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研究成果の概要（和文）： 本研究は、当初の課題に掲げた二つの問題のうち、主にコスモポリタニズムに注力
した。海外より研究者を二名招聘してワークショップを計二度開催した他、日本18世紀学会主催のシンポジウム
に研究メンバーが参加し、報告を行った。この他にも日本人のワークショップを二回、研究メンバ−による研究
会を約10回組織した。
以上の活動を通じて明らかになったのは、第一に、西洋世界のコスモポリタニズムは、個人の次元、国民の次
元、超国家組織の次元を持った重層的な理念だったこと、第二にこの理念は、当時の戦争や宗教対立、貿易の競
争などの現実に対して、急進主義的な変化とは異なる性質の改革構想としての意味を持ったこと、である。
研究成果の学術的意義や社会的意義
コスモポリタニズム研究は、冷戦後の世界秩序を考える手がかりとして、1990年代より英語圏で隆盛を見てい
る。日本語圏では、政治思想研究としては成果を生みつつあるものの、特に歴史研究においては未開拓のテーマ
である。本研究課題は、主に18世紀西洋におけるコスモポリタニズムを検討した。その結果、18世紀の知識人に
とっては、アメリカ独立革命やフランス革命で掲げられた自由や平等の問題とは別に、諸国家の対立が深刻な問
題であり、コスモポリタニズムはそうした現実に対する緩和策として構想されていた面が強かったことを確認し
た。この意味で、コスモポリタニズム研究は、現代世界の問題についても貢献することが可能となろう。
研究成果の概要（英文）：The main results of the this research project are as follows. Firstly, the
concept of cosmopolitanism in early modern Europe began with the idea of a cosmopolite, who was free
from national prejudices. Second, the value attached to the cosmopolite changed from negative to
positive, as shown in the definitions and accounts given in dictionaries and encyclopaedias. Third,
this change meant there had emerged an ideal of becoming a cosmopolite, which in turn signified the
birth of cosmopolitanism as a norm. Fourth, there existed in eighteenth‑century Europe a rival norm
of cosmopolitanism, i.e., patriotism. Rousseau and others criticised cosmopolitanism as an
unrealistic ideal. Fifth, Kant changed the paradigm of the debate by arguing that cosmopolitanism
was not a matter of love to one s home country, but that of courtesy towards foreigners. Finally,
cosmopolitanism thus can be seen as an attempt of reform in eighteenth‑century Europe where wars and
commercial rivalries abounded.
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１．研究開始当初の背景
（１）コスモポリタニズムの研究は、現在英語圏では隆盛を見ているが、日本語圏では、政治
思想研究としての成果を除くと限定的であり、とくに歴史研究は手つかずの状況にある。本研
究課題は、こうした状況に鑑みて、コスモポリタニズムの歴史研究として発足した。
（２）コスモポリタニズムはかなり間口の広いテーマであるため、対象地域をブリテン世界と
した。また議論を具体化するために、第二テーマとして、現在の西洋史学で関心を集めている
秩序形成の問題も同時に検討することとした。

２．研究の目的
（１）上述のように、ブリテン世界におけるコスモポリタニズムと秩序形成の問題を関連づけ
て検討することで、階級や国民形成にかわる新しい歴史解釈・叙述の視点を提供することを目
的とした。

３．研究の方法
（１）研究代表者・研究分担者にそれぞれ担当分野を振り分け、定例研究会において順番に研
究報告を行うことを義務づけた。
また国内でワークショップを二度、
学会シンポジウムを一度、
外国人研究者を招聘したワークショップを合計二度開催した。

４．研究成果
（１）コスモポリタニズムと秩序形成の二つのテーマのうち、コスモポリタニズムを優先課題
としたが、その結果、これ自体がかなり大きなテーマであることが判明し、こちらに注力する
こととした。また同時に、ブリテンの人間の間では、コスモポリタニズムに関連する思考法が
フランス人、ドイツ人などと比べ弱かったことも判明し、本研究計画は軌道修正が必要となっ
た。
（２）新たな研究の方向性として、フランス語圏、ドイツ語圏、イタリア語圏などの研究者を
ゲスト報告者として議論に参加してもらい、コスモポリタニズムをヨーロッパにおける問題と
して把握することとした。その結果、得られた成果としては、以下の三点が挙げられる。
（３）第一に、コスモポリタニズムは 18 世紀においては第一義的に個人の帰属／アイデンティ
ティの問題として認識され、個人が国の枠を超えて世界市民（cosmopolite）となり得るのかど
うか、に関心が集中していた。
（４）18 世紀ヨーロッパにおける各種の辞典・事典において cosmopolite の語は、当初は正負
両方の意味が与えられていたが、時代が下るにつれて肯定的な意味のみを有するようになり、
その結果、規範としてのコスモポリタニズムが成立した。
（４）18 世紀においてコスモポリタニズムの対抗概念はナショナリズムではなくパトリオティ
ズムであった。一部の啓蒙知識人は、パトリオティズムの対象となる地を、生まれ故郷ではな
く各人が自由に選んだ地と定義し、そうした自由の地を建設することが人類全体の幸福を増大
させ得ることから、コスモポリタニズムとパトリオティズムを相互補完的なものと考えようと
した。
（５）これに対してルソーやスミスらは、出生の地に対する愛着を人類愛に優先させることが
自然で無理がないことを説き、人類愛を祖国愛に優先させるコスモポリタニズムを抽象論とし
て斥けた。
（６）だがカントは、コスモポリタニズムを愛情・愛着の問題ではなく、異邦人に対して与え
られる権利の問題として再定義し、コスモポリタニズムをめぐる議論に新地平を開いた。すな
わち、コスモポリタニズムは、諸国民の草の根の次元での交流を拡大することによって広まる
べき規範と考えられた。
（７）以上のように、コスモポリタニズムは、国家間の戦争や貿易の競争が激しかった 18 世紀
において、民間の交流の拡大によって国家間の対立を緩和することを試みようとする理念だっ
たと総括できる。すなわち、アメリカ独立革命やフランス革命で掲げられた自由や平等の問題
とは別の次元で、現実への対応策として構想されていた。この点に着目すれば、コスモポリタ
ニズム研究は、文明間の対立が難題となっている現代にも貢献することが可能となろう。
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