




はしがき

　東北大学グローバルCOEプログラム「グローバル時代の男女共同参画と多文化共生（Gender 

Equality and Multicultural Conviviality in the Age of Globalization）」（平成20年度社会科学分

野／拠点リーダー辻村みよ子、国内連携機関・東京大学社会科学研究所）は、グローバル化が

進行する世界で生じている諸問題を、男女共同参画と多文化共生の二つの観点から解明し、そ

れらの知見を融合しながら解決策を提示することを目的としています。さらに、こうした問題

への深い理解と有効な対応策を提示しうる若手研究者を育成することを最終的な目標としてい

ます（詳細は、http://www.law.tohoku.ac.jp/gcoeをご覧下さい。なお、本GCOEは、東北大学

21世紀COEプログラム「男女共同参画社会の法と政策」の成果を多文化共生の観点から発展

させたものです）。

　このGCOEプログラムの目的と目標を果たすために、学術的な研究成果を発表する journal

を発刊することとし、Gender Equality and Multicultural Conviviality（男女共同参画と多文化

共生）の頭文字をとって、「GEMC journal」と名付けました。

　GEMC journalは、原則として第一部と第二部に分かれます。第一部には、GEMC journal

編集委員会から執筆を依頼した論文で、本プログラムの研究会報告をもとにした論文や事業推

進担当者らの研究論文を掲載します。第二部には、若手研究者に業績を発表する機会を保障す

るために、査読雑誌と位置づけて投稿論文を掲載することとしました。本GCOEのテーマと

関係する論文であれば、身分資格を問わずに投稿を認め、掲載可能性のある論文の著者には研

究会での報告等をお願いして成果を共有します。

　創刊号である本号では、第一部で月例研究会（2008年11月・12月開催）報告とプロジェク

トの研究会（2009年1月開催）報告をもとにした論稿を掲載しました。第二部では、論文の

査読にあたって、GEMC journal編集委員会内部に査読委員会を設けました。査読委員会は、

広範囲の領域にわたる論文を査読するために、それぞれの論文と同じ分野の専門家に匿名で個

別に評価を依頼し、その評価に基づいて厳正な査読を行いました。評価にご協力くださった内

外の専門家の皆様に、この場を借りて厚く御礼を申し上げます。

　グローバリゼーションの進展に伴い、ジェンダー、ナショナリズム、コミュニティ、世代な

どが生み出す差異は、構造的にもつれ合って深刻な弊害を社会にもたらします。これらの弊害

を克服し、多様な文化的価値が共存する社会を再構築する道を求めて、本GCOEは発足しま

した。その出発の年である2008年には、アメリカに発した金融危機がたちまちグローバル化

して、世界を覆いました。課題は緊急でかつ困難ではありますが、本GCOEは知的な営為を

重ねて、これらの課題に対応し、基礎工事となる確実な研究を目指します。GEMC journalも、

その営為の努力の一つとして、意義のあるものにしたいと願っております。

2009年3月
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Ⅰ. はじめに

　グローバルCOEプログラムの一つである「グロー
バル時代の男女共同参画と多文化共生」（以下、「本
GCOEプログラム」という）が2008年に発足したが、
5年間の本GCOEプログラムに参加する我々が負う学
問的課題とはどのようなものなのだろうか 1。
　本GCOEプログラムは、近年のグローバリゼーシ
ョンに伴って新たに現われた、あるいは、激化した
社会問題を、ジェンダー平等（gender equality）又は
多文化共生（multiculturalism）2という視点から分析
し、そのような社会問題を解決するために採るべき政
策の提言を行うことを、研究上の主目的としている 3。
ここから直ちに見て取れるのは、本GCOEが、単に
理論的（theoretical）関心からだけでなく、規範的
（normative）関心、さらには、政策（policy）提言と
いう責任意識を懐きながら、グローバル化時代の現代
における様々な社会問題への接近を図ろうとしている
という特異性である。
　それでは、そのような特異性を持つ本GCOEプロ
グラムが、高い学問的水準の研究成果を挙げるために
はどのようなことが求められるのだろうか。より具体
的には、本GCOEプログラムが theoretical approach

という側面に留まらず、normative approach、 policy 

scienceという側面をも備えながら、学問として成り
立ち続け、あるいは発展するためには、何か必要なの
だろうか。これが本稿の主テーマである。

Ⅱ. normative approachとしての
学問的課題

　本GCOEプログラムは、少なくとも universalism

（普遍主義）、 gender equality（ジェンダー平等）、mul-

ticulturalism（多文化共生）等の価値にコミットする
という規範的立場を取っている。より具体的には、本
GCOEプログラムの研究・教育活動に参加する研究
者は、これらの価値が実現する社会を望ましいものと
捉え、これらの価値が社会で実現される条件を探究す
る責任を負うという立場を選択している 4。そのこと
から、少なくとも、次の3つのことが求められると考
えられる。

1. 定義の重要性

　universalismにしろ、gender equalityにしろ、mul-

ticulturalismにしろ、これらはいずれも極めて多義的
な概念である。したがって、たとえば、全く異なる政
策や相対立する政策をそれぞれ同じ“universalism”
という言葉で正当化することが理論的に可能であるば
かりでなく、現実の政治でも頻繁に見られる 5。
　従って、本GCOEプログラムに参加する研究者は、
研究を行うにあたって、これらの概念を用いる場合、
そこで用いるそのような概念を絶えず明確に規定する
ことが求められる。例えば、ある論文において、「多
文化共生社会化」を実現する条件を探究する場合、そ
の論文では、「多文化共生社会化」をどのような概念
として用いているかを明確化し、「多文化共生社会化」
を達成したかどうかを測定する基準も明示する必要が
あるだろう。

我々の学問的課題は何か
―theoretical approach, normative approach, 

policy scienceとしてのGCOEプログラム―

大西　　仁
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2. 哲学的考察の重要性

　既述のように、本GCOEプログラムは、universalism、
gender equality、multiculturalism等の価値にコミット
しているが、本GCOEプログラムに参加する研究者は、
それらの価値の根拠を常に問い直すことが求められて
いる。
　時として、この種の価値にコミットする立場を取る
研究者は、それらの価値の根拠が自明であるという前
提に立って議論をしがちであるが、それでは、限られ
た学問的成果しか期待できないだろう。
　なぜなら、第一に、parochialな価値根拠に立って
universalismを批判する“backlash”派 6も、しばしば
自らが掲げる価値の根拠は自明であるとの立場を取っ
ており、universalismを擁護する研究者が、このよう
な“backlash”派との間で知的成果を産み出し得るよ
うな論争を行うためには、自らが擁護するuniversal-

ismがどのようなもので、ある社会的コンテクストに
おいて、なぜそれを他の価値よりも優先すべきなのか、
を明かにしなければならないからである。例えば、外
国人労働者排斥を主張する政治勢力は、そのような政
治主張を「愛国心」の名の下に行うことが多いが、そ
の場合、ある国に生まれた人間がその国土や国民を（他
の国土・国民よりも）愛することは当然であるとする
立場をとることが多い。このような立場に対して、な
ぜmulticulturalismを採るべきなのかを明かにしない
まま、多文化共生社会化を採るべき政策であると主張
して、「外国人労働者排斥」論者と論争したとしても、
議論はかみ合わないだろう。
　第二に、human dignityを尊重する立場にありなが
ら、相対立する見解をとる研究者が並存するという
ことがしばしば起こりがちであり、そのような場合
に、生産的な対話・論争を行うためには、それぞれの
研究者が自らの見解の価値根拠の考察を深めなければ
ならないからである。例えば、本GCOEプログラム
の重要研究課題の一つとなっている「生殖補助医療」
をどこまで容認すべきかをめぐっては、ともに個人の
“human dignity”を尊重しながらも、「産む自由」を
優先する見解に立つのと、「生まれてくる子供の人間
的未来」を優先する見解に立つのとでは、結論が大き
く異なってくる。ここで、例えば、「産む自由」とい
う主張を掲げて自らの結論を正当化するだけでは知的
怠慢に陥ってしまうだけであり、「産む自由」あるいは、
自らの考える「human dignity」とはいかなるもので
あって、なぜそれらを尊重しなければならないか、を
明らかにしない限り、真の学問的成果をもたらし得な
いだろう。

3. 研究対象とする課題の選択の重要性

　社会には無数の事実（facts）が散在している。そこ
から研究者がどのような factsを選び出して考察の対
象とするかということは、normative approachを取る
場合、theoretical approachを取る場合以上に細心の注
意を払う必要がある。より具体的に本GCOEプログ
ラムに引き寄せて述べるならが、何が“gender equal-

ity”や “multiculturalism”に関わる重要な社会的イッ
シューであるかは、社会によって様々に異なる。し
たがって、本GCOEプログラムに参加する研究者が、
どのような社会的イッシューを自らの研究課題にする
かを決める場合、その社会・集団にとってその社会的
イッシューが切実なものであるか否かを判断基準にす
ることが求められる。
　たとえば、本GCOEプログラムで、ルワンダの国
会において女性の国会議員の比率を割り当てる「クォ
ータ制」が採用され、すでに相当の成果を挙げている
という興味深い研究報告がなされているが、この問題
をめぐっては次のような議論を展開する余地があるだ
ろう。ルワンダの圧倒的多数の女性にとって、近年、
女性のdignityを極端に損ねた出来事は、1994年のル
ワンダ内戦の際に発生した「大虐殺」にまつわる事柄
だろう。この時、ルワンダ社会では、「父系社会」の
原理が大きく働き、フツ族の夫とツチ族の妻との間に
生まれた息子は、自らをフツ族と見なして、母親を敵
視し、母親の親族の虐殺に手を染めた場合も少なくな
かった。したがって、ルワンダの女性が、切実に解決
を希求している“gender equality”の問題（少なくとも、
その一つ）は、このような「父系社会」の原理をどう
克服するか、という問題であると推測される。ここで、
ルワンダの国会における女性議員の割合を定める「ク
ォータ制」が制度としていかに優れているかを検証し
たとしても、それだけでは―例えば、独裁国家でし
ばしば、貧困にあえぐ多くの国民の意思を無視して、
巨額の費用をかけて記念碑的建造物を建てたのに対し
て、海外の専門家が「建造物として優れている」とい
う賞賛を向けたとしたら貧困にあえぐ国民の失望・冷
笑を招きかねないのと同様―ルワンダ社会における
gender equalityの実現の手段としての妥当性を証明し
たことにはならず、それがルワンダ社会の内的要求に
応えるものであり、又、ルワンダ社会の様々な集団が
主体的に関わった成果であることを示すことが求めら
れているのではないだろうか。
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Ⅲ. policy scienceとしての
学問的課題

　本GCOEプログラムは、gender equalityやmulticul-

turalismを社会において実現するためにとるべき政策
を提案することを、一つの大きな学問的課題としてい
る。そのことから、少なくとも、2つのことが求めら
れる。

1. theoreticalな裏付け

　本GCOEプログラムは、社会運動でなく学問なので、
ある政策提言を行う場合には、その政策を実施すべき
理論的根拠を明らかにすることが不可欠である。すな
わち、ある社会でgender equalityや multiculturalism

が十分に実現されていない場合、そのような現象をも
たらしている要因が何であるかを明らかにして、次に、
そのような要因を取り除くためにはある政策が有効で
ある、ということを論証しなければならない。そのよ
うな手順を踏むことなく政策提言を行ったとしても、
それは学問的成果とは言えないだろう。
　例えば、日本社会において女性国会議員の割合が低
いという望ましくない状態が今も続いているが、この
ような問題解決のための政策提言を学問的に行うため
には、まず、第2次大戦後、日本社会では、女性が男
性と同等の参政権が制度上認められているにもかかわ
らず、女性の国会議員の割合が依然として低いのはな
ぜか、その要因を明らかにするという theoreticalな考
察を行う必要があるだろう。そして次に、そのような
要因を取り除くために実施し得る複数の政策を選び出
し、それらの政策を、実行可能性や実施した場合の効
果について、比較・評価し、その結論として、ある政
策をとるべき政策として提言する、という作業手順を
踏む必要があるだろう。
　又、日本社会では、他の先進社会と比べて、一部の
地域を除いて在住「外国人」と「日本人」が共生する
多文化共生社会化が進んでいないが、このような問題
解決の政策提言においても、上述のような theoretical

な考察を行うことが不可欠である。

2. 制度論の深化―nation-state system と
universalismの矛盾の克服―

　universalism的な価値を社会で実現するということ
と、現実の世界におけるnation-state systemの制度と
は、本来、緊張関係をはらんでいる。たとえば、「福祉」
（welfare）という目標は、すべての人間の社会経済的
平等が保障されるべきであるというuniversalismの原
理に基づくものであるが、もしこのような原理を推し

進めるとすれば、本来、一国家、一国民の枠を超えて、
全人類の社会経済的平等を追求しなければならない筈
である。ところが、現実には、主として20世紀にな
って、“welfare state”（福祉国家）という目標が多く
の地域で推進され、かなりの程度、実現されるに至っ
た。これは、言うまでもなく、権力がnation-state に
集中している現実世界において、グローバル規模で
welfareを実現することは困難であるという情勢には
適うものであるが、本来の社会経済的平等という原理
から言えば、矛盾ないし、不十分な点を含んでいると
言わざるを得ない。
　そしてさらに、グローバリゼーションが進行した今
日においては、そのような矛盾が、次の2つの意味で、
より顕在化する傾向が見られる。
　第一に、地球環境破壊が進展するにつれて、単独の
国家が自国領土内の環境保護を図ることが難しくなっ
たり、経済のグローバリゼーションによって、福祉国
家体制を維持することがほとんどの国家で困難になっ
たりしていることに端的に現われているように、単独
の国家が一国内で普遍主義的目標を実現・維持するこ
とが今日では困難になっている。すなわち、グローバ
リゼーションの進展に伴い、「一国普遍主義」の限界
が露呈して来ているのである。
　第二に、今日の世界では、「一国普遍主義」が行き
詰まるにつれ、普遍主義の価値そのものへの批判・懐
疑論が台頭する傾向が見られる。すなわち、現実の世
界がnation-state systemという権力基盤の上に成立し
ているのだから、universalismを追求するのは非現実
的であり、それよりは、nation-stateと結びつきやす
いparochialism的原理に立った政策を追求すべきであ
るという主張が有力になる傾向が現われている。例
えば、外交政策におけるunilateralismの台頭、多文化
共生に対する ethnocentric nationalismの攻撃、“伝統
的”価値観を押し立ててgender平等主義を批判する
“backlash”派の勢力の伸長などがその例と言えよう 7。
　以上のような趨勢を考慮すると、本GCOEプログ
ラムに参加する研究者が今後何らかの政策提言を行う
場合、その政策を一国内の枠組みで実施することばか
りを前提にするのでなく、nation-state systemに代わ
る政策実現の枠組みのあり方についても斬新な提案を
行うことが求められていると言えよう。そしてそれ
に伴い、本GCOEプログラムが政策提言を行う主な
targetとして、各国政府と並び、non-state actorsをも
重視する必要があるだろう。

註
1. 本稿は、2008年11月19日のGCOE月例研究会で筆者が行っ
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た報告を基にしている。同報告では、本GCOEプログラムの学
問的課題が何か、という議論に加えて。2008年10月22日、23

日に北京の清華大学で、本GCOEプログラムが清華大学と共
に主催したTsinghua-Tohoku Workshop on “New Social Issues 

in the Age of Globalization”についての報告も行ったが、同
Workshopのあらましは、既に本GCOEのウェブサイト（http://

www.law.tohoku.ac.jp/gcoe/）等で紹介されているので、本稿に
は、同Workshopの報告は含まないことにする。

2. 本GCOEプログラムの英語名は“Gender Equality and Multi-

cultural Conviviality in the Age of Globalization”である。ここ
で一般的に多用されている“multiculturalism”という言葉でな
く“multicultural conviviality”という耳慣れない言葉を用いる
に至った経緯については註4で述べる。

3. 本GCOEプログラムの主目的については、例えば、前掲の本
GCOEプログラムのウェブサイトを参照。なお、本GCOEプロ
グラムは、研究と並んで、博士課程学生・ポスドクの研究者を
はじめとする若手人材の育成を、主目的としている。

4. 本GCOEプログラムは、東北大学大学院法学研究科を主拠点と
して2003年から2008年にかけて展開された21世紀COEプログ
ラム「男女共同参画社会の法と政策」を継承・発展させるもの
として申請し、採択された。ここで、同21世紀COEプログラ
ムと本GCOEプログラムを比較すると、「男女共同参画」から「多
文化共生」へと、観点あるいは対象とする領域が拡大している
が、このような観点・研究領域の拡大を図ったのは、主として、
次のような考察に基づく。
　すなわち、21世紀COEプログラムを申請した2003年当時
は、どのようにすれば「男女共同参画社会」を実現できるかを
めぐっては、様々な見解の対立が見られたものの、男女共同参
画を進めるべきであるという点については、日本社会にも国際
社会にも、広い合意が存在した。これに比べて、本GCOEプロ
グラムを申請した2008年になると、日本社会においても、多く
の他国においても、「伝統的」規範や「効率主義」に基づく、男
女共同参画を進めることに対する反対論や懐疑論（いわゆる
“backlash”）が有力になっている。
　ところが、このような“backlash”は、男女共同参画を
めぐってだけ現われている現象ではない。偏狭な排他主義
（parochialism）に基づいて、人間の尊厳（human dignity）の普
遍性を否定する傾向は現代社会の様々な分野で顕著になってい
る。（このような傾向については、例えば、Derek McGhee, The 

