲を示唆するものではないoオングは､かる地域化技術と

の及ぶ範囲である必要はない‑例えば'中国本土･台湾香港･マレーシア‑ンガポールを指して､｢大中華圏

(zonig)することによってー国家の求心性を高めようとする運動の謂いであるoこで言う｢領域｣とは､法的に主権

領域｣的な統治と､伝統的な｢領域｣的な統治の交錯を累進的主権という概念によって導い るのである｡

プが累進的シティズンシップ(GraduteCilZenShP)である｡すなわち､先述のグローバル資本の論理に立脚した｢脱

累進的主権は､地域化技術(ZonlgteChnogy)によって国家領域の再定義を行なう｡すわち､特定の領域を地化

らず市民権などの社会政策をも広‑含有する概念であo累進的主権によって調整･規律制されたシティズンツ

という概念を導てる｡累進的主権とは､国家の弾力的'多義な統治政策を指し､経済や産業政策に止ま

ル･チャイニーズ｣ の固い紐帯が構成され得ると考えるのである｡

いoオングは｢ローバル･チャイニーズ｣の構成についての国家役割に着眼し､累進的主権(GraduteSovrignty)

欠如したバーチャルな全体とは考えない｡寧ろ､サイバー･スペ によって‑ランスナショル化された｢グローバ

共圏という術語からも明 なように､オングはバウマンとは異な‑､サイバー･スペ を長期的関与･固い紐帯の

identfca.)｣のネットワークをランスローカル公共圏(trans.Clpubics)と呼んでいるo但し､‑ランスローカル公

ラムや主としてサイバー･スペにおい構築される｢境界線を準えたエスニック的同質性(bordelsthnic

また'かるーランスロカル公共圏の構築は､サイバー･スペなどにおける私的活動にのみ拠るもではな

ける言説実践を通じて､｢グローバル｣チャイニズとなるいう論理を展開する.オングは､意見形成のためフォー

‑･スペーの重要性に着眼している｡すなわち国境を越えたディアスポラとしての華人が､サイバー･ペスにお

る｡

また規範形成という点で言えば､バウマンやネグリと同様､オングもまたトランスナショル空間におけるサイバ

なる経路によってグローバル･エリトの規範が受容され得るのかについて示唆的な問題提起を行っていることであ

ては､こで れ以上立ち入らないが∵佳日すべきことはーグロバル化や‑ランスナショル空間において'如何

密な社会学的意味における)実証研究によって､この命題を立証しているわけではなの､これら所論の成否につい

グローバル化ないし新自由主義のイデオロギーを再生産する場としてグローバル大学が措かれいる｡両者ともに(厳

にして最強の拠所であった｢科学的普遍主義｣の陰‑ともに大学の社会的役割は終帯を迎えるo

学‑から出発し､異なった命題へと至っていることであoウオーラステインにおいては大学の社会的使命終葛
‑知の生産･再はもや大学以外場所で行なわれているが提起さのに対し､オングおは

すなわち､両者の議論に特徴的馨しとは､両者もに類似の論理的前提‑知の再生産場としての(グロ‑パル)大

(107)

(105)
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(5)孝忠延夫｢マイノリティとは何か‑グローバルな『市民』のあ‑方と二一世紀『国民家』の可能性｣竹中千春･高橋伸
そも数の多寡みを示唆するものではない｡それ故に本稿ではマジョリティ､マイノリティと片仮名で表記する｡

91

(3)こでは梶田孝道編『新･国際社会学』名古屋大学出版会'二〇五年のように実証性の高い｢国際社会学｣研究を想定して

(4)日本語ではしば ､majority=多数派､runoity=少数派という訳出が行なわれる場合が多い､majority＼n とはそも
いる｡

(‑)かる問題意識については大賀菅｢境界線を越えた〝後″の政治学i‑グローバル化(効率性)と国家(正統性)の再衝突｣

(2)MichaeTRolphruitLo,'TheNortAlanicUversalS',rtmanuelWtrsein(d.)TheModmWrL･SysteminhLogua

DureJ,Bold:Paigmbshr204.p3

を参照｡

と国家‑境界線をめぐって｣塩川伸明･中谷和弘編『法の再構築Ⅲ‑国際化と法』東京大学出版会'二〇七年､三Il八頁

境界線を引‑ことになるいう指摘については杉田敦『境界線の政治学』岩波書店､二〇五年'二丁四頁'同著者｢生権力

『現代の理論』第一六号､二〇八年､七〇‑三頁を参照されたい｡ま､境界線をな‑そうと試みるこそれ自体が'新たな
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*本稿は､第一六回政治思想学会研究大(二〇九年五月二三日於青山学院大)シンポジウム｢国際社会とマイノリティ｣