End of Multiculturalism?---Terrorism, Integration and Human 

Rights---, Open University Press, 2008. 参照）例えば、今日、
世界の多くの国で、移民や外国人労働者を排斥したり、隣国
に対する威嚇政策を主張したりする「排他的ナショナリズム」
（ethnocentric nationalism）が台頭する傾向が見られるのはその
典型例である。又、少子高齢化が進む中で、福祉の負担をめぐ
って世代間対立が深まり、福祉社会という目標そのものへの反
対・懐疑論が広がっているのもその代表例と言えよう。そして
このようなparochialismの台頭は、グローバリゼーションがもた
らした大きな社会変動と深い関連を持つと推測される。例えば、
「排他的ナショナリズム」の台頭は、グローバリゼーションが各
国内社会（national society）における社会的分裂（貧富の差や、
伝統的価値とグローバリズムとの対立等）を拡大し、その結果、
identity crisisに陥った「弱者層」（underdog）が、強いnational 

identifyの回復を求めて、その「障害」となる移民・外国人労
働者や隣国に対する攻撃的態度を強めることによって起こって
いる面が強いと考えられる。（加茂利男・大西　仁・石田　徹・
伊藤恭彦『現代政治学・第3版』有斐閣、2007、pp.204-206 参照）
　言うまでもなく、他方において、近年のグローバリゼーショ
ンの深化に伴い、世界の圧倒的多数の人間の日常生活が、グロ
ーバル規模で展開されるヒト・モノ・カネ・情報の流れに強く
依存しながら営まれるようになり、又、それにつれて、地球環
境破壊やテロリズムの蔓延に代表されるような「人類共通の課
題」も顕在化している。その結果、普遍的人権意識の世界的普
及に代表されるように、普遍主義（universalism）の世界的普及
がますます進展している。

 　以上に述べたことから明らかなように、近年のジェンダー平
等主義とそれに対する反対論とのせめぎ合いは、グローバリゼ
ーションの進展に伴うuniversalismとparochialismとの対立の
一側面と捉えることができる。そのようなことから、本GCOE

プログラムでは、上記のような観点・研究領域の拡大を図る
ことにした。ここで、本GCOEプログラムでは、universalism

の 概 念 は、“uniformity”（ 画 一 主 義 ） と “multicultural 

conviviality” 又は“multiculturalism”（通常よく用いられるのは
“multiculturalism”あるいは「多文化主義」という言葉であるが、
この言葉は主として複数のethnic culturesの共存を連想させる
ため、本GCOEプログラムでは、より広汎な種類の複数の要素
の共存ということを明確に打ち出すために、Ivan Illichがかつて
用いた“conviviality”という言葉を採り入れて、“multicultural 

conviviality”という言葉を新たに造り、本GCOEプログラムの
英文タイトル等で用いている。）の2種類に大別されるという見
解を取っている。なお、本GCOEプログラムは、申請に当たっ
て、universalismとは、すべての人間のhuman dignity（人間の
尊厳）は等しく尊重されるべきであるという考え方、uniformity

とは、universalismを実現するためには社会の均質性を維持・
強化することが必要であるという考え方、multiculturalism（又
はmulticultural conviviality）とは、universalismを実現するた
めには、社会に多様性（diversity）を維持・強化することが必
要であるという考え方、という概念規定を採用した。

5. Samuel P. Huntingtonが唱えて世界的に流行した“clash of 

civilizations”（文明の衝突）という言葉は、そのような現象を
表現したものと言えよう。

6. “backlash”については、註4参照。
7. 「一国普遍主義」とは、言うまでもなく、日本国憲法の平和主義
を保守主義者が揶揄する言葉として用いる「一国平和主義」を
もじったものであるが、「普通の国」に戻れという、日本国憲法
の平和主義への反対も、parochialismに基づくuniversalismへ
の批判の一例と言えるだろう。



Ⅰ. はじめに―ジェンダー平等と
多文化共生をめぐる理論的諸課題※

　「ジェンダー」とは「社会的文化的性別を意味する
学術用語である」。このように定義したうえで、江原
由美子教授は、「ジェンダーは、『民族や文化・人種・
エスニシティ、階級、年齢、障害の有無などによって』
多様な形態をとることが知られて」おり、ゆえに、「ジ
ェンダーに敏感な視点」とは、「単に人間という種に
おける男女という生物学的性別に配慮するだけではな
く、『民族や文化・人種・エスニシティ、階級、年齢、
障害の有無などによって多様性を持つ性別＝ジェンダ
ー』に十分配慮する視点を、いう」と述べる 1。もし、
ここで指摘されるようにジェンダーの「形態」や「ジ
ェンダーに敏感な視点」自体に、本グローバルCOE

（GCOE）拠点 2で問題とする「多文化共生」の要素が
内包されているとすれば、本拠点における「男女共同
参画（ジェンダー平等）と多文化共生」を融合する視
点ないし試みは、それ自体必然的なものといえる。
　すなわち、ジェンダーの観念を「社会的・文化的性
差（性別）」という意味に定義した場合でも、それが
性別以外の諸要素（人種・民族・エスニシティ、文化、
階級、年齢、障害の有無など）と絶えず重なり合って
いることから、ジェンダー平等の視点とこれらの諸要
素とを重視する視点とを重ね合わせて検討することに
意義が認められる。そこで本GCOE拠点および本稿
では、ジェンダーの観念を「社会的・文化的性差（性別）」
という意味に捉え、性別を含む人種・民族・宗教・文
化等の多様な属性や要素を有する諸個人の共生を「多
文化共生」という観念で包括的に捉えつつ、ジェンダ
ー平等（男女共同参画）と多文化共生という複眼的視
点からグローバリゼーション下の問題を検討すること

を目指している。
　このように、ジェンダー平等ないし男女共同参画の
視点を拡大してグローバリゼーション下の多文化共生
問題を明らかにするという本GCOE拠点の基本的立
場は、今日のフェミニズム論、ジェンダー研究、ジェ
ンダー法学（ないしフェミニスト法学Feminist Legal 

Theory）の動向とも軌を一にしている。
　例えば、 レヴィとヴァーヴィックのフェミニスト法
学のテキスト 3（2006）では、第9章を「フェミニズ
ム法学とグローバリゼーション」にあて、グローバル・
フェミニストセオリーの構築が課題であるとして下記
のように指摘する。すなわち、世界の1.3billionを占
める貧困層の70％が女性であり、中国の農村やイン
ドのDV、女性の人権侵害など、多くの課題が世界的
に存在している。フェミニズム思想や女性学が曲がり
角にあるとしても 4、グローバリゼーションが公私に
関する新たな議論を提供し、「フェミニズムと多文化
主義」の関係が問題になっていることは否定できない。
とくにアメリカのフェミニストは、反本質主義を通し
て、多文化主義をしばしば表明してきたのであり、こ
れによれば、フェミニストは、階級やジェンダーの問
題をクロスさせて女性の経験に敏感にならなければな
らない 5。人身売買や割礼など、非西欧諸国を中心に
女性の人権侵害が多発している今日、西欧の思考を非
西欧の文化に強制することなく、国際人権や尊厳の基
本原則の考えを発展させることは可能なのか、という
重大な問いが存在している。
　このように、女性の人権を保障する際に、非西欧の
文化や伝統を無視することは不可能であり、性別と
いう要素を超えて、文化やエスニシティに配慮した
多文化共生の視点が不可欠である。このことは、「グ
ローバル・フェミニズム」に関する今日の議論にも示
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されている。例えば1945年以降の現代フェミニズム
を、グローバル・フェミニズムという視点から捉えた
B.G.スミスの編書（2000）では、女性の移民が労働
市場を求め、あるいは政治的暴力から逃れるために国
境を越えて移動するグローバル時代に入った状況を明
らかにしている 6。また、運動主体等に注目する場合
にも、21世紀のフェミニズムは間違いなくグローバ
ルな次元に入り、単一の運動ではありえなくなったこ
とが示される。人種や階級のみならず、文化や政策の
多様性や差異が、女性たちのさまざまな利益を形作っ
ている。フェミニストが提起する問題は国際諸機関の
支援も得て、トランスナショナルなフォーラムに統合
されている 7。実際、女性の人権侵害などの問題がグ
ローバル化によって深刻化している反面で、ジェンダ
ー平等を求める運動や政策もグローバル化している 8。
このようなグローバルな取り組みをも視野に入れつつ、
ジェンダー平等や人権の問題を、多文化共生という広
範な視点から検討してゆく課題が、今日のジェンダー
法学、ジェンダー研究に課せられている 9。
　日本でも、グローバル化のもとでのジェンダーと多文
化共生を関連づける研究がはじまっているが、日本では
多文化共生の観念を外国人との共生問題、外国人政策・
移民政策の問題として狭くとらえる傾向がある10。この
点は、伊藤るり教授が、「北米の多文化主義は、民族
だけでなく、ジェンダー、性的指向、さまざまな障害
に由来する差異も含み、包括的な人権政策としての展
開を示しているのに対して、日本においては、これら
は『多文化共生』の問題とは切り離される傾向にあ
る 11」と指摘するとおりである。このため、日本では、
本GCOE拠点のタイトル「男女共同参画と多文化共生」
についても、「女性問題と外国人問題」のように短絡
的に理解して、両者の必然的結びつきを疑問視する傾
向も少なからずあるようである。
　しかし、すでに明らかにしたように、本GCOE拠
点では、多文化共生を「性別・人種・民族・宗教・文
化等の多様な属性や要素を有する諸個人の共生」のよ
うに包括的に捉えており、このような広範な視座から
グローバリゼーション下のジェンダー問題と多文化共
生問題を総合的に研究しようとするものであることを
再確認しておきたい 12。
　このような視座にたって、本稿では、グローバル時
代における男女共同参画（ジェンダー平等）と多文化
共生が交錯する具体例として、イスラムのスカーフ問
題を取り上げる。
　ここでは、公教育の宗教的中立性の問題と個人の信
教の自由（あるいは普遍主義的な共和主義と多文化主
義）を対立させる従来の観点に、ジェンダーの視点か
ら、女性の解放（ジェンダー平等）と抑圧（性支配）

という対立構図を加えて、錯綜した問題をジェンダー
法学ないしジェンダー憲法学の視点から読み解くこと
を課題とする。さらに今後のジェンダー平等政策に資
するため、各国の対応や政策を概観しておくことにす
る。

Ⅱ.　イスラムのスカーフ問題の諸相

1. 問題の所在―コーランとスカーフ

　すべての発端はイスラム教の聖典コーランである。
その第24章31節は、信者の女たちが貞淑を守り、そ
のためにヴェイルを胸の上まで垂れ、自分の夫または
父の外は、彼女の美（や飾り）を表してはならないこ
とを定める 13。ここでは、「性的部位」の露出が禁じ
られており、信者の女性たちは、その部位についての
判断に応じて、頭からすっぽり全身を覆うブルカや頭
髪と顔を覆うヴェール、あるいは頭髪のみを覆うスカ
ーフなどを被っている 14。教義に従順な信徒にとって
は、たとえこれが外見上女性の抑圧の象徴となってい
るとしても、信教の自由の行使として、その自由が擁
護される。イスラム社会では、教義に反する行為は認
められないことから、同質化した社会では問題になら
ない。
　しかし、彼らが移民となって国外に移住し、とりわ
け政教分離や世俗主義（フランスにおけるライシテ
laïcité、トルコにおけるライクリック laiklik）、あるい
は公教育の宗教的中立性が定められた国家やその植民
地でスカーフ等を被る場合には、その許否をめぐって
熾烈な議論が起こってくる。
　例えば、フランスでは、1905年に憲法的法律で政
教分離を決定し、ライシテが共和国の基本原理にな
った。そのため旧植民地アルジェリアでは、すでに
1958年5月の段階でフランス軍によってイスラム女性
解放の名目で「ヴェールを脱ぐ」儀式がおこなわれて
いたことが知られている 15。フランス本国では、1989

年にパリ郊外のクレイユの公立中学校で起こった事
件（校長が3人の女子生徒にスカーフを取るよう命じ、
拒否した3人に授業をうけさせず退学問題に発展した
事件）以来、大きな社会問題となった。ここでは、公
教育の宗教的中立性とイスラム女性の宗教的自由との
対抗関係が争点となり、コンセーユ・デタは、同年
11月27日、基本的に生徒の宗教的自由を重視する判
断をしたが、プロパガンダになるものは許されないと
した。当時のジョスパン文部相が仲裁に入り、12月
12日の通達で、個別に学校校長の判断にゆだねるこ
とで決着した。
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　しかしその後、2000年「9. 11」の影響下に排外主
義や反イスラム感情（イスラム・フォビア）が強まり、
2002年4月21日の大統領選挙第1回投票で、極右の
ルペン候補が社会党のジョスパン候補を抑えて第2位
になるハプニングもあった。2003年2月のリヨン郊
外のバンダナ事件や、郊外におけるイスラム女性に対
する性犯罪などを契機に、世論がスカーフ禁止法の方
向に一気に進んだ。

2. 諸国の対応―統合型（フランス・トルコ型）
と、並列型（イギリス・オランダ型）

　イスラムのスカーフ問題は、いまやヨーロッパのみ
ならず世界の課題となり、各国でも規制の方向をとり
つつあるといえる。しかしその対応には差異があり、
移民政策において厳格な政教分離を貫こうとするフラ
ンス・トルコなどの統合型と、移民の文化に寛容な態
度をとるオランダやイギリスなどの並列型に分けるこ
とが一般的である 16。ドイツは、緩やかな政教分離原
則をもつ点で後者に属するが、昨今では州のレヴェル
での規制が進んでいる。

（1）統合型

ⅰ）  フランス 　　
　フランスでは、2003年7月3日にシラク大統領がベ
ルナール・スタジを委員長とする「共和国における
ライシテ原則適用に関する検討委員会」を発足させ
た。同年12月9日の委員会内の投票で20人中19人の
委員が禁止論に賛成し、12月11日に、禁止論を基調
としつつ、ユダヤ教の休日とイスラムの休日を学校休
日にすることなど26の提案を含む報告書が提出され
た。これを受けたシラク大統領は、12月17日に演説
し、禁止法への理解を国民に求めて、2004年3月15

日に、「公立学校における〈あからさまな〉宗教的表
象の着用禁止法（La loi interdisant le port 〈ostensible〉 
de signes religieux à l'école publique）17」が成立した。
〈ostensible〉の語は、「これみよがしな」「誇示的な」
とも訳されるが、いずれにしても他者に対してすぐさ
ま宗教的意味が理解されるような明白な宗教的シンボ
ルの着用を意味しており、イスラムのスカーフやユダ
ヤ教の帽子（Kippa）、大きな十字架などが含まれる
とされる。
　この法律は、議会の圧倒的多数（国民議会　494対
36、元老院　276対20）で可決された為、提訴権者の
資格要件（議員60名）を満たさず、憲法院には提訴
されなかった。（ただし、2008年7月の憲法改正 18で、
違憲審査の方法に修正が加えられ、破毀院やコンセー
ユ・デタから憲法院に移送される憲法異議の制度が導
入されたことにより、将来的には、個人からこの法律

の違憲性を争うことが可能となる）。また、欧州人権
裁判所は、2008年12月4日、1999年に退学処分にな
った2つの事例について、欧州条約違反にはならない
との判断を示した 19。フランスの 議論の状況は後述す
る。
ⅱ）トルコ　　
　トルコでは、国民の99％がイスラム教徒（スンニ派）
でありながら、トルコ革命の指導者で「建国の父」ケ
マル・アタチュルクが1928年憲法で国教条項を撤廃し、
国家と宗教を分離する国家体制を確立した。1937年
に世俗国家であることを明記して、フランスと同じよ
うに世俗主義ライクリック（laiklik）を採用した。 そ
の結果、トルコでは、公的な場面での女性のスカーフ
着用だけでなく男性のあごひげも禁止されてきた。こ
れに対して、2002年からエルドアン政権が世俗主義
を緩和する方針を打ち出し、2005年からＥＵ加盟交
渉をひかえて議論が激化した。2008年2月9日、トル
コ国会は、従来の禁止措置を改め、大学内での着用を
認める法律を制定したが、同年6月5日、トルコ憲法
裁判所は、この法律は、トルコ憲法上の政教分離原則
に反するため無効であるとし、着用禁止措置を復活さ
せた（トルコ憲法第2条、第4条、第148条参照）。11

人の裁判官の内、9人が前掲の国内法は違反と見なし
たもので、国内ではなおも議論が続いている 20。

（2）並列型

ⅰ）イギリス　　
　イギリスでは、インド・パキスタン系中心のイスラ
ム教徒は約200万人で人口の3.4％である。宗教色排
除や宗教的シンボルの着用についてはフランスと異な
る立場をとり、スカーフや十字架像、キッパの着用な
ども自由である。公立学校でも、校長が自由に校則を
決めることができることから、殆どの校則ではスカー
フ、キッパ、シーク教徒のターバンなどの着用が許可
されている。病院でも、特別に願い出ればイスラム教
の服装が許され、スカーフやターバンの着用は、警察
内ですら認められているといわれる。
ⅱ）オランダその他　　
　オランダでは、イスラム教徒30万人で人口の1.9％
である。身体を覆い尽くすヴェールについて規制論議
があるものの、宗教に基づくあらゆる差別が法律で禁
止されており、スカーフは公立学校で許容されている。
同じくイスラム教徒が約30万人で人口の2.9％を占め
るベルギーでも、学校に関する連邦法が存在しないた
め、各校がそれぞれ独自に校則を制定できる制度であ
る。フランス語圏で見られた衝突も話し合いによって
解決してきたが、ブリュッセルの学校でスカーフが禁
止され、イスラム系コミュニティが抗議に立ち上がっ
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て以後、衝突が再燃した。フランス語系の2人の議員
が学校内と公務員に関して宗教的な服装を禁止する法
案を提出したが、その後の議論は停滞している。この
ほか、スペイン（イスラム教徒30万人、人口の0.7％）、
イタリア（イスラム教徒80万人、人口の1.4％）でも
ほぼ同様であるが、次第に議論が高まりつつある 21。
ⅲ）ドイツ
　これに対して、ドイツではイスラム教徒が320万人
（人口の3.8％）であり、トルコ（またはクルド）の出
身者が多い。1949年のドイツ基本法は、1919年のワ
イマール共和国憲法の条文を継承して「国教会は存在
しない」と定め、国家と教会との明確な分離は規定し
ていない。各宗教に対して平等な取扱いを保障してお
り、公立学校では修道女が修道服姿で教壇に立つこと
ができ、十字架像を教室に置くことが認められ、宗教
の授業を選択科目としてカリキュラムに含めることが
義務付けられている。したがって、公教育の宗教的中
立性の原則を確保することは困難である。ただ、十字
架像については、キリストの磔刑像が設置されていた
ことからその合憲性が争われ、1995年5月16日の連
邦憲法裁判所決定において違憲と判断された。この事
件は社会的に大きな議論を呼んだが、実際には磔刑像
が撤去されなかったところが多いとされる 22。
　スカーフの問題については、バーデン・ヴュルテン
ベルク州でアフガニスタン出身の女性教師が教員採用
試験と授業の際にスカーフ着用を望んだところ、教員
として不適格として任用が拒否されたルディン事件が、
大きな問題となった。原告が連邦憲法裁判所に憲法異
議を申し立てたのに対して、2003年9月23日の判決
は、信教の自由と信仰告白による不利益の禁止を定め
たドイツ連邦共和国基本法4条1，2項、33条3項に
違反するとして、スカーフ着用女性の教員任用拒否を
違憲と判断した。ここでは宗教によって公務就任権は
制約されないことが示され、州の当局はそもそも「万
人に受け入れ可能な規制」のあり方を探り、法律を制
定しておくべきであったと判断された。教師のスカー
フ禁止はイスラム女性を公職から引き離す効果をもつ
ため、このような判断が示されたが、その後、実際に
は、2006年までに多くの州で法規制が行われた 23。
　ザールラント州、ヘッセン州とベルリン特別市では
公務員全員について、またバーデン・ヴュルテンベル
ク州、バイエルン州、ニーダーザクセン州では公立学
校についてのみ、禁止法を制定した。ただし、キリス
ト教やユダヤ教のシンボルまで標的にしていない。そ
れは、キリスト教民主同盟（CDU）のメルケル党首（当
時）が2006年に党指導部に宛てた文書の中で、キリ
スト教的な伝統は「我々の文化」の一部を成すとして、
宗教的シンボルを公共の場から排除する必要を認めな

かったことも関係している。すなわち、国家の宗教的
中立原則を前提とした場合でも、十字架とスカーフは
異なる、という論理が優勢である。ここでは、十字架
は罪の赦しを公に象徴するもので抑圧の象徴ではない
が、イスラム教徒にとってのスカーフは、女性の抑圧
を背景にしていることが含意されている。また、教師
と生徒の立場も区別する必要がある。とくに、国家公
務員のスカーフ着用は適切とは言えないにしても、女
子生徒がスカーフをつけて登校することを禁じる場合
には、教育を受ける権利の侵害になる、という理由で
ある 24。 

　上記のように、この問題の背景には、政教分離・ラ
イシテ（国家の宗教的中立性）の問題のほかに、移民
の統合問題、さらに女性の解放、女性の権利保護とい
う論点が複雑に錯綜している。そこで、次に、フラン
スの議論を例にとって、3つの観点からこの問題を検
討しておこう。

Ⅲ. スカーフ禁止の論理―3つの
対抗図式

1. ライシテ・共和主義 vs. 個人の自由・リベラ
リズム

　フランスでは、上記のようなスカーフ禁止論は、
1905年の政教分離法によって確立されたフランス共
和主義の基本原理としての「ライシテ」の原理に基
礎をおくものであり、個人（イスラム教徒）の宗教
的自由を制約してでも守るべき価値であると解され
ている 25。2003年 12月 17日に、シラク大統領はエ
リゼ宮で共和国におけるライシテ原則の尊重につい
て演説した。「ライシテは、我々の伝統に刻まれてお
り、我々の共和主義のアイデンティティー（identité 

république）の中心にある。……すべてのフランス人
男女に注意を集めたいのは、共和国の礎石であり、我々
の尊敬、寛容、対話における共通の価値の束ね柱であ
るライシテの原則への忠誠のなかである。……ライシ
テは、思想良心の自由を守るものである。思想をも
ち、もたない自由を擁護する。……さまざまな宗教の
協調的な共存を可能にするのは、公共の場での中立性
である。他のすべての自由と同様に、思想表現の自由
もただ他人の自由や社会規範への考慮という限界をも
っている。……ライシテ原則への尊重を確保するもの
は、幾世紀にわたって根気よく確立されてきた、この
貴重だが壊れやすい、巧妙なバランスである。だか
らこそ、それは我々の憲法の第1条におかれたのであ
り、それは売り渡すことのできないものである。」「学
校におけるライシテを再確認しなければならない。そ
れは、学校が絶対的に保護されている（préservée）
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だからである。……学校は、諸価値の獲得における平
等を守るために保護しなければならない共和主義の聖
域（sanctuaire）なのである。26」
　この演説後の世論調査では69％が、2004年の世論
調査では、75％が禁止法に賛成していた 27。その背景
には、移民の増加と文化的侵食に対して、共和国の基
本原理を守るという大義名分が存在していた 28。とく
に公教育の場では、宗教的中立性が要請されるのであ
り、個人（多数の非イスラム教徒）の信教の自由を守
るためにも政教分離を重視する必要がある。このこと
は、カトリックとの長い抗争の上にようやくライシテ
を確立したフランスの共和主義の最後の譲れない一線
ともいえるものである。
　しかし、この議論は当然にリベラリズムからの批判
を呼ぶことになり、リベラル・デモクラシーと信教の
自由、政教分離の関係が、あらためて問われることに
なった。そして個人の信教の自由よりも「ライシテ」
を優越させたフランスの特殊性が再確認されるととも
に、リベラリズムにとっても有益な「普遍性を帯びる
ライシテ」の可能性も論じられるようになる 29。また、
フランス的な共和主義原理としてのライシテを重視す
る立場からも、個人の価値選択の自由を重視する立場
が登場しており、各国の「苦悩」が示されている 30。

2. 普遍主義・機会の平等 vs. 差異主義・マイ
ノリティーの権利、共同体主義

　フランスの共和主義は、同時に、普遍主義をも意味
している。「一にして不可分の共和国」は、多元主義
や差異主義ではなく、統合を求めるものであるからで
ある。この点は、ニューカレドニアの人民に対して、
「フランス国民は1つ」であることを宣言した憲法院
判決 31にも示される。また、それは共同体主義をも排
斥するものである。シラク大統領は、その演説のなか
でこれに言及し「共同体主義は、フランスの選択肢で
はない。それは、我々の歴史や伝統、文化に反してい
る。我々のヒューマニストの原則や、才能と能力にの
み基づいて社会的地位をさだめる信条、フランス人
の間の平等と友愛の価値に反するものである。……そ
のためにフランスは、行動しなければならない」とす
る 32。そのうえで、機会の平等を強調し、フランス語
を母国語とする移民の子たちに対する就業や統合のた
めの施策をとおして、国民の統合にヴァイタリティー
を与えるべきことを主張している。
　ここには、移民たちに対する統合（intégration、 
cohésion）や寛容、多様性を重視する観点はあっても、
彼らの「差異への権利（droit à la différence）」や差異
主義（différencialisme）」を積極的に認めようとする
傾向はない。その背景には、フランスにおける共和主

義者の多くがアングロサクソンの多文化主義や共同体
主義を忌避しているという理論状況がある。ここで
は「グローバリゼーションのなかでフランスがフラン
スであり続けるために共和国原理を死守しようとする
『閉ざされたさ共和主義』か、「共和国の普遍主義が生
みだした現実的不平等を、さまざまな差異を承認する
ことで修復しようとする『開かれた共和国』か、とい
う二つのオプションの対立 33」が認められるにすぎな
いということになろう。フランス公法学でも、普遍主
義か差異主義か、という対立よりもむしろ、「抽象的
な普遍主義」と「具体的な普遍主義」あるいは「矯正
的普遍主義」との対比によって、普遍主義を修正して
ゆく傾向のほうが強いといえる 34。

3. 女性差別撤廃・平等 vs. 女性の信教の自由、
女性に対する差別・暴力等

　さらに、スカーフ禁止論の論拠の1つには、女性差
別の撤廃という普遍主義的な原理がある。この論点は、
上記のスタジ委員会の報告書でも次のように指摘され
ていた。「若い女性たちは、さまざまな圧力や言葉よ
る暴力、心理的ないし物理的な暴力によって現れるセ
クシズムの復活の犠牲者である」。「この状況では、一
部の少女や女性が自発的にヴェールを被っているとし
ても、他の者は強制や圧力のもとで被っている。思春
期前の少女にとって、ヴェールの着用は強制され、あ
るいは、暴力による強制である場合がある。……若い
女性たちはまた、性的な身体の毀損（mutilation）、一
夫多妻制、妻の離縁（répudiation）の犠牲者でもある。
……トルコ、マグレブ、アフリカのある共同体では、
婚姻が強制されている。……委員会は、証言してくれ
た少女たちの勇気に感謝する。……女性の基本的権利
は、今日、わが国でも日常的に無視されている。この
ような状態は受け入れられない 35」。
　しかし、報告書全体ではこの論点は必ずしも重要な
位置を与えられていたわけではない。にもかかわらず、
同委員会委員であり著名な社会学者であるアラン・ト
ゥレーヌが、スカーフ禁止に慎重な立場を改めて女性
の解放を根拠に賛成に回ったことが注目を集めたこと
もあり、2003年12月17日のシラク大統領の演説では、
主要な論点として強調されることになった。
　シラク大統領は、「結局、我々の共和国の諸価値を
守るための闘いは、女性の権利と男性との真の平等を
確保するために断固として行動することを決心させ
た。この闘いは、明日のフランスの姿を示すものであ
る。……私は厳粛に宣言する。……女性の権利について、
我々の社会は、大いに進歩している。パリテについて
の新たな開拓、それは女性と男性との職業上の平等で
ある。各人は、このことを意識し、この方向で行動し
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なければならない。私は近く個人的にこれについて約
束するつもりだ」と述べた 36。この2003年から2004

年の過程で、男女平等推進の施策とスカーフ禁止法が、
同じ女性の権利保護という脈略で語られていたことが
わかる。実際、2004年のスカーフ禁止法に対する世
論の好意的な反応の背景には、ムスリム女性への性的
暴力問題にする憤りや、「郊外の女性」の声などの運
動があった 37。
　このように、スカーフ禁止法成立の背景には、女性
解放に関する論争が存在した。そこでジェンダーの視
点からの論争を見ておくことにしよう。

Ⅳ. ジェンダーの視点からみた
スカーフ論争の争点

1. エリザベト・バダンテールとリベラル・フェ
ミニスト

　1989年の最初の段階で、いわばリベラル・フェミ
ニズムの立場からスカーフ禁止の論戦をはったのは、
エリザベト・バダンテールらである 38。彼女らのアピ
ールは、「ヌーヴェル・オプセルヴァトゥール」（2-8 

nov.1989）に掲載され、フランス知識人の間に議論
を巻き起こした 39。この問題は2003年に再燃したが、
当時ムスリム女性への性的暴力問題が大きく取り上げ
られていたこともあり、女性に対する暴力禁止の運動
に立ち上がっていたフェミニストたちをも刺激するこ
とになった。当時の主要な論調は、スカーフは女性の
信教の自由、表現の自由、身なりの自己決定権などを
制約するものであって、女性の人権にとってはマイナ
スシンボルであるというものであった。そのことから、
スカーフ禁止こそが女性解放のプラスシンボルである
ことが強調された。ここでは、「男女平等にコミット
した西欧文明」対「性差別的なイスラム文明」という
単純な対立構図が示された。

2. フランソワーズ・ガスパール

　これに対して、フランソワーズ・ガスパール 40は、
スカーフを強制することも禁止することも、いずれも
女性が公的領域に現れる際に従わなければならない規
範を定めることであり、一種の暴力を行使することで
あるとする。彼女は、公立学校でのスカーフ着用をラ
イシテというプリズムだけを通してみる場合には、多
様な方向を見落とし、我々の社会でジェンダー関係が
置かれている状況を見ないことになる、と指摘する 41。
ここで重要なことは、民主国家において、いかに、着
用しないことを望む少女や女性を助けることができる
かであるとして、彼女は、まず問題とすべきスカーフ

着用の分類からはじめ、1994年のコスロカヴァール
との調査に基づいて3種類に分ける。
　第1は移民第一世代の女性にとってのそれであり、
伝統にしたがった普通のもの（banal）にすぎない。
第2は、両親によって着用を強制されている移民の子
としての少女たち（adolescentes）であるが、ここで
問題になっているのは、第3のタイプ、すなわち自ら
の意思で、自己のアイデンティティーを示すために、
時には家族に背いてでも着用を求める年長の高校生や
大学生の女性たち（post-adolescents）のそれである。
ここでは、若い女性たちにとって、スカーフは時とし
て（男性の暴力等から）解放されるために街角から逃
れる手段になり、あるいは逆説的ではあるが、家父長
制の秩序を覆す手段、イスラム内部の女性の従属とい
う不平等に対抗する手段になっている。これに対して、
「スカーフを禁止することは、男性支配を後退させる
ことになるのか」という問を発するガスパールは、フ
ェミニストを自称する女性たちがスカーフ禁止法を要
求してきたことを疑問視して次のように述べる。解放
を主張するのはほかでもなく少女たちであり、法律の
対象外の私立学校では、多様性を尊重する中で共生す
ることを学べるのではないか。差別と闘うためという
世俗主義の宣伝の役割は、生徒に自ら自律的主体とな
り、多様性をもった貴重な共同体の一員になることを
認めることではないのか。男女平等実現の真の障害は、
普遍主義の名のもとで、反フェミニズムや狡猾な男性
中心主義の雰囲気のなかに漬かっているフランス社会
に由来する。イスラムのスカーフ論争がこんなにも混
乱を招いたのは、フランスという国で両性平等が欠け
ていたからに他ならない。男女平等は所与のものでな
く構築するものである。この原理は、たとえそれが遅
れて形成されたとしても、歴史的には国家の世俗主義
（ライシテ）を伴ったものである。そしてそれは教育
と信念によってしか実施され得ないのであり、これに
反して、スカーフ禁止のような強制的手段では、ライ
シテの保護も、男女平等の保護もいずれも保障できな
いであろう、と 42。
　上記のような、自由を求める女性個人の視点に立っ
てスカーフ禁止法を批判する立場は、イスラムの若い
女性たちがおかれた二律背反の地位に同情をよせる他
の論者によっても共有されている。
　例えば、コスロカヴァール 43は、ムスリムの若い女
性たちは、家族やコミュ二ティのなかで伝統的モデル
や貞淑性の要請に従うことが求められる一方で、フラ
ンス社会では個人としての自律や性的生活の自由を求
められ、この二律背反の中で葛藤していることを指摘
する 44。このなかで少女たちは、親兄弟に対して純潔
な態度をみせることで精神的な優位を保つための「道
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具」としてスカーフを着用するようになる 45。

3. クリスチーヌ・デルフィー

　この状況について、クリスチーヌ・デルフィー46は、
フランス社会に存在する差別意識に対抗するものとし
て、ムスリムのフランス人固有のアイデンティティー
の証として、公立学校でのスカーフ着用の要求が出て
くると分析している。すなわち、スカーフ着用は女性
の劣勢の証であるが、それだけではない。フランスで
しばしば両親に反抗してまで着用されているスカーフ
は、アフガニスタンやイラクのそれのように男性兵士
などから強制されているものとは異なる。それは一種
の挑発（provocation）であり、フランス社会のイス
ラムのスカーフへの挑発は、フランス的な事件なので
ある 47。「普遍性から排除された」イスラムの移民た
ちは、かつて強制された特徴（une spécifi cité）を「権
利として要求するようになる 48」。それは強制でなく、
選びとられたもの、積極的で、不名誉でないものであ
り、この世代の一部はイスラムのアイデンティティー
を見出すために選んだのである。彼女らは差別と闘う
ことしかできないのであり、過去の差別の犠牲者であ
る女性や移民の子孫のために実施されるポジティヴ・
アクションの方向が目指される。拙速に法律を通すか
わりに、彼女らの真の動機を理解するために反省に身
をゆだねるべきだった、とデルフィーは主張する。禁
止法の賛成者は国際的に類似の状況としてフランスを
位置づけるが、フランス社会の人種差別主義のなかに
存在する差別的なメカニズムを明らかにし、これを改
めるべきだ、というのである 49。

4. その他

　これまでフランスのフェミニストのなかでの議論を
検討してきた。これらの検討結果をフェミニズム論全
体に一般化することはできないが、リベラル・フェミ
ニズムとラディカル・フェミニズムに属する論者が、
公立学校におけるスカーフ禁止法制に対して、それぞ
れ賛成と反対という異なる対応をみせ、イスラム女性
の権利をめぐって異なる視点や解決策を提示している
ことが興味深い。これらの分析結果は、フェミニズム
論の多様性を示すものであるとともに、フェミニズム
と多文化共生問題が交錯するイスラムのスカーフ問題
の複雑さを一層明瞭に示すものといえよう。
　ただし、フェミニズムとスカーフ問題をジェンダー
論の視点から検討する場合には、上記のようなイスラ
ム圏外での議論のほかに、イスラム圏内のフェミニス
トたちの議論動向なども参考にすべきところである。

さらに、イスラム圏のなかでも国によって大きな差が
あるため、各国別の比較研究も必要となろう。例えば
トルコ、イラン、モロッコ、アルジェリア、チュニジ
ア、エジプトなど、西欧の人権思想やフェミニズムの
影響がある国々では、スカーフをめぐる議論も実際に
激化している。本稿で検討したトルコのほかにも、チ
ュニジアでは1981年に公の場でのスカーフ着用を禁
じる政令が出され、モロッコでも教科書からスカーフ
姿が削除されたことも知られている。しかし、中東ア
ラブ諸国では共通してイスラム回帰の潮流が強く、若
い女性の間でも身体全体を覆うチャドルが大流行する
傾向があることから、これらの国内でのスカーフ着用
に関する批判は困難になっている 50。
　これに対して、EU諸国やアメリカ、カナダなどに
在住する研究者やフェミニストの議論は非常に盛んで
あることから、本稿では、おもにこれらを参照した 51。
それによれば、たとえば、イランのフェミニズムは、
イラン革命後のイスラム回帰の状況のなかで分断化さ
れ、複雑な状況にある。一方で公立学校等でのスカー
フ禁止のような法的措置が望まれる反面、他方では、
女性が公的領域でエンパワーしてポリガミー（一夫多
妻制）廃止や婚姻年齢引き下げなどの法改正を実施す
る前提として、スカーフ着用を実施せざるをえない状
況がある 52。このようにイスラム本国での着用の問題
と本稿で問題にしたフランス等での着用とでは条件が
大きく異なることから、前者についての詳細な検討は
別稿に委ねることにしたい。 