の研究報告を修正したものである｡

考察の対象に加えることで､国際社会における境界線･ の再編について考察を深めていきた｡

ド､アイケンベリー､ハバマスドライゼックなど)については触れいなが､今後はこうした論者の所をも比較

その性質上､より明示的に国際政治･ 社会'またはトランスナショルな政治空間について論じた者(例えばへル

国際社会についての思惟に如何なる影響を及ぼし得るのかについて示唆的な検討材料を与えるものであろう｡本稿では

かと考えられる｡か 考察は'境界線･ といった本来は政治理論の課題であるところの概念が､国際政治ないし

越境される｢界線｣と越境されざる｢境界｣における多義的な構造を､明示的に概念化することができたのはない

パル･チャイニーズ｣に見られるような境界線を越えながらもその｢境界｣を再編成する戦略を詳らかにすることで､

再生産される可能性が克服得ないこと､またそを近代主義的論理で解析すの限界他方は｢グロー
境界｣という擬制‑国際社会規範は基本的にこれ拠ってるおマイノリティのよな｢他者が

界における境の再霊を論じていオング所検討すとう構成なっ｡そ結果､一方で｢開かれた

識の異同から検討し､そこにおいてマイノリティが如何再生産され得るを考察っつ上で境界線なき世

ン
至っていない｡
に
い
な
新自由主義の持っていた規範的次元に対し､アジ性析出とう点お明確な回答はされ
ぅな)グローバル･エリ1‑とアンダクラスの越えられい壁が存在する可能性は否め｡
な
享
六 おわりに
ぁ
本稿では国際社会における境界線･の編成とそこマイノリティ再生産をーしてネグ､バウ
第
〜
最
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(ir,i)

(32)

(31)

(響 (29)

(27)

アントニオ‥不ダリ (杉村昌昭訳) 『ネグリ生政治的自伝』作品社､二〇三年'六九頁｡

93

rbid,pLt3(訳書上巻二‑三頁).

rbid.,p320･4(訳書下巻二〇九‑1四頁).

Jbid.}p)29(訳書上巻二一六頁).

MultLde,p‑54･791.(訳書上巻一〇九二三､ハ貫).

『未来派左翼』前掲書ー上巻九七1 五三頁o

(25)アン‑二オ‥不ダリ(上村忠男監訳)『アンーニオ･,不ダリ講演集(上) 帝国とその彼方』ち‑ま学芸文庫､二〇七年t (24)アントニオ･ネダリ(小原耕㌻吉薄明訳)『(帝国)をめぐる五つの講義』青土社ー二〇四年'二五頁｡強調原文｡ (23) tbidr,p13057(訳書下巻1八 頁).

(26)

関内

学』前掲書ー六八頁｡
『アントニオ･,不グリ講演集(上)帝国)とその彼方』'一〇1‑0二頁｡

労働を指示するための基本用語｣となる可能性を示唆しているo『アントニオ･,不ダリ講演集(下)へ帝国的ポスト近代の政治哲 がー｢たとえば農業生産の新しい様式における農民たちの生産活動や情報サーヴィス労働と社会的再生産活動における女性たちの

l五四､1九頁oまたは同様の趣旨に『さらば､〝近代民主義″』前掲書.1二頁oさらにこの点関連しー非物質的労働

(21)Multide,p.237･41(訳書下巻八七‑一〇1頁)訳書該当頁にある｢全員による全員の碇泊｣という小見出しは､訳書にお

(gS) bidJp.302 5.(訳書下巻1八四 1八頁).

いて付け加えられたものである｡

(2)この文章は､世界社会フォーラムの会議録等を収した以下書籍に序文として掲載されいるoWilamFsherndTomas

評論社､二〇〇三年､六頁)

Poniah(eds.),ALrWtheorLdisP ble,Lond.ZebokS,203p‑m(加藤哲郎訳『もうひとつの世界は可能だ』日本経済

(1) Zbid}p.305.(訳書下巻1八九頁)

(18) Jbid.〉p.6 A(訳書上巻1二六頁)

(5)MichaelHrdtnAordNegi)Mult de,NwYork‥Pengumrs,204cf.pre, 67215,8 .(幾島幸子訳冒ルチ
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