Ⅴ. まとめ―ジェンダーと多文化
共生研究の交錯への視座

　以上のように、イスラムのスカーフ問題を例として
検討した場合も、従来の憲法学等のようなライシテの
プリズムだけを通した見方も、また、差別からの女性
の解放という点を重視するリベラル・フェミニズムか
らの見方も、適切とは言えないことが明らかとなった。
とくに、女性解放の脈絡でのみスカーフ着用禁止の意
義をとらえるリべラリズムの論理は、ムスリムの女性
のスカーフ問題に含まれる多義的な意味を見誤るだけ
でなく、平等の観念とも密接に関連するはずの個人の
自律やライシテの原理そのものとも矛盾することにな
ってしまう。イスラムのスカーフ問題に対する従来の
研究がライシテからの検討に集中していたこと、スカ
ーフ禁止の法制化に一役買ったリベラル・フェミニズ
ムの議論をさらに超えた論点が必要であることを、最
近のジェンダー研究と多文化主義研究が示していると
いえるであろう 53。
　なお、日本では、スカーフ問題のような信教の自由
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と多文化共生にかかわる論点はさほど議論されていな
い。憲法判例としては、「エホバの証人」の信者の公
立学校における剣道実技（格闘技）の拒否事件が、公
教育の宗教的中立性と個人の信教の自由との交錯に関
する論点を示している。この事件の最高裁判決では、
学校側の退学処分が信教の自由の直接的な侵害になる
ことはないにせよ、代替措置をとらずに原級留め置き
処分をしたことが校長の裁量権を超える行為であると
して学生の方を勝訴させた 54。憲法学説もおおむねこ
の判決に賛同しており、個人の人権保護や寛容の観点
が優越していることが窺える。ここでは、フランスの
ライシテ原則や共和主義原則が特殊である点に加えて、
日本では公教育の宗教的中立性や政教分離の原則が厳
格に解されていない、という事情もあるようである。
　スカーフ問題についても、日本の主流的見解では、
制度的に人権を侵害するようなスカーフ禁止論の流れ
には断固反対という傾向になるように思われるが、実
際にイスラム女性のスカーフ問題が起こった時に、判
例・学説がどのような論理でいかなる結論を導くのか、
ジェンダー視点から女性の解放の論点が登場するかど
うかなどは定かではない。
　しかし日本でも、2008年5月にインドネシアから
の看護師や介護士を2年間で計1000人受け入れるこ
となどを柱とした、日本とインドネシアの経済連携協
定（EPA）が政府間で正式調印され、8月から受け入
れが始まった。看護師の場合、最初6カ月の日本語訓
練期間を含めて3年間滞在して「看護師候補」の資格
で働きながら学び、国家試験に合格すれば正式な看護
師として4年目以降も日本で働くことができる。これ
によって国公立の病院での看護師のスカーフ着用が問
題になることも予想され、今後の議論が注目される。
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Nordmann（dir.）op.cit., pp.89-93.

45 伊東俊彦「フランスの公立学校における『スカーフ事件』につ
いて」『応用倫理・哲学論集』第3号97頁では、これを「権利
として要求されたベール le voile revendiqué」という第3の類型
に分類している。 http://www.l.u-tokyo.ac.jp/philosophy/eth03.
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46 クリスチーヌ・デルフィーは、CNRSの主任研究員で、シモーヌ・
ドゥ・ボーヴォワールらとNouvelles Questions féministesを主
催し、前衛のフェミニスト（militante féministe）、本質主義に
反対するféminisme matérialiste の代表として知られる。いわゆ
る差異派フェミニストに分類することができ、「ラディカル・唯
物論フェミニスト」（江原・金井編『フェミニズムの名著50』平
凡社294頁［井上たか子］）と命名されている。

47 Christine Delfy, <Une affaire française>, Charlotte Nordmann

（dir.）op.cit., pp.64-65.

48 Ibid.,p.66, 伊東前掲97頁参照。
49 Ibid.,p.70.

50 http://www.tkfd.or.jp/news/islam/43_20061205_1.shtml、ダニエ
ル・ヴィダル前掲論文など参照。

51 <Les Politiques du voile en Iran, entertien avec Azadeh Kian-

Thiébaut>, Charlotte Nordmann（dir.）op.cit., pp.126-133; 

Nilufer Gole, <Islamique et féminisme en Turquie :regards 

croisés, Charlotte Nordmann（dir.）op.cit., pp.118-125. 

52 本GCOE拠点の2008年12月月例研究会では参加者との議論の
中でイスラム本国におけるフェミニズム理論・運動等を検討す
る必要や、フランスでの議論との比較分析を行う必要などが指
摘されたが、これらの検討はGCOE国際ワークションプなどを
経て成果を公刊する予定の研究叢書のなかで検討することにし
たい。

53 伊東前掲論文98頁は、この点について、「自律した個人たるべ
くして努力する場合の彼女たちの『戦術』をも捉えそこなう危
険性を持っている点で、ライシテの精神そのものと矛盾してし
まうという問題を孕んでいる」と指摘する。

54 平成8年3月8日最高裁判所第二小法廷判決（民集50巻3号469

頁）。本件につき、拙著『憲法（第３版）』日本評論社（2008年）
206頁参照。
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Ⅰ. はじめに―2004年選挙まで
のパターン

　2008年のアメリカ大統領選挙は、まず民主党内で
の指名争いでヒラリー・クリントンとバラク・オバマ
が競い合ったことで、次いで本選挙においてオバマの
対立候補であった共和党のジョン・マケインが副大統
領候補にサラ・ペイリンを抜擢したことで、人種と性
のファクターが強く意識されることになった。
　アメリカの大統領選挙において、人種と性がつねに
一定の役割を果たしてきたことは否定し得ない。たと
えば、民主党の大統領候補は白人票だけではつねに劣
勢であり、接戦の末敗北した2004年のジョン・ケリ
ーの場合、白人票では41%対58%で共和党のジョージ・
W・ブッシュに負けていた。その一方で、彼は黒人票
では88%対11%で圧勝した。このように黒人と白人
で、著しく政党支持のパターンが異なる。これは何も
2004年だけの現象ではなく、それ以前から存在する
きわめて構造的なものである。
　女性票の動向についても、1980年以来「ジェンダー・
ギャップ」が観察される。民主党候補の女性得票率は
全体での得票率より、2%から7%程度高い。逆に言えば、
民主党は男性票に弱いということにもなる。1984年
に民主党は女性副大統領候補を擁立したが、その際の
女性における民主党得票率は44%であり、40%とい
う全体での得票率との差は、以上の期間内ではとくに
大きくない。
　これらは、とくに黒人候補や女性候補が大統領候補
になっていなくても観察される現象であった。こう
したパターンは歴史的に形成され、またそれぞれの
政党の基本的政策によって生み出されてきた。黒人
は1960年代半ば、南部での差別的な制度を解消した

民主党を評価し、民主党支持を強めた。民主党の政策
も、黒人に対するアファーマティヴ・アクション（差
別是正のための積極的措置 :雇用や大学入学での優遇
措置）、あるいは貧困対策など、黒人の要求に対応し
たものであり、他方で共和党はそれに強く反対した。
　女性票の動向に関しては、おそらく共和党のイデオ
ロギー的変化が強く関係している。人種問題でも男
女平等に関しても、20世紀初頭以来、共和党が進歩
的で平等主義的な改革の党であった。民主党は差別
主義的で保守的な南部を基盤としていた。男女平等
憲法修正案（ERA）を1920年代以来提案してきたの
は、北部を基盤としていた共和党であった。ところが、
1970年代後半から共和党が顕著に保守化した。党内
に、男女平等は聖書の教えに反すると解釈する宗教保
守派が浸透し始めたためである。1976年の共和党政
綱はERA賛成であったが、1980年に沈黙し、1984年
には反対を表明した。
　人工妊娠中絶の問題が政治の争点として浮上したの
も1970年代からであり、1973年の最高裁判所判決（ロ
ー対ウェイド判決として知られる）が重要な契機であ
った。その判決によって女性は中絶を選択する権利を
かなりの程度認められたが、その結果、それまで中絶
は多くの州で禁止であったため、中絶の件数が鰻のぼ
りに増えることになった。これに驚愕したのが宗教保
守派であった。
　さらに、レーガン候補が提唱した対ソ連強硬路線も、
ある程度女性票の動向に影響を与えていた可能性はあ
る。ただ、ジェンダー・ギャップは冷戦終結後、そし
て9-11事件前の時期の大統領選挙（1992年、1996年、
2000年）にもほぼ同じ水準で登場しており、外交問
題はそれほど大きな変数でない可能性が大きい。
　以上、2004年までの一般的な投票傾向を確認した。
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人種と性によって、投票傾向に大きな違いが存在する
ことは明白である。

Ⅱ. 民主党内の指名争い

　2007年2月14日にUSA トゥデイ紙に掲載されたお
もしろい調査がある（USA Today-Gallup Poll）。大統
領にふさわしい候補者がたまたま以下の属性をもって
いたら、あなたはその人に投票するかどうかを尋ね
ている。黒人であれば94%が投票すると答えている。
以下、女性の場合88%、モルモン教徒の場合72%、3

回結婚した人だと67%、72歳の候補者では57%であ
る。これは、明らかに特定の候補を想定してなされた
調査である。順にオバマ、クリントン、ミット・ロム
ニー、ルーディ・ジュリアーニ、マケインが想定され
ている。文字通りおもしろい結果であるが、ただ、こ
の調査はわれわれがあまりに人種や性という要素にば
かり関心を集中し過ぎることに対する一種の警告でも
ある。人にはさまざまな偏見がある。それは人種・民族・
性に限られるものではない。宗教や私生活、そして年
齢についてのものも、そこに含まれる。むしろ、この
ような調査を見る限りでは、黒人や女性に対する「偏
見」は相対的にかなり小さいともいえる。
　さて、簡単に2008年の民主党内での大統領公認候
補指名争いについて見てみよう。オバマが、黒人人口
比率5%といわれるアイオワ州で勝利し、またウィス
コンシンなど、州によっては白人票でもクリントンを
上回った。アイオワ州では女性票においてもクリント
ンに勝利している。その一方で、多くの南部州では圧
倒的な黒人票に支持されながらも、白人の支持を得る
のは容易でなかった。同じ白人でも北部と南部では大
きな違いがある。女性有権者の方が男性票を絶対数で
上回る民主党内での指名争いで、クリントンは予想通
り、ほとんどの州で女性票においてオバマを上回り、
またブルーカラーやヒスパニックの票を獲得した。た
だし、彼女は高学歴層で弱く、また黒人の多い州で苦
戦した。
　2008年5月末に発表されたピュー・リサーチセン
ターによる調査では、オバマの人種、クリントンの性
が、それぞれの選挙戦にプラスであるかマイナスであ
るかを聞いているが、かなりの程度、相殺されている。
民主党支持者の方が、両方のファクターについてマイ
ナスと見る傾向が強い。また黒人の方が人種も性もプ
ラスとみる強い傾向を持つ（23頁の表参照）。

Ⅲ. 2008年本選挙

　本選挙の結果はオバマが得票率において53%対
46%でマケインに勝利した。白人におけるオバマの
得票率は43%であり、2004年ケリーの41%、2000年
ゴアの42%を僅かに上回った。ただし、4年前より民
主党は全体として5%得票率を伸ばしたのであるから、
その伸び率よりは低い。それに対して、オバマの黒人
における得票率は95%まで跳ね上がった。また、オ
バマはヒスパニック票の67%を獲得し、4年前の53%

を大きく上回った。
　共和党がペイリンを副大統領候補に指名したにもか
かわらず、ジェンダー・ギャップは通常の水準で存在
した。女性票は全体平均値より約3%多くオバマに投
票していた。
　今回、とくに注目に値するのが、18歳から30歳未
満の有権者の投票動向である。彼らは66%対32%の
圧倒的大差でオバマに投票している。初めて投票した
有権者においても、オバマ対マケインは69%対30%

という大差がついた。ちなみに、60歳以上の有権者
では、51%対47%でマケインが勝っている。とくに
前者について言えることは、若い世代においては、お
そらく人種に関する偏見やこだわりが高齢者と比較し
てかなり小さいということであろう。　
　どの選挙においても若者の方が、民主党支持の傾
向が強いが（たとえば30歳未満の有権者において、
2004年では民主党対共和党は54%対45%であった）、
今回ほど顕著に差がつくことは珍しい。ここで見られ
たような感覚をもったアメリカ人が今後さらに増えて
いくと、人種についてさらにこだわりの少ない社会が
出来ていくのかも知れない。
　ここでは紙数の関係で詳細は省略するが、オバマの
人種に関しては、実は選挙の結果を左右するそれほど
大きな要因ではなかったかもしれない、と推測でき
る。2008年10月半ばのNBCニュースとウォール・
ストリート・ジャーナル紙による世論調査では、人種
は投票を左右する要因では「まったくない」と答えた
有権者が82%、「小さな要因」と答えた者10%、「重
要な要因の一つ」が5%、そして「もっとも重要な要
因」が3%であった。ただし、最後の2つの回答者に
対してさらに、その結果オバマに投票する可能性がど
のように左右されるか尋ねてみると、「投票する可能
性が高くなる」は2%、「低くなる」は4%、「ほとん
ど影響なし、あるいは影響なし」が92%となっている。
すなわち、プラスとマイナスはかなりの程度相殺され、
全体として影響はかなり軽微であると推測される。と
りわけ、もし人種ゆえにオバマに投票する可能性が小
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さくなる有権者が、元来ほとんど民主党に投票する可
能性のない共和党系であれば、なおさらである。
　ABCニュースとワシントン・ポスト紙も同年6月
22日に人種と投票傾向に関して調査発表しているが、
同様に、偏見のある有権者の反オバマ票は、オバマが
黒人であるがゆえに逆に強く支持する有権者によって、
かなりの程度相殺される可能性を示唆していた。
　今回、管見の限りでは、投票日直後の11月6日に
ニューヨーク・タイムズ紙に掲載された地図が、人種
に関してはもっとも刺激的であった。2004年と2008

年の民主党・共和党大統領候補の得票を、カウンティ
ごとにその増減率で、色の濃さで示してある。たとえ
ば今回20%以上民主党の得票数が増えたカウンティ
は濃い青で塗られ、逆に共和党が20%以上得票を増
やしたカウンティは濃い赤で示されている。5%ごと
に色は濃くなる。
　今回、民主党は前回より5%得票率を増やしたので
あるから、当然ながら全体としては青色が多い。全国
的には圧倒的に青である。とくに、インディアナ州の
農村部のように、保守的で、これまで共和党の牙城で
あった地域において、濃い青が登場している。
　他方で、ウエストヴァージニア州西部からケンタッ
キー州南部、テネシー州ほぼ全域、アーカンソー州ほ
ぼ全域、オクラホマ州東部、およびルイジアナ州南西
部に至る地域の多くは、全国的に平均5%の水準で民
主党に票が動いているにもかかわらず、そしてこの深
刻な経済危機の最中にもかかわらず、20%以上共和
党が得票を伸ばしている。これは、主として白人が居
住する農村部のカウンティである。有権者の90%以
上が白人であるテネシー州やアーカンソー州のカウン
ティにおける投票率は、全国的に共和党支持者の棄権
が伝えられる中で、4年前とほとんど変わっていない。
このような特異な動きを見せているカウンティこそ、
オバマの人種にもっとも強く、否定的に反応した地域
かもしれない。ただし、これらの州はいずれにしろ共
和党が圧倒的に強い地域であるために、勝敗にはあま
り影響を与えていない。そのように考えると、オバマ
の人種が彼に不利に働いた部分はかなり小さいのかも
しれない。

Ⅳ. 終わりに

　オバマが白人に、とくに若者や学歴の高い白人に強
く支持された理由の一つは、ジェシー・ジャクソンの
ようなそれまでの黒人指導者と違い、黒人に特殊な政
策要求をほとんど掲げず、アメリカの夢を語ったから
であろう。そして分断されたアメリカを団結させるこ

とを誓い、彼を当選されることそれ自体がアメリカを
変えることだ、歴史を作ることだと多くの有権者に感
じさせた。とくに夢を見たい人がオバマを熱心に支持
した。それに対して、ブルーカラー層のように、生活
が苦しく、それこそ三度の食事の心配をせざるを得な
い人々は、クリントンを支持した。
　クリントンが民主党内の指名争いでオバマに敗北し
たのは、緒戦における油断、とくに党員集会について
の理解の弱さ、圧倒的な強さを徹底的に誇示する「必
然性戦略」などが原因であったように思われる。女性
であったことによるハンディは存在したが、それほど
大きなものではなかったであろう。いずれにせよ、オ
バマがこれほど多くの人を鼓舞し、感動させることを
予想するのは困難であった。後知恵として振り返ると、
彼女もオバマに対抗して、経験と能力を強調する現職
大統領のような選挙戦でなく、女性に対する差別と偏
見が根強い時期から苦労して働き、妻として夫を支え、
母として娘を育て、同時に働く女性の先陣を切って戦
ってきた経歴をより前面に出し、より社会運動的な選
挙戦を組み立てていれば、もう少し多くの感動を与え、
多くの人を鼓舞する候補者となっていたかもしれない。
むろん、このあたりはすべて推測の域を出ない。

＊ 本稿は2009年1月9日の東北大学GCOE研究会での報告をもとに
しており、若干の表現の修正を例外として、日本学術会議編『学
術の動向』2009年3月号掲載の拙稿をそのまま転載したものである。
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民主党予備選挙におけるオバマの人種とクリントンの性

オバマがアフリカ系アメリカ人で
あることは彼にとって（％）

クリントンが女性であることは
彼女にとって（％）

回答数
プラス マイナス どちらで

もない プラス マイナス どちらで
もない

合　　計 22 14 57 24 20 51 1242

共 和 党 支 持 者 21 13 57 20 17 56 352

民 主 党 支 持 者 21 18 56 24 27 45 444

無 所 属 24 11 58 27 14 55 415

男 　 性 24 14 56 23 15 57 578

女 　 性 20 14 58 24 24 46 664

白 　 人 21 14 59 22 21 53 1042

黒 　 人 31 19 42 40 15 40 105

18　－　34　歳 29 12 51 31 18 47 135

35　－　49　歳 21 14 61 25 18 54 316

50　－　64　歳 23 15 57 21 23 50 401

65　歳　以　上 14 14 60 18 20 53 364

大 学 卒 25 16 54 22 21 52 476

若干の大学教育 24 10 59 31 15 49 348

高校卒及びそれ以下 18 15 58 21 21 52 413

有権者登録をした人に対する調査。

McCain's Negatives Mostly Political, Obama's More Personal （May 29, 2008）
http://people-press.org/report/?pageid=1319より引用
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第２部［自由投稿論文］
農村部における外国人配偶者と地域社会　農村部における外国人配偶者と地域社会　̶山形県戸沢村を事例として山形県戸沢村を事例として̶
　安藤　純子安藤　純子

男女共学・男女別学をめぐる議論の課題と展望男女共学・男女別学をめぐる議論の課題と展望
―教育目的・内容を構築する視点としての「ジェンダー」に注目して教育目的・内容を構築する視点としての「ジェンダー」に注目して―
　尾崎　博美尾崎　博美

カナダ憲法における平等権と性的指向問題の連関性カナダ憲法における平等権と性的指向問題の連関性
　河北　洋介河北　洋介

グアンタナモの拷問被害者による損害賠償請求事件グアンタナモの拷問被害者による損害賠償請求事件
―「対テロ戦争」における「他者」の排斥と国際人権法の枠組「対テロ戦争」における「他者」の排斥と国際人権法の枠組―
　木村　元木村　元

紛争解決制度としての世界銀行インスペクション・パネル紛争解決制度としての世界銀行インスペクション・パネル
―世界銀行融資をめぐる紛争の解決に関する一考察世界銀行融資をめぐる紛争の解決に関する一考察―
　佐俣　紀仁佐俣　紀仁

性同一性障害者特例法をめぐる現代的状況　性同一性障害者特例法をめぐる現代的状況　―政治学の視点から政治学の視点から―
　竹田　香織竹田　香織

19 世紀後半から 20世紀初頭までの国民的一体性とチェコ政党政治19世紀後半から 20世紀初頭までの国民的一体性とチェコ政党政治
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Ⅰ. はじめに

　日本における2007年末現在の外国人登録者数は
2,152,973人で、前年比3.3％増、日本の総人口の1.69

％を占め、過去最高となった 2。中でも、中長期に生
活を送る者が増加している。日本では、少子高齢化に
伴う労働力不足から外国人労働者の受け入れが検討・
推進されており、今後、中長期に生活を送る外国人が
増えるものと予想される。これまでも言葉や習慣の違
いから様々なトラブルが発生したり、不法滞在や外国
人犯罪などの問題や外国人に対する人権問題など多く
の課題が存在しており、外国人と如何に共生していく

のかがますます重要な課題となっている。
　「多文化共生」は、総務省が2006年3月、地方自治
体に対して、地域における外国人住民の施策支援を目
的とした「多文化共生推進プログラム」3の具体的な提
言を発信したことから、これまで以上にクローズアッ
プされるようになった。これは、在住外国人が1997

年から2007年の10年間に670,260人、45.2％も増加
した 4ことが背景にあるが、在住外国人の在留資格の
構成は地域によって異なっている。
　都市部では、集住都市における単純労働者の占める
割合が高い。一方、農村が多い東北地方においては、
1970年代以降に深刻化した過疎化・少子高齢化・嫁
不足による後継者不足解決のため、1980年代後半以降、

農村部における外国人配偶者
と地域社会

̶山形県戸沢村を事例として̶1

安藤　純子

〈参考〉2000年以降の全婚姻数に占める日本人同士の婚姻数と国際結婚数
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山形県最上地区で行政が主導して外国人配偶者（女性）
の受け入れを推進し、全国的にも注目を集めたという
興味深い事例が存在する。この例のように、東北地方
における在住外国人は「外国人配偶者」の占める割合
が高く、彼／彼女らと如何に共生していくのかという
点に大きな特徴がある。
　日本の国際結婚数は、2007年末で40,272件、全婚
姻数（719,822件）の5.5％を占め 5、前年よりは減っ
たものの、外国人登録者数が総人口に占める割合と比
較しても高いといえる。日本人同士の婚姻数が減少傾
向にある中で、農村だけではなく都市部においても嫁・
婿不足が進むと同時に、グローバル化に伴う人の移動
によって、今後、国際結婚は増加していくものと考え
られる。
　上述した最上地区の自治体の一つである戸沢村は
「相互理解・多文化共生の心豊かな村づくりを目指す」
ことを目標に国際交流協会が設立されるなど、多文化
共生に向けた取り組みがいち早く行われ、他の地方か
ら注目されてきた。外国人配偶者に関しては、戸沢村
でも行政主導による国際結婚が進められたことはよく
知られているほか、「外国人配偶者受け入れ・定住の
成功例」とも言われている。また、韓国・忠

チュンチョンプクド

清北道
堤
ジェチョンシ

川市松
ソンハクミョン

鶴面との農村青年の交流、女性同士の交流、
児童の相互訪問、1997年に建てられた「高麗館」のほか、
韓国から嫁いだ女性たちが村内の日本人女性にキムチ
や冷麺の作り方を教え、これらが村の特産品となるな
ど、韓国との関係が深い。
　そこで、戸沢村の「多文化共生」＝外国人配偶者、
特に韓国人の配偶者についての受け入れ経緯、取り組
み、現状、問題点などを調査分析することは、今後も
増加すると考えられる外国人定住者との共生を模索す
る上で、とりわけ農村の多い「東北型多文化共生」を
模索する上で、非常に大きな示唆を与えるものと思わ
れる。

Ⅱ. 戸沢村の概況 6

　山形県最上郡戸沢村は、山形県の北部・最上地方に
位置し、新庄市と隣接している。面積の83％を山林

原野が占め、村の中央を日本三大急流の一つで「舟下
り」で有名な最上川が東西に流れている。1950年に3

村（古口村、戸沢村、角川村）が合併して戸沢村とな
り、2005年で50周年を迎えた。1965年（昭和40年）
までは1万人を超えていた人口（10,045人）は年々減
少し、2009年1月末現在の人口は5,820人（男2,783人、
女3,037人、表1）、世帯数は1,664 と過疎化が進行し
ている。その一方で、世帯数に大幅な減少は見られず
逆に増加している年もあることから、少人数世帯の増
加、核家族化が進んでいることが見て取れる。
　村の主な産業は、稲作を中心とした農業、「最上川
舟下り」と村内に3ヵ所ある温泉をメインとした観光
業である。特産品には、詳細については後述するが、
韓国から嫁いできた女性たちと村の女性たちとの交流
によって生まれた「戸沢流キムチ」と「戸沢流冷麺」
がある。
　近年、里の自然や知恵を再発見し、またそれを子供
たちに伝えることを目的とする、そしてそれらを活か
した活動である「里の自然学校」の取り組みが「地域
おこし」の一つとして大きな注目を集めている 7。また、
「国民健康保険発祥の地」としても知られており、国
保の精神ともいえる「共助」の考え方は、現在、村の
教育方針「共に学び、共に育つ＝共育」と、村の基本
理念「共生＝人が人を互いに育て合い、人と自然が互
いに育て合う、思いやりや慈しみに富む優しい村をつ
くろう」に生かされている。

Ⅲ. 戸沢村の国際結婚推進策

1. 背景

　日本では1950年代から70年代前半にかけて高度経
済成長期を迎えたが、それと同時に特に農村において
は、若者の都会への流出による過疎化、高齢化、農業
後継者不足といった問題のほか、嫁不足も指摘される
ようになっていた。財団法人日本青年館結婚相談所所
長の坂本洋子氏によれば、日本における「農村の嫁不
足」という表現で地域の「結婚難」が始まったのが
1950年代であり、1959年に高校の教師であった梅谷

表1＜戸沢村の1965年以後5年ごとの人口と世帯数＞

年 1965 1970 1975 1980 1985 1990 1995 2000 2005 2009

人　口 10,045 8,876 8,131 7,815 7,495 7,358 6,990 6,688 6,202 5,820

世帯数 1,821 1,750 1,708 1,671 1,676 1,699 1,678 1,694 1,667 1,664 
（1965～1980年までは同年4月1日現在、以後は同4月末現在）  
出典：広報「とざわ」各号
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博貞が著書で初めて農村の青年男女の結婚問題に触れ
ているという 8。梅谷は、農村の嫁不足の理由として、
長時間の重労働、低収入、男尊女卑の風潮、プライバ
シーの欠如、古い慣習、娯楽のなさなどを挙げている。
その一方で、女性に限らず、若い男性や親たちも農家
や農村を「嫌っている」と述べている 9。
　農林水産省は、1998年、「農村女性」に関する全国的
な調査を行い、報告書を発表した。その中で、農村に
おける嫁不足の一因として「農村が若い女性に敬遠さ
れる」ことと「（農村）青年自身の消極的性等の個人的
な要因」を挙げている10。「農村が若い女性に敬遠され
る」理由としては、1．因習、慣習が煩わしい、2．近所
の目が煩わしい、3．文化・娯楽・教養のための施設
が乏しい、4．農業に魅力がない、5．農業以外の就
業機会がない、6．女性個人の自由になるお金がない、
といったことが挙げられている。「青年自身の消極的
性等」については、ヒアリング調査の結果で「交流会
でのセンス（会話、容姿、服装等）に欠け、女性に嫌
われるケースがある」（「長野県小諸市における農村男
性の配偶者調査について 平成10年9月16日」）、「や
さしすぎる。何かプラスアルファが欲しい、例えば自
分の意見をきちっと持っているとか、農家に嫁ぐのは
いやといわれてもきちっと反論して説得できるくらい
であってほしい」（「農村女性等に対するヒアリング結
果」鹿児島県山川町 平成10年9月10日）、「男性本人
が内気、よく働くし親孝行だが、本人が結婚への意欲
がないのではないかと思える」（「山形県舟形町での現
地調査 平成10年9月29日」）のような声が聞かれて
いる。
　梅谷の指摘は、1998年の調査結果、また2009年の

現在でも当てはまる部分が多い。他には、女性の高学
歴化と社会進出が進んだことも、理由の一つとして挙
げられるようになっている。
　筆者は2009年1月末、宮城県内の3つの大学に通う
女性研究員と学生を対象に、農業や農村、農業に従事
する男性に対する印象と若い女性が農業を嫌う理由に
ついてアンケート調査を行った 11。グラフ1～4はそ
の結果をまとめたものである。
　「農業に対するイメージ」（グラフ1）は梅谷の指摘
と全く同じであるが、「農村に対するイメージ」（グラ
フ2）と「農業に従事する青年に対するイメージ」（グ
ラフ3）は肯定的な意見が多数を占めており、農水省
の調査とは異なる結果となっている。特に「農村に対
するイメージ」では、「人間関係が密でよい」との回
答が、農村が敬遠される理由としてしばしば指摘され
る「人間関係が煩わしい」よりも多くなっている点が
注目される。また、「農家に嫁ぐ女性が少ない理由は
何か」（グラフ4）との質問には「農業・農村に魅力
がない」が5割近くを占めており、農村に対して肯定
的なイメージを持っている人が多いことを考えると、
農村よりはどちらかといえば農業に対して否定的なイ
メージをもっていると捉えることができる。都市部出
身者と農村部出身者とでは、農業・農村観に違いがあ
ると考えられ、この結果が全ての女性の意識を表して
いるとはいえないが、一つの参考にはなるだろう。
　
　高度経済成長期以後、過疎化、後継者不足、嫁不足
が更に進み、70～80年代には深刻な問題として受け
止められるようになった。嫁不足は、戸沢村を含む最
上地区（新庄市、金山町、最上町、舟形町、真室川

グラフ1＜農業に対するイメージ（複数回答）＞
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グラフ2＜農村に対するイメージ（複数回答）＞
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町、大蔵村、鮭川村、戸沢村）でも例外ではなく、過
疎化とともに、農業を継ぐ者（男性）がいても「嫁」
がいないという状況が表出した。「嫁」がいないことは、
少子化や後継者不足に直結するため、本来ならばプラ
イベートな領域であるはずの結婚問題が自治体の課題
として取り上げられるようになっていった。
　最上地区における30～49歳の未婚の男女比は、
1985年、1990年、1995年、2000年、2005年の国勢
調査をそれぞれみてみると、表2のようになっている。
　特徴的な点は、男性が1995年以降の調査で減少し
たり微増であるのに対し、女性は90年以降から大幅
な増加がみられる点である。全国的に女性の初婚平均
年齢が年々上がり、未婚の女性も増加しているが、最
上地区の結果にもそれが表れているといえる。
　「嫁不足」解消のため、最上地区に限らず、農村地
帯を抱える自治体では結婚支援事業を行うところも現
れた 13。結婚相談所の設置、結婚相談員の委嘱、いわ
ゆる「お見合いパーティー」、奨励金や報奨金の支給
などである。これらの取り組みは一定の成果をあげた
ところもあれば、当事者たちが世間体を気にし、露骨
な「嫁さがし」を敬遠するなどの理由から、結婚相談
所への相談が一件もなかったところもあるという。
　戸沢村でも嫁不足は深刻な問題となっていた。戸沢
村で「嫁不足」が村の広報誌で初めて指摘されたのは
1981年であり、それは、人口減少の原因として「本
村の基幹産業である農業が零細規模で生産性が低く、
農業後継者の農業離れ（農家への嫁・婿不足等を含む）
が続いている」というものである。その後も1983年
には山形新聞、山形放送主催による「ヤングフォーラ
ム44」の討論会で農家の嫁不足が問題として取り上
げられたり、1984年には議会の一般質問において若
者の結婚問題が提起されたりした。さらに、1985年、
県知事と若者との懇談の場でも「嫁・婿不足」が話題
に上っていた。また、子供たちにも同様の認識があっ
たようで、1991年10月と1992年9月の広報『とざわ』
には小学生が書いた「嫁不足」の作文が掲載されている。
　このような状況の中、1985年に同じく過疎化や嫁
不足が深刻な問題となっていた近隣の朝日町が、全国
初の行政主導による国際結婚を進めた 14。これをきっ
かけに、最上地区でも1986年に大蔵村、1987年に真
室川町、1988年に鮭川村が、行政主導で国際結婚を

進めるに至った 15。戸沢村が同様に国際結婚を村の政
策として進めたのは1989年のことである。

2. 国際結婚推進までの経緯

　近隣の町村が国際結婚を進めるに従い、戸沢村では
住民から国際結婚への要望が寄せられるようになって
いたが、行政が他町村同様に推進することはなかった。
同じ問題を抱える近隣地域よりも国際結婚の推進が遅
かったのは、当時の斉藤直吉村長が「結婚はプライベ
ートな問題」として行政主導を行う考えがなかったた
めである。
　しかし、「結婚」に対して全く何の対策をとってい
なかったわけではなかった。JAが主催し、村が後援
する形で、都会から女性陣を募集して村の後継者らと
「最上川舟下りツアー」のイベントを計画したり、農
業委員会には農業後継者とそれに付随する嫁対策を担
当する部署もあった。しかし、イベントは成果なく終
わったほか、当時、農業委員会に籍を置き、後に国際
結婚を推進する担当者となった寺内恵一氏によれば、
農業委員会は本務に時間を割かれて嫁対策には「ノー
タッチだった」という。
　1987年と1988年には、同年度の産業振興課の重要
事業を「農村後継者対策事業」とした。その事業の一
つとして、1987年には結婚相談所を開設、花嫁（婿）
台帳の作成、結婚相談員の設置、結婚斡旋及び仲介等
の事業を実施することにした。相談所は週に3日程度
開設し、相談員が相談に乗るという形をとった。結婚
がまとまった場合、相談員には謝礼金を、本人には記
念品が贈られることになっていたが、結果として誰一
人相談には訪れずに失敗に終わるなど、対策は効果が
上がらなかった。
　1988年6月、村長選挙が行われ「農村後継者育成
対策の充実、国際結婚の実施」を公約に掲げた前議長
の田中昭

てらす

氏が現職を破って当選した。田中氏の当選に
より、戸沢村でも国際結婚が進められることになった。

3. 「国際結婚政策」の実施

　田中村長は、89年1月、寺内氏を呼び、同年春から
進める国際結婚の担当者になるよう「事実上の早期の

表２＜最上地区における30～49歳の未婚の男女比＞ 12

1985 1990 1995 2000 2005

男 100（2,067人） 100（2,303人） 100（2,695人） 100（2,688人） 100（2,699人）
女 60.4（1,247人） 29.3（675人） 28.3（762人） 34.3（923人） 40.8（1,102人）

出典：矢口氏提供資料および各年度国勢調査 男性の数を100とした場合の割合
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異動の内示」を出した。田中村長の「改革」は、これ
までの農業委員会ではなく、企画調整課に地域振興係
を設け、特産品開発、国際交流、友好町村との物産交
流の他、国際結婚対策の係を置き、全体の予算として
約400万円を充てるというものだった。
　内示を受けた寺内氏は、同年3月、事前調査のため
にフィリピンと韓国を訪問した。2008年末現在では
中国人配偶者が18人と最も多くなっているが、当時
は、中国から配偶者を迎えることは考えていなかった。
理由は、単純にルートがなかったためである。フィリ
ピンでは、すでに国際結婚を進めていた近隣町村でも
仲介役を務めていた在マニラの日本人と会い、協力を
要請した。この訪問時、何の話もないまま町議会に呼
ばれて連れて行かれると、すでに姉妹都市提携の準備
がなされていたという「おまけ」も付いていた。
　一方、韓国については、田中村長が鶴岡市に住む知
人の在日韓国人男性に協力を依頼、寺内氏は彼ととも
に訪韓した。そして、在日韓国人男性が、知人である
不動産屋に行って仲介を頼んだが断られてしまう。し
かし、韓国滞在中に「世話をしてもいい」という女性
を探し出すことに成功し、帰国した。
　4月に入って、寺内氏は他の担当者とともに村内の
「30歳以上で未婚の男性」にダイレクトメールを送っ
て国際結婚への意向調査を行った。そのうち、4人か
ら返事があり、個別に会って更に意向を聞いた。その
席上、寺内氏は外国から配偶者を迎えることには様々
な困難があることについても話したという。
　実は、戸沢村では、嫁不足だけでなく「跡取り娘の
婿不足」も問題として認識されていた。しかし「婿探し」
は結局行われなかった。それは、世間が狭くてまだま
だ封建的な考えが残る村では、女性が「男性（婿）が
欲しい」とは言えるような風潮ではなく、行政も動く
ことができなかったためである。「婿不足」について
は全国的にもほとんど調査研究がなされておらず、実
態は不明となっている。
　6月になって、返事を寄こした4名のうちの1名と
協力者の在日韓国人男性の3人で再び訪韓、在日男性
による通訳を介してのお見合いが行われた。相互に好
感触を抱いたこともあり、村のビデオを自宅で見てく
れるように言って渡して再会を約束した。しかし、結局、
この時の女性とのお見合いは失敗に終わった。女性が
ビデオを見ていたところ、家族に理由を聞かれ、お見
合いの話をしたら猛反対されたというのがその理由だ
った。その後、別の女性を紹介され、こちらは話がま
とまり来日を約束して帰国した。1か月後、女性が来
村して婚姻届を提出、1組のカップルが誕生した。そ
の後、11月までの間に2名を迎え、合計3組の婚姻が
成立した。

　一方、フィリピンへは他の担当者と希望者男性2名
が訪比、前出のマニラ在住の日本人の協力により、韓
国とは異なる集団お見合いが行われた。結局、2組の
話がまとまり、12月に来日して、2組のカップルが誕
生した。なお、結婚にかかる費用は、旅費でフィリピ
ン18～20万円、韓国12万円程度、その他諸経費は日
本国内と同程度である 16。
　時を同じくして、結婚斡旋業者が国際結婚の仲介を
始め、また既に結婚した人からや親戚・知人の紹介な
どによって、韓国7名、フィリピン2名との婚姻が成
立し、単年度で14組もの国際結婚カップルが誕生した。
当時、戸沢村にも数件の斡旋業者が事業を展開してい
たが、2008年現在は1社も存在していない。戸沢村
が行政主導で国際結婚を進めたのは89年のみで、女
性が来日して手続きを済ませるまでを含めても89～
90年の2年間だけである。これは、国際結婚への道を
開いたことと、外国人配偶者への対策が次の大きな仕
事として持ち上がったためである。
　2008年末現在、戸沢村には、韓国10名、フィリピ
ン10名、中国18名の計38名の外国人配偶者がいる。

Ⅳ. 外国人配偶者定住対策

1. 最上地区全体の取り組み 17

　最上地区では、1989年4月時点で外国人配偶者は
18人だったが、わずか1年後には55人に増加した（内
訳は、フィリピン31名、韓国24名）。89年までに最
上地区の半数が行政主導の国際結婚を進めたことから、
同年、最上広域市町村圏事務組合事業の一環として、
外国人配偶者へのケアや共生への取り組みなど、地域
一丸となって国際交流事業を展開するために国際交流
センターが設立された。センターの仕事は、まず各市
町村の後継者対策担当者とのネットワークを構築して
情報交換を行うことから始まった。その後、統計資料
の作成、日本語講師養成講座の開講、国際交流シンポ
ジウムの開催、市町村だけでなく県の国際課や国際交
流協会、地方事務所、保健所などとの協力・共同関係
の構築、自治体首長に現状認識を深めてもらうための
上申活動、関係職員を対象にした研修会など、様々な
事業を展開していった。
　配偶者たちが実際に生活し始めると、生活上の様々
な問題が表面化するようになっていく。そのような中、
配偶者たちが抱える問題と関わる有識者たちから提言
が出されるようになった。例えば、新庄コンピュータ
ー専門学校で留学生に日本語指導を行っていた柴田義
助氏からは「外国から結婚のため最上地方に定住する
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ようになったが、言葉が分からず文字が読み書きでき
ない。そこには基本的人権である識字教育を施す必要
がある。ましてや行政が積極的に関わって推進したの
なら尚更のことである。急増する外国籍夫人のための
日本語教室の開校が必要である。そのために広域行政
で日本語教師養成講座を図るべきである」という提
言 18が寄せられた。この提言を基にして、国際交流セ
ンターでの日本語講師養成講座が開講した。
　また、外国人配偶者が訪れる医療関係者からの様々
な提言もあった。例えば、当時、山形大学医学部精神
神経科の医師であり、大蔵村日本語教室においてボラ
ンティアで日本語を指導していた桑山紀彦医師は、家
出、失踪、離婚、家庭内暴力、家庭内争議など様々な
問題が起きている現状から「何の対策もなしのままで
は、いつか大きな事故、事件が起こることは必至であ
ろう」として、上記のような込み入った問題をカウン
セリングによって解決・軽減をめざす「国際結婚相談
室（仮称）」設置を提言した。寺内氏は「桑山医師に
よる提言のキーワードは『こころ』と『異文化との交
流』だった」と述懐している。
　寄せられた様々な提言を基に、新庄保健所が母国語
で「外国人無料保健相談」を、医師を配置して実施し
たり、医療通訳者の育成と登録、三者電話システム（医
師、患者、通訳の同時通話）などが作られるなどした。
　他には、日本語と3カ国語対比の生活便利帳の作成、
個人による宗教的サポート 19、最上産業まつりにおい
て各国の文化紹介のコーナーを設けるなど、配偶者た
ちの地域参加の機会を設けるとともに地域住民への異
文化紹介を提供したりした。
　最上地区による様々な対策は高い評価を受け、
1994年度には「地域づくり表彰」で「国土庁長官賞」
を受賞している。　

2. 戸沢村の取り組み　

（1）語学分野

　戸沢村では、90年4月に日本語教室が開講した。開
講のきっかけは、日本青年館主催の第3回結婚問題ス
ペシャリスト講座が開かれた際、その分科会で「日本
に嫁いだ外国人配偶者に生きる権利としての情報を提
供すべきである」という笹川孝一法政大学教授の助言
だったという。寺内氏はこの助言をヒントにして、英
字新聞と韓国の新聞の購入、長期継続の日本語教室の
開講を考え付いた。
　教室開講にあたっては、前出の柴田氏の助言を受け、
次の4つの理念を掲げた。

1. 外国人定住支援のための行政サービスは市町村
固有事務である

2. 実施にあたっては、同化を目的としてはならない
3. 彼女たちが持つ文化や言語、考え方、日本人に
ない独特の感覚などを尊重する　　　

4. 国際化は同化ないし均質化を意味するものでは
なく、相互に尊重し理解することが本質である

　これら理念に基づき、教室の運営について、以下の
5つの基本方針を定めた。

1. 明るく正しい雰囲気の中で市民教育としての日
本語教育を行う

2. 受講生の母国語や文化を奪わない
3. 本国からの情報を遮断せず、積極的に提供する
4. 母国語を介して日本語教育を行う
5. 日本語教室受講を容易にするために、家族及び
就業先の理解と支援を得るよう配慮する

　教室は、フィリピン教室、韓国教室の2つが開講さ
れ、週に1回2時間行われた。講師は、フィリピン教
室では村内で英語塾を開講していた女性が、韓国教室
では前出の柴田氏が担当した。また、運転免許を持た
ない配偶者たちが通学しやすいようにと、企業の雇用
主に送迎の協力を依頼するなどの体制を整えた。この
教室は、日本語の学習のみならず、配偶者にとって息
抜きと情報交換の場にもなったほか、様々な問題に対
してアドバイスが与えられるなど、問題解決の場にも
なっていった。異国での生活に早く適応するためには、
まず言葉の習得が第一となるが、配偶者本人に学ぶ意
欲があっても家族の反対で教室に通えないケースも存
在した。例えば、姑が「嫁が外に出ることによって余
計なことを覚えてしまう。情報は少ない方がいい」と
して、日本語教室に参加させようとしなかったなどの
ケースである。この時には、行政側も配偶者を何とか
参加させようと、同国出身者に誘いを依頼したりした
という。
　村では、配偶者に日本語を教えるだけでなく、日
本人が配偶者の言葉（韓国語）を学ぶ機会も設けた。
1995年6月、韓国語教室が開講、週1回ずつ合計10

回行われた。この教室には、配偶者の夫や姑の他、国
際交流を推進しているメンバーなど30人が参加した。
この韓国語教室開講は、詳細は後述するが、当時、堤
川市松鶴面との相互交流が行われており、相互理解増
進の一環として開かれたものであった。相互理解増進
には一定の役割を果たしたが、一方で、配偶者の家族
からは、10回だけでは文字をやっと覚えたところで
終わってしまい、韓国の家族と意思疎通を行うために
も講座の継続を願う声が聞かれた。住民と行政の求め
るレベルにズレが生じたこの事例に対して「多文化主
義という1つの理想を実現させるために直面する具体
的な問題を示唆している」20との指摘がなされている。
　日本語教室は、後に中国教室が開講されて3つの教
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室があったが、2008年末現在では韓国とフィリピン教
室は希望者がなく、中国教室のみの開講となっている。
　戸沢村の日本語教室への取り組みは、最上地区全体
へと広がった。93年、寺内氏は役場から最上広域市
町村圏事務組合へ出向となったが、そこで最初に手掛
けたのが日本語教室開講の啓蒙であった。当時、最上
地区の日本語教室は、戸沢村以外では大蔵村にある2

カ所のみで、小学校の校長と医師による個人的なボラ
ンティアによるものだった。それが戸沢村の取り組み
という実例と啓蒙活動により、自治体首長の理解を得
て教室の数が着実に増えていった。　
　戸沢村を含め、最上地区では現在も自治体、民間、
ボランティア含めて14の日本語教室が開講され、全
市町村に教室がある。日本語講師は、国際交流センタ
ーが開催する年間16回の「日本語講師養成講座」に
参加して、資質の向上と地域の日本語教室ネットワー
クの形成を行うなど積極的に活動しており、最上地区
は日本語教室の分野において他地域よりも恵まれた環
境にあるといえる 21。
　
（2）医療分野

　生活が始まると、言葉の壁に加え、生活習慣の違い
などからくるストレスや病気といった健康問題、診察
の際の通訳、妊娠・出産の過程での妊産婦や育児指導
など、医療に関わる問題が浮上してくるようになった。
加えて、本人だけでなく、指導診察を行う側の保健婦、
医師からも通訳の問題を中心に要望が出された。これ
らの問題に対処するため、公費負担での医療通訳の配
置、英語版の問診票の作成などを行った。また、当時
は「中央」に母子手帳の母国語版がなく、「現場の要請」
を受けて発行した。その他、保健婦と共同で、通訳を
つけて特別に夫婦で母親教室を実施するなどした。
　医療通訳については、最上地区外からの通訳を配置
している。これはプライバシーの保護の観点と、内容
によっては同胞や国の「恥」と考えて誤った通訳をし
た事例があったための措置である。現在でも年間3～
4件の利用がある。また、居住年数が長く日本語に不
自由しなくなった配偶者が「後から来た女性たちのた
めに」また「地域のために役立ちたい」として、自ら
医療通訳者に登録する人も出てくるようになった。一
方で、緊急時に通訳が確保できず、配偶者が陣痛で苦
しんでいる際に、保健婦と筆談でやり取りせざるを得
なかったというケースも存在する。
　医療通訳の確保は全国的な課題とされており、今後、
最も対策を講じていかなければならない分野である 22。

（3）法律分野

　外国人配偶者の多くは日本の法律を知らずに来日す
るため、実際に生活が始まって初めて知るケースも少
なくない。身分や国籍、離婚、財産相続、養育などの
事項には、日本だけでなく出身国の法律とも合わせて
解決しなければならない事例がある。そこで、「戸沢
村国際家族の法律研修会」を開催した。これには夫や
舅・姑の参加も得た。他には「生活ガイド」を作るな
どして情報を提供した。
　また、前出の柴田氏による「心の安定には地位の安
定が必要で、『永住者』の資格取得を勧めたい」との
助言と指導を受け、永住資格取得を進めている。その
他、ビザ・パスポートの更新や在留資格の変更手続き
などの際、入国管理局への同行を行っている。配偶者
が村に来て間もなくの頃は、役場の担当者が同行して
いるにもかかわらず、入国管理局が「偽装結婚」を疑
って手続きにも時間が相当かかったが、何度か訪れる
うちに信頼関係がうまれ、手続きもスムーズに進むよ
うになったという。
　
（4）教育分野

　配偶者たちの定住化対策がある程度整備されてくる
と、次は子供たちに対する対応が求められるようにな
った。村が国際結婚を進めてから4年後の93年には、
子供の数は17名、その2年後の95年には21名＋出産
予定が3名となっており 23、保育園や幼稚園、学校に
通う子供たちの数が急激に増えることが予想された。
　母親である配偶者たちの最も大きな心配は「子供が
いじめに遭わないか」というものであった。また、最
上地区で行われた「最上地域の国際化シンポジウム」
の外国人女性による意見発表でも、「子供がいじめら
れるのが心配」といった声が聞かれていた 24。
　戸沢村では、保育所や小学校の見学会を開催したり、
園長・学校長との懇談や保母による意見交換会を開催
したりした。そこでは、母国と、また舅・姑との子育
てに対する考えの相違や、純粋に日本人として育てた
い舅・姑と、自国の言葉・文化も学ばせたい配偶者と
の葛藤といった悩みとともに、保育士の側からも「連
絡事項が理解されていないようだ」などといった双方
の悩みが明らかとなった。
　受け入れる側の保育園や学校では、特別扱いはしな
いものの、逆に「異文化」を積極的に引き出す取り組
みをしているところもある。例えば、保育園で母親に
来てもらい、英語で歌を歌ってもらったり、小学校の
家庭科実習での「水餃子作り」、給食のメニューに各
国の料理を加えたり、「小学校教室開放講座」で韓国、
中国、フィリピンそれぞれの料理や伝統的な遊び、踊
りなどを子供たちに紹介するなどした。他には、授業
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で留学生の協力を得て、村の韓国語版ホームページを
作成 25したりした。また、役場では外務省から各国の
教科書を取り寄せ、日本語教室の先生に紹介してもら
うように頼んだり、「社会の副読本に『戸沢村には外
国から人がきている』ということが入れば、先生たち
が子供たちに教えることができる」との考えから、中
学や高校の教科書に戸沢村と群馬県高崎市の事例が掲
載されるなどした。
　このような取り組みが行われながらも、例えば「普
段は一緒に遊んでいる子供を誕生会に招待したら誰も
来てくれなかった」といったケース、「学校で『外国
人だろう』という差別を経験しており、子供が成人し
て就職する際にも同様の差別があるのではないか」と
いった母親からの心配は引き続き存在する。親も子も
高校生までは「バイリンガルに」「将来は日本と母国
との懸け橋に」という希望を持つものの、すべての地
域や学校、人が異文化を受け入れているわけではなく、
現実はなかなか難しいというのが実状のようである。
　また、昨今では、日本語を母国語としない子供たち
も学校に通うケースが存在するようになり、彼ら／彼
女らが日常・学校生活を送れるようにするための対策
が課題となっている。
　
（5）社会参加・地域参加

　生活が落ち着いていくにしたがって、配偶者たちと
地域との関わりも増えてくるようになる。逆にいえば、
地域との関わりが深まっていくことが、早期に生活へ
慣れ、地域に溶け込む近道になるともいえる。
　まず、行政が行った配偶者の「社会参加」は働く場
の提供だった。配偶者たちが村に来た当初、村にあっ
た計算機を作る工場の社長からの快諾を得て、村の空
き施設を使い、3人が軽作業を行うことになった。こ
の作業は「割に合わない仕事」ということで続かなか
ったが、配偶者たちはこれをきっかけに自ら外へと飛
び出して行くようになった。
　また、韓国人配偶者に、キムチ作りの指導と「韓国
料理を食べる会」開催の際の料理作りを依頼して実行
した。これがきっかけとなって、村では韓国料理の話
とキムチが広まることになった。このキムチ作り指導
のお礼の意味を込め、商工会が主催して商工会婦人部
と配偶者によるおせち料理講習会が開かれた。その
他、「四カ国親善グラウンドゴルフ大会」、「生け花教
室」といった文化活動や村の広報誌に各国の民話、料
理、歌などを紹介する機会を設けるなど、配偶者たち
の社会参加・地域参加を後押しした。
　ここで指摘しなければならないのは、行政が配偶
者たちに「提供」するだけではなく、配偶者たちが自
らの意思と行動で地域に溶け込んでいったという点で

ある。前述した医療通訳といった地域と外国人との仲
介役を務めるケースや、イベントで料理を提供したり、
「妻の会」を結成してダンスやコーラスを発表、韓国
の民話を出版 26するなど、広く地域に自国の文化を伝
えるといったケースもある。また、英語を指導したり、
村の施設にテナントとして韓国料理を提供する「日韓
ひろば」という店をオープンし、料理という文化の発
信だけではなく、地域内外から来る人々の憩いの場を
提供してもいる人々もいる。このような外国人配偶者
本人たちによる「自発的な社会参加」は、自身の存在
意識を高めるとともに「（それまで誰が誰かはっきり
分からなかった）村の人がよく分かるようになった」
という言葉に代表されるように、地域を理解し溶け込
むという、もう一つの効果をもたらしたといえるだろう。

Ⅴ. 戸沢村と韓国の交流

1. キムチの特産品化

　前項で、韓国人配偶者にキムチ作りの指導と「韓国
料理を食べる会」の主催を依頼し、これによって韓国
料理とキムチが広まったことを記した。寺内氏によれ
ば、その後、田中村長から呼び出され「やり方が生ぬ
るくないか？キムチを村の特産品として売り出す考え
を持ち合わせていないのか？」と言われ、この村長の
一声から「戸沢流キムチ」が生まれることになった。
　90年12月、韓国人配偶者から商工会婦人部のメン
バーがキムチの漬け方を習い、村内での限定販売が始
まった。91年に行われた「産業まつり」でも、出品
されたキムチが「農業振興会会長賞」を受賞した。こ
の頃からキムチ作りが本格化していき、翌92年には
商工会婦人部メンバーを中心に9名が、4泊5日の日
程で、交流を続けてきた松鶴面を訪問、キムチの漬け
込みや唐辛子の栽培・加工を視察した。この年「アジ
ュンマ（おばさん）の会」が設立され、女性たちによ
る交流が深まっていく。その後も、視察の他、松鶴面
から韓国の女性たちが来村して交流を図るなどした。
このような交流の積み重ねの結果、94年には商工会
の「村おこし事業」で、女性たちが作ったキムチが「戸
沢流キムチ」と命名され、様々な商品の開発、パンフ
レットの作成など市場への販売体制が整った。95年
には当年度地域活性化事業の重要事業として、キムチ
を特産品と位置付けて通年販売へ向けた研究を行うこ
とが決定した。そして、同年9月に開催された「東北
村おこし展」では「東北通産局長賞」を受賞するなど、
様々なイベントを通して「戸沢流キムチ」は村外でも
徐々に認知されていった。2000年には、キムチ製造
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施設「キムジャンランド」も建設された。同様にして、
キムチ以外にも「戸沢流冷麺」や「えごまの醤油漬け」
などの特産品が誕生した。
　「戸沢流キムチ」製造の特徴は、キムチ作りは韓国
人配偶者が指導したものではあったが、特産品として
製造・販売を行っているのは村内の日本人女性たちで
あるという点である。女性たちは、キムチという「異
文化」を受け入れ、それを村の産業へと結びつけてい
った。また、このことはキムチが「コミュニティ形成
の装置」となったという分析もなされている。つまり、
韓国人配偶者にとっては、キムチ作りへの役割期待に
応えることによって村への所属意識を高め、コミュニ
ティ形成に寄与する結果につながっている。一方で日
本人女性にとっては、キムチ作りに関わることで人と
の出会い、夢を持つようになり、夫への「おんぶに
だっこ」から飛び出て自己の存在証明となっている 27、
というものである。分析中にも指摘されているが、お
そらく当事者たちにはそのような意識はなかっただろ
う。しかし、インタビューの中で矢口氏も「（配偶者
たちに自身の）必要性を感じさせることが重要」と述
べたように、「戸沢流キムチ」の例は、外国人の定住・
共生を考える上での一つの示唆を与えているというこ
とができよう。

2. 高麗館

　村内には、韓国文化を紹介するテーマパーク、日韓
友好の村「高麗館」がある。高麗館には「道の駅とざわ」、
物産館、食文化館、民族文化館、韓国式庭園、最上川
資料館などがある。2008年4月からは、指定管理者
が最上峡芭蕉ライン観光株式会社に代わり、同社が運
営主体となっている。
　高麗館は、1989年に始まった村の開発基本計画「モ
モカミアルカディア構想」28の初の事業として、96年
に建設が計画され、総事業費は11億5千万円にも及
ぶ大規模事業であった。97年9月のオープンイベント
では、駐日韓国大使、仙台総領事はじめ、中央民団団
長、堤川市長など多くの来賓が参列、松鶴面の女性た
ちで構成された民族舞踊団による踊り、モモカミ農楽
祭、コリア音楽祭、チェギチャギ世界選手権、第2回
全国コリアタウンサミット 29などが行われた。その後
も、農学祭や秋祭りなど、多くのイベントが行われ、
また観光スポット、国際交流の拠点としても機能して
いる。
　韓国との交流が深いとはいえ、村の観光スポットと
して他国文化を紹介する施設が建設されることは珍し
い。同じく戸沢村に嫁いできている中国やフィリピン
の女性たちからは「自分たちの国のものはどうしてで

きないのか」との「意見」が出されたという。

3. 松鶴面との草の根交流

　戸沢村は「戸沢流キムチ」や高麗館など、韓国との
つながりが深く、一般的にこれらは韓国人女性が嫁い
できたことによるものとの認識がなされている。しか
し、村と韓国との「草の根国際交流」は、女性たちが
嫁いで来る前、国際結婚が進められる前からすでに行
われていた。
　村の青年たちで構成する「農業青年会議所」のメン
バーは、「国際青年年」であった1985年、「国際交流
をやろう」と企画をたて、翌86年2月、栃木県にあり、
アジア・アフリカの農村指導者を養成する「アジア農
村指導者養成学院」から4人の「留学生」を迎え入れた。
この企画は、留学生たちだけでなく村民からも評価さ
れ、翌年からは行政の事業として行われることになり、
その後20年以上にわたって交流が続けられている。
　90年春、アジア学院から「松鶴面の牧師が『日本
で農業研修をしたい』と言っており、村で受け入れて
くれないか」との依頼が寄せられた。松鶴面は、韓国
のほぼ中央、忠清北道に位置し、戸沢村と似た農山村
であることから白羽の矢がたった。実は、松鶴面の牧
師というのは「アジア学院」の前身である農村伝道神
学校の東南アジアコースに留学していた経験のある厳
泰成（オム・ティソン）牧師であった。村には昭和
30年代、東南アジアコースで学んだクリスチャンが
多くいたという。
　同じ90年には「戸沢村国際交流塾」（後に「戸沢村
国際交流協会」と改称）が設立され、松鶴面からの受
け入れは国際交流塾が行うことになった。その後、松
鶴面の一行13名が来村し、野菜やキノコの栽培視察
などの農業研修の他、小学校への訪問を行い、宿泊は
ホームステイであった。最終日のお別れ会の席上、随
行員の一人で教会の長老が「かつて日本の植民地を経
験したことから来る前は乗り気ではなかったものの、
戸沢村の温かい触れ合いで日本の良さを知った」との
感想を述べた。これに対し、田中村長が「歓迎会では
触れなかったが、日本の国民として詫びたい」、「日韓
両国のわだかまりを埋めるものになるのであれば、交
流を積極的に支援したい」と応えた。これを契機に交
流が「堰を切ったように」進展していった。後に、農
業青年の相互訪問と農業研修だけでなく、松鶴面から
の留学生の受け入れ、女性同士の交流も行われるよう
になった。松鶴面では「戸沢の会」が設立され、日本
語講座も定期的に行われたほか、「戸沢式ハム工場」
も造られた。また、戸沢村では、前述した「アジュン
マの会」の結成や大工が韓国のオンドルを学ぶために
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研修に出向いたりするなど、交流が深化していった。
更に、韓国から子供たちが訪問するようになり、戸沢
村からは、95年、村の40周年記念事業として「村民
韓国訪問の旅」が企画・実施された他、98年4月には
第4回日韓児童交流で、初めて村の子供たちが訪韓し
た。その後も子供たちの相互交流が続けられている。
これら交流の際には、村の韓国人女性たちが通訳で手
助けした。戸沢村国際交流協会は、これまでの活動が
評価され、2004年、地域における国際相互理解の増
進に貢献し、地域に根ざした国際交流のモデルとして
広く参考になる先導的な国際交流活動を行っている団
体もしくは個人に贈られる「国際交流基金地域交流振
興賞」（国際交流基金）を受賞した。
　以上のように、戸沢村では国際結婚が進められる以
前から、そして進められた後も草の根の国際交流が行
われてきていた。このことは、外国人を地域として受
け入れることに多少の素地を作りだしていたととるこ
とができるのではないだろうか。

Ⅵ. 「外国人配偶者定住の成功例」
の理由

　これまで見てきたように、戸沢村では行政主導で国
際結婚を推進し、配偶者たちの定住を支えるための取
り組みを積極的に進め「定住の成功例」と言われてい
る。なぜそのようなことができたのか。
　第一には、寺内氏も指摘したように、首長のリーダ
ーシップという点を挙げることができる。行政主導の
国際結婚については批判の声があったし、現在でも存
在する。結婚がプライベートな領域であるというのが
第一の理由であるが、行政とは関係がないにもかかわ
らず、一部結婚斡旋業者によって法外な仲介料が支払
われるケースがあり、「アジア人女性の人身売買」な
どとの批判を受けた。そのようなケースが「国際結婚
の推進」に対してマイナスイメージを持たせてしまっ
ているためである。実際に、マスコミ報道では批判的
な記事が掲載されたりもした。国際結婚を推進した当
時から数年の間は、取材や調査・研究のために、大勢
のマスコミや研究者が戸沢村にも押し寄せた。寺内・
矢口両氏に対し「国際結婚と定住対策を進める上で最
も苦労した点」を尋ねた際、「配偶者たちの生活上の
トラブル処理」という回答を予想していたが、返って
きたのは、両者に個別に聞いたにもかかわらず、共に
「マスコミと研究者が大勢来たこととその対処」とい
う回答であった。
　しかし、村民から「戸沢村でも国際結婚を進めてほ
しい」との要望が寄せられており、マスコミや研究者
といった第三者の批判を気にしているような状況では

ないのが村の実状であった。実際に、村が国際結婚を
進める以前、すでに進めていた他村の訪比に同行させ
てもらって結婚した人もいた。田中村長はこれらの状
況を鑑み、国際結婚を進めることを決定し、国際結婚
担当の新しい部署を設置して自らも関わり、積極的に
進めていった。彼は村長選挙の際、国際結婚の推進を
公約として掲げていたのであるから、彼が当選したと
いうことは、村民が公約を支持したということを意味
してもいる。また、キムチの特産化を提案するなど、「異
文化」も積極的に取り入れるようにした。
　第二に、行政による充実したサポートである。行政
が国際結婚を仲介した以上、否応なしに対策を取らざ
るを得なかったという面があったかもしれないが、だ
からといってすべての自治体が対策を講じるわけでは
ない。近隣の朝日町や同じ最上地区ではすでに国際結
婚を推進し始めており、多少の事例はあったものの、
ほとんど同時期のために確固たるノウハウがあったわ
けではなかった。しかし、戸沢村では「外国籍の人も
村民の一人」、「村人が自立するためのサポートは、大
切な行政サービスの一つ」との考えのもとに、彼女た
ちからの意見を聞いたり、有識者の助言などをヒント
に様々な対策を講じていった。これらのサポートは、
行政が仲介した女性たちに限らず、業者の仲介よって
嫁いだ女性たちも「同じ村民」として全く平等になさ
れた。
　一見すると、戸沢村のサポートはスムーズに進めら
れたかのように見えるが、実際は、初めから村全体で
コンセンサスがとれていたわけではなかった。「（外国
人配偶者は）少数だからケアすべきだ」という意見が
ある一方、「それほど手厚くする必要があるのか」と
いう意見もあり、担当者は対策をとる一方で、コンセ
ンサスをとるのに苦労したという。国際結婚を推進し
てから5年後の1994年に山形大学の研究者が行った
調査 30では、戸沢村の「外国人妻にたいするサービス」
を「よくやっている」とした人は44.2％（普通36.5％、
足りない14.1%）と半数近くが評価している。その一
方で、自由回答の中には「世話をしても結構ですが程々
に」、「あまりに大げさだと思います。住民と同じレベ
ルでいいのでは」といったように、行政のサポートを
「やり過ぎ」だと考えている村民もいた。しかし、「外
国籍住民も、地方自治法10条に言うところの『住民』
であり、日本人住民と同様に市町村の行政サービスを
受ける権利を有する」31ため、その前提となる言語・
文化の違いを克服するための行政のケアは必要である
との指摘 32はもっともである。
　戸沢村と他の自治体との最も大きな違いは、他の地
域では農業委員会が対応していたが、戸沢村では国際
結婚推進が決まった時点ですぐに専任の部署と担当者
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を配置したことである。これにより、他地域では通常
業務も重なって「かゆいところまで手がまわらなかっ
た」33が、戸沢村では迅速できめ細かい対処が可能と
なった。そして、行政による外国人の定住対策といえ
ば、日本語教室や法律、医療分野といったハード面が
重視されがちであるが、「大上段に構えるのではなく
ソフト」（矢口氏談）に、行政としてできるシステム
を考えてきた。それは、広報に掲載されている村の人
口数に、外国人登録している外国籍の村民は含まれて
いなかったものを、含めて記載するようにするなどと
いった例に表れている。
　また、戸沢村を含む最上地区全体のサポート体制も
しっかりなされていたということも指摘できる。最上
地区は「行政同士のつながりが深い」地域であり、医
師や日本語講師からの助言を全体で共有することがで
きた。
　第三に、異文化を受け入れる素地があったことと、
国際結婚と国際化・異文化交流が別個のものではな
く、互いに関連し合って進められてきた点が挙げられ
る。前述したように、戸沢村では国際結婚を進める以前、
そして以後もアジア学院の留学生や松鶴面との交流事
業など、様々な国際交流が続けられてきた。戸沢村が
国際交流を本格的に進めたきっかけは、「農業青年会
議所」のメンバーの一言から始まったものであったが、
当時の交流事業は20年以上経過した現在でも、農業
技術交流、婦人交流、児童交流などに発展し続いてい
る。戸沢村が国際交流を積極的に進めることができた
背景には、藩政時代、最上川を利用して舟での「貿易」
が行われており、人の流入が多かったことから、外か
らの新しい人を受け入れることに慣れていた、と分析
している研究者もいる。また、昭和30年代には外国
人宣教師が村に多くいた他、アジア学院の留学生の受
け入れなどを通して、村民は以前から小規模ながらも
異文化交流を経験していた。
　国際交流が進められていたことは、配偶者にとって
も効果をもたらした。というのは、国際交流がほとん
ど行われていない地域に比べて国際交流の素地ができ
ていたため、村民が外国人を多少でも受け入れ易く、
また地域参加、社会参加する場の基盤が作られてもい
た。もちろん、地域社会、村民のすべてが全くの差別
や偏見を持たずに配偶者たちを全面的に受け入れたわ
けではない。しかし、嫁いできた女性たちと村の女性
たちとの関わりが早い段階から行われていたり、様々
な行事が行われたりしたことは、素地があったことを
証明していると同時に、村民・地域が配偶者たちを受
け入れようとしたともいえる。
　一方で、配偶者たちが地域社会にもたらした効果も
大きい。前述したキムチ作りが村の女性たちの意識変

化をもたらした点や、様々な交流行事で異文化を紹介
したことが村民の異文化理解への手助けとなった。ま
た、配偶者たちが自らの意見を口に出して述べること
によって「農村社会が抱えてきた家族制度や古いし
きたりへの疑問」34が提起され、今後の農村のあり方、
家族や地域社会の在り方について考えるきっかけを作
った。
　第四に、配偶者たちの強い意志と努力、そして家族
の協力と相互理解いう点である。特に前者はもっとも
重要な要素であるといえる。言葉、習慣、文化の異な
る国での生活には多くの困難がつきまとう。それが、
テレビやニュースで知られる都会の日本ではなく、矢
口氏が述べているように「嫁と姑、三世代同居、家族
で支え合う家計、少ない就労先」といった特有の問題
を抱えた農村であれば尚更である。実際、配偶者たち
に聞いたところ、日本については知っていたり来たこ
とはあっても、戸沢村には、嫁ぐことが決まってから、
もしくは嫁いできた時に初めて知り、初めて来たとい
う人がほとんどだった。そのような中で配偶者たちは、
「家」に慣れ「嫁」としての役割を果たし、自発的に
地域社会に参加するなど地域に溶け込む努力をして自
ら道を切り開いてきた。その努力が偏見や差別意識を
変えたり、村民の異文化理解の深化にもつながってい
ったといえる。努力が偏見を変えた例として、ある韓
国人女性は以下のようなエピソードを紹介してくれた。
彼女は、運転免許試験を受ける際に、ひらがながふっ
てある試験ではなく、日本人と同じ試験を受けて合格
し、それによって職場の人たちが彼女を見る目が変わ
ったという。
　配偶者たちへのインタビューの中で「これから国際
結婚をする人に伝えたいことがあったら教えてほし
い」と尋ねたところ「結婚は遊びじゃない、心を強く
持って最後まで自分の意志を持つこと」、「結婚は自分
の責任で決めるものだから、自分で慣れて自分の道を
歩んでほしい」との答えが返ってきた。強い意志が自
分を支え、地域社会で自らの役割と居場所を見つけ存
在感を持つことになったのだと思わされる回答であっ
た。
　家族の協力という点では、例えば、韓国の家族から
電話がきた時に少しでも話せるようにと韓国語講座に
参加した姑や、配偶者が仕事を始めることに賛成し、
手伝いなどのサポートをしてくれる夫の存在などがあ
る。本人と家族、双方が互いを認め、理解しあおうと
する意志と努力が結果的に「定住の成功」を導くこと
になった。
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Ⅶ. 今後の課題

　戸沢村が国際結婚を進めてから2009年で20年とな
り、外国人配偶者のいる風景は日常のものとなった。
当初は、手続きなどの問題にはじまり、夫婦ゲンカに
至るまで担当者は「夜討ち朝駆け」の出勤で問題の処
理にあたった。徐々にサポート体制が整えられ、配偶
者たちも生活に慣れ、後から嫁いできた人には「先
輩」がアドバイスをしたり、共に協力し合うことが増
え、相談、問題処理の依頼は減った。
　しかし、問題は減ったのではなく、矢口氏が述べて
いるように「隠れてしまってみえてこないだけで、有
り余るほどの解決できない問題を抱えている」のが実
状である。同時に、矢口氏は行政や地域も問題が表に
出てこないことによって「溶け込んでいる」と誤解し
てしまい、きめ細やかな配慮が薄れ始めていると指摘
している。そこで、問題提起の場を常に持ち、これを
保証しうる公的な場がなければならず、これまで蓄積
されたノウハウが更に検証され、生かされ、継続しう
る社会的なシステムづくりが課題とされている。
　具体的かつ将来的な問題としては、配偶者たちの「老
後」の問題がある。年をとって一緒に生活する家族が
おらず一人になった時、在住期間が長ければ長いほど
母国に知人も少なくなり、帰国することが難しくな
る。一人で生活することができる状況であっても、ま
た一人で生活ができなくなり世話が必要な場合には尚
更、専門的であり、母国語で治療を受けたり世話を受
けたりできるような安心できる場所が必要となってく
る。英国では、英国在住の日本人の間で、老後の安住
の場所を求める動きが広がり、2007年秋に「高齢者
のためのジャパン・ケア（JCE）」を設立、老人施設
の建設に向けて動き始めている。この施設は、専門知
識のあるスタッフ、日本語で相談できる環境など、日
本人高齢者が安心できる施設の創設を目標として、英
国政府の高齢者対策との連携を模索し、チャリティー
基金としての認可を得るための資金援助も始めてい
る 35。戸沢村でも、数十年後には外国人配偶者も高齢
者となり、同様の問題に直面することは避けられない。
今後、どのような対策をとっていくべきなのかを考え
ていかなければならない。
　問題は個人的なことであったり、具体的な対策を講
じられるものばかりではない。例えば、未だ完全には
なくならない差別や偏見がある。言った本人にはその
気がなくとも、配偶者の出身国に対する無知からくる
発言によって配偶者たちを苦しめることもあった。家
族間でも、家族が配偶者の出身国の料理を一切食べよ
うとしないため、台所に全く入らない・入れないとい

う人もいるという。
　情報を瞬時に受け取ることができる社会となり、異
文化交流も進んで、無知から来る差別・偏見は減った
とも考えられるが、現在でも日本人はアジア諸国に対
する蔑視があるということはしばしば指摘されている。
差別・偏見を完全になくすことは難しい。ただ、二世
も含めた子供世代は、小さい頃から友人、知人であっ
たり、村や地域内など自分の身近な場所に外国籍の人
がいるという環境があり、学校、地域の取り組みによ
る異文化体験の機会をも多く経験している。これらの
積み重ねが異文化理解を深化させ、結果として差別や
偏見を減らすことにつながっていくのではないだろう
か。
　また、戸沢村は、新庄市、真室川町と2010年3月
の新合併特例法期限内の合併を目指しており、現在、
3市町村による合併協議会で協議が続けられている。
最上地区全体でも外国人配偶者への取り組みは積極的
かつ先進的に行われてはきたが、目配りのきく小さな
村から大きな市になった時、これまでの充実したサポ
ートがそのまま継続されるのか、課題の一つとなるだ
ろう。

Ⅷ. おわりに

　これまで、戸沢村における国際結婚の推進と外国人
配偶者対策についてみてきた。前述したように、行政
が国際結婚を主導することについては、プライベート
に介入すべきではないという、結婚推進の前段階のも
のから、「人身売買」、短期間での集団お見合い、言葉
が分からない者同士の結婚、農家・農村に嫁ぎたくな
い日本人女性の代わり、労働力や介護のため、など結
婚の方法とその背景事情に至るまで様々な批判がある。
この批判は戸沢村に限らず、特に農村において海外か
ら女性を花嫁として迎え入れた場合には、必ずといっ
ていいほどされてきた批判でもある。
　実際、後継ぎとなる子供を産むため、農業の担い手
の一人として、男性の性的欲求を満たすため、といっ
たケースもあるとされている。逆に、男性にお金だけ
払わせて結局来日すらしなかった、女性の方が初めか
ら業者と手を組み、日本への滞在を目的に日本人男性
と結婚して後に離婚し、そのまま日本に滞在して働き、
本国へ送金するというケースも報告されている。
　しかし、行政がプライベートに関わることへの批判
について言えば、行政にとって「人口政策」は自治体
の存続にも関わる事項であるため、一つの任務であり、
無関係ではないといえる。また、「『配偶者』としてで
はなく『（農業に対する）労働力』として女性たちを
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連れてきたのではないか」という批判は、現状を調査
せず、イメージだけで捉えた批判といえる。戸沢村の
場合、配偶者たちの嫁ぎ先が農家であっても、そのほ
とんどは兼業農家であり、農繁期のみ手伝い、普段は
家事や仕事をしている人がほとんどである。「人身売
買」という批判については、寺内氏は「業者でお金が
動く場合と行政や家族のフォローがある場合とでは話
が違う」と反論する。双方の結婚動機が「結婚相手が
ほしい」というもので、短期間のお見合いで言葉も分
からない状態で来たとしても、戸沢村の例のように行
政の充実したサポート、本人と家族の努力、協力、相
互理解がある場合にはそれらの批判を跳ね返すだけの
結果を導くことになる。事実、戸沢村では、行政が主
導して結婚したカップルは少ないとはいえ、離婚に至
った夫婦は1組もないという。寺内氏に「うまくいっ
た一番の理由は何だと思うか」と尋ねたところ「人柄」
との答えが返ってきた。配偶者たちには「結婚を決め
た最大の理由」を聞いてみたところ「お父さんの人柄
に惹かれたから」との答えがあり、「私とお父さんの
恋愛は、戸沢村にきてから始まったの」、「娘には、私
たち夫婦が愛し合っていることを伝えたい」と話して
いる配偶者もいる。
　また、地域住民の意識変化にも批判への反論がみて
とれる部分がある。前述した山形大学の研究者が行っ
た調査では、戸沢村村民の「国際結婚の印象」とし
て、初期には「仕方がない」が44.7％と最も多かった
が、95年には「いいことだ」と思っている人が50.3

％にもなっている。また、その印象の理由としては、「本
人がよければよい」41.0％が最多だが、「村が活気づく」
36.1％、「若者が村に定着する」32.5％、「幸せな家族
を知っている」24.1％などと、国際結婚・外国人配偶
者を歓迎し、肯定的に評価している 36。
　日本では、これまでの過疎化、少子高齢化に加えて
未婚率の上昇、女性の高学歴化・社会進出、人の移動
などによって、今後も国際結婚が増加するものと予想
される。財団法人こども未来財団の委託を受け「『結
婚支援』研究会」が2003～2004年に自治体の首長に
対して行った実態調査では、未婚率上昇が自治体にと
って「大いに問題」と「少し問題」であるとしたのが
66％、「あまり問題でない」と「まったく問題でない」
は32％という結果が出ている。これは人口が少ない
都市になればなるほどその差が大きくなる 37。
　東北地方では、特に農村を中心に過疎化に歯止めが
かからない状態が続いている。農村部での嫁不足が今
もなお現実に存在する状況において、再び行政が主導
したり、仲介業者の斡旋による国際結婚が増える可能
性は高く、外国人配偶者との「共生」は自治体におい
て大きな課題となっていくであろう。戸沢村の事例は

それらの課題に対処するために何が必要かというモデ
ルを提示してくれているといえよう。
　
　最後に、忙しい時期にもかかわらず、インタビュー
に応じてくださった他、貴重な資料を提供してくださ
った寺内、矢口両氏と、同じく話を聞かせてくださっ
た韓国から嫁いでこられた女性たちに、この場を借り
て感謝申し上げたい。
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19 新庄市の農業委員会職員であった佐藤良知氏が、主にフィリピ
ン女性たちへのサポートとして酒田市のカトリック教会の神父
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インターネットを利用して、トロントやロサンゼルスのコリアタ
ウンとの情報交換も行った。
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40.8％にも及んでいる。
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Ⅰ. はじめに―本論文のねらいと方法

　現在、日本では公立高等学校の男女共学化に関連す
る議論が活発になっている。表1は、戦後約60年間
における高等学校の推移を、女子のみ・男子のみが在
籍する学校と男女両方が在籍する学校とに分けて表し
たものである 1。これによると、最近10年間にいわゆ
る女子校・男子校と呼ばれる学校の数が大きく減少し
ていることが分かる。この動きは高等教育段階におい
ても例外ではなく、女子大学・女子短期大学ともにそ

の数は年々減少している 2。1983年には532校ある短
期大学のうち312校が女子短期大学であったが、2008

年には417校ある短期大学のうち女子短期大学は132

校にとどまっている 3。つまり2008年現在、日本にお
ける短期大学の63％は共学校であることになる。も
ちろん、学校数の推移は男女共学・別学問題を論じる
際の指標の一つであり、共学校の数が増える一方で男
女別学を支持する声が諸々に存在することも確かであ
る 4。しかしながら、大局的に言って日本の高等学校
の男女共学化が様々な要因によって進められている
（進められてきた）ことは間違いない。

男女共学・男女別学をめぐる
議論の課題と展望

̶教育目的・内容を構築する視点としての
「ジェンダー」に注目して̶

尾崎　博美

表1　男女が在籍する学校数の推移
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　こうした、日本における男女共学化の経緯につい
て、橋本紀子は第二次世界大戦後のGHQによる男女
共学化の指導とそれに対する各都道府県の対応を詳細
に分析している 5。また天野正子は、日本の女子高等
教育における女子大学及び女子短期大学に注目し、教
育制度が内包するセクシズムを指摘している 6。現在
の男女共学化の動向については、水原克敏が宮城県の
男女共学化を中心に、行政、保護者、教師、学生等の
男女共学・別学への意識分析を含めた詳細な分析を行
っている 7。他方、男女別学教育自体に注目した研究
も存在する。例えば江原由美子は、男子校高校生を対
象とした調査を行い、別学男子が「ほとんどの項目に
おいて、共学男子よりも、性差意識が強く、固定的な
性別役割分業に肯定的な意識も強かった」と報告して
いる 8。また、池田博和は、女子短大生を対象とした
調査を行い「女性性の内的受容」の過程と特徴を明ら
かにしている 9。
　以上を鑑みると、日本における男女共学・別学に関
する研究は、主として、第一にその制度的変遷が行政
的観点から考察されてきたこと、第二に、男女別学・
共学は生徒の性差意識やジェンダー観の差異及び形成
に関わるものとして考察されてきたことが分かる。言
い換えれば、「なぜ男女共学化が進められるのか」と
いう点、特に、「生徒の学習や教授そのものにとって
なぜ男女共学が望ましいのか」という点については、
十分な議論がなされてこなかったと言えよう 10。例え
ば、男女別学教育に対して、一方では、それを性別役
割分業観を補強し男女平等を妨げる教育形態であると
批判する見方があり、他方では、それを「リーダーシ
ップ」を育成したり勉学に集中したりするために望ま
しい教育形態であると支持する見方が存在する。こう
した男女別学教育に対する相反した評価を伴う見方の
存在は、以下のような問題を提起していると考えられ
る。すなわち、従来の男女共学・別学をめぐる議論で
は、「男女平等」「教育の機会均等」といった側面に焦
点が当てられ、教育の目的、内容、効果といった点は
十分に論じられてこなかったのではないか、という問
題である。
　そこで本論文は、男女共学・別学を論じる際の論点
を再検討し、当の議論がもつ教育学的意義を明らかに
することを目的とする。この目的を達成するため、第
一に、「男女共学　coeducation」概念そのものを教育
学的に追及する必要性を主張したスーザン・レアー
ド（Laird, Susan）の議論に注目する。レアードは、
従来の女子教育研究やジェンダー研究が「男女共学」
概念を明確にしないまま進められてきたと批判する。
次に、教育目的や内容に内包されたジェンダー・バイ
アス（gender-bias）に注目したジェーン・Ｒ・マー

ティン（Martin, J. R., 1929-）の議論について詳述す
る。マーティンは、メアリ・ウルストンクラーフト
（Wollstonecraft, Mary, 1759-1797）の男女共学論を批
判的に論じることを通して、盲目的な「男女共学」教
育が女性だけでなく男女両性にとって危険なものとな
ると指摘する。両者は共に「教育」という営みや概念
それ自体と「ジェンダー」との関係を論じている。そ
れゆえに、両者が男女別学・共学教育問題についてな
しうる示唆は、生物学的、社会学的な観点からのもの
とは異なる有意性を持つと考えられる。以上二つの議
論を踏まえた上で、男女共学・別学を問うことが現代
の日本の教育にいかなる示唆をなしうるのかという点
を明らかにし、その課題と展望とを考察し結論とする。
はじめに、レアードの議論から確認していこう。

Ⅱ. スーザン・レアードの
「男女共学 coeducation」再考

　アメリカの教育哲学者であるレアードは、教育にお
ける「男女共学」の実践はプラトンまでさかのぼると
述べる一方、「男女共学」概念の誕生には19世紀半ば
まで待たねばならなかった、と指摘する 11。その上で、
近年の「男女共学」に関する調査・研究の豊富さを評
価しつつも、それらの報告書には以下のような問題点
があると指摘するのである。
　

1. 問題点①－「男女共学」概念そのものの意味
が不明瞭であること

　レアードは、従来の男女共学・別学をめぐる議論で
は、方法論上や設備上の細かな事柄に焦点を当てたも
のが多く、その結果として、当の概念自体は不明瞭な
まま多義的に使用されている、と指摘する。レアード
は以下のように述べる。
　　　
　……数多くの報告書では、二つの性を同時に教
える上で無数にある細かな技術に対する教育者た

4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4

ちの配慮
4 4 4 4

に焦点が当てられてきた。それらはおび
ただしい数に上るが、控え目に言っても、そのな
かで「男女共学

4 4 4 4

」それ自体の意味
4 4 4 4 4 4 4

（the meaning 

of “coeducation” itself）を問う者は誰もいなかっ
たのである 12。

例えば、女性と男性が同じ建物内で学んでいるが教室
は別々の場合、それは「男女共学」と言えるのか。あ
るいは、教室の中で男女の席が分かれているが学ぶ内
容が同じである場合、それは「男女共学」と言えるのか。
さらには、男女が同じ教室で席も混ざっているが異な

男女共学・男女別学をめぐる
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るカリキュラムで学んでいる場合ではどうか。こうし
た例を挙げ、レアードは、「男女共学という言葉が伝
達しうる多様な意義」が教育哲学者たちからも見落と
されてきた、と論じるのである 13。ゆえにレアードは、
「男女共学」概念には「紛らわしい概念 misleading 

concepts」が存在することを認識していたエイドリア
ン・リッチを評価し、以下のように提案している 14。

　「男女共学」概念の意味は、私たちが常識的に
連想するものよりもはるかに複雑である……私た
ちは、学校における女子学生たちを真剣に受け止
めるための実践的試みがもつ複雑性を語ること
ができるような、男女共学の教授（coeducational 

teaching）の新たな理論的解釈を必要とするので
ある 15。

以上のことから、レアードの批判する「男女共学」概
念がもつ不明瞭さは、二重の意味で教育（及び教育言
説）に不利益をもたらすことが分かる。すなわち、①
当の概念が不明瞭であるがゆえに男女共学・別学をめ
ぐる議論及び実践に混乱が生じる

4 4 4 4 4 4

こと、そして、②当
の概念が不明瞭である―すなわち、十分に吟味・追
及されない―がゆえに「男女共学」概念が内包する
本来の意義の豊かさが見落とされる
4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4

ことである。

2. 問題点②－「男女共学」が教育以外
4 4

の文脈で
論じられてきたこと

　レアードが指摘する従来の男女共学・別学をめぐる
議論における第二の問題点は、当の議論が教育上の問
題として―アカデミックな関心を惹くものとして
―ではなく、それ以外の文脈で論じられてきた、と
いう点である。レアードは第一に、男女共学・別学の
問題は主として倫理的、宗教的な文脈で論じられてき
た、と指摘する。例えば、1960年代から70年代にな
された男女の学生寮に関する議論では、男女の日常的
な接触がもつ問題点が倫理的、宗教的（規範的）な観
点から提示され、男女共学は批判された 16。第二に、
男女共学・別学の問題は、政治的、社会的な文脈で論
じられてきた。これは1980年代以降の女性に対する
教育権（教育の機会均等）の要求としての男女共学化
の要請に代表される。そして、第三の文脈は、学生数
を安定して確保するためという学校経営的なものであ
る 17。レアードはデューイの言葉を援用し、以下のよ
うに述べる 18。

　彼〔デューイ〕は、男女共学は道徳的ないしは
教育的な動機からよりもむしろ経済的見地からな
されることが多く、さらには、その結果として男

女共学のもつ教育的な意味が貧困化してしまうこ
とを知っていた。デューイは次のように言う。「『男
性のための大学 （colleges for men）』に少数の女
性の入学を許可することと、男女共学、すなわち
女性と男性が共同する教育（conjoint education 

of women and men）とは、全く異なるものである
……」19。

このとき、問題となるのは、男女共学・別学が論じら
れる文脈が、倫理的、宗教的、政治的、社会的、経営
的なもののいずれであるにせよ、その際には、男女共
学・別学が教育という営みそれ自体にもたらす影響

4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4

は
論じられていないか、少なくとも軽視されているとい
う点である。

3. レアードの指摘からなされる示唆―教育の営
みそれ自体を問う必要性

　レアードが指摘する二つの問題点を踏まえると、レ
アードは男女共学・別学の問題を教育的な文脈の中で
吟味することの重要性及び必要性を強く示唆している
ことが分かる。言い換えれば、レアードは、男女共学
ないし男女別学という事柄が教育という営みに質的な

4 4 4

影響
4 4

を与える要素であると認識している。例えば、レ
アードは次のように述べる。

　教育哲学者たちは、男女共学の学習（coeducational 

learning）の意味、男女共学の教授（coeducational 

teaching）の意味、男女共学のカリキュラム
（coeducational curriculum）の意味を、未だに追及
していないのである20。

この指摘からも分かるように、レアードは、男女共学・
別学の違いによって、学習、教授、カリキュラムが変
容する可能性があることを前提としている。この指摘
の重要性は、男女共学・別学の違いが与える影響が子
どものジェンダー観、性別役割分業観、同性・異性に
対する認識や接し方の形成といった範囲にとどまるも
のではない

4 4

、ということを示唆する点にある。それは
つまり、男女共学・別学の違いは、子どもたちが何の
ために何を目指して学ぶのか（目的）、何を学ぶのか
（内容）、どのように学ぶのか（方法、効果）といった
点に影響を及ぼし、さらには、そこで想定される人間
観、社会観にも差異が生じる可能性を示唆しているの
である。
　以上のレアードの議論を踏まえた上で、次に、男女
共学・別学の問題を教育目的、内容、効果に内包され
るジェンダー・バイアスに注目して分析しているジェ
ーン・R・マーティンの議論をみることにしよう。
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Ⅲ. マーティンのウルストンクラーフト批判
―ジェンダー・バイアスへの注目

　はじめに、ジェンダー・バイアスという語の意味に
ついて確認する。ジェンダー・バイアスとは、「ジェ
ンダーに基づく偏見及び偏向」を意味し、ここでは特
に、「男性中心主義的な視点や価値観に基づく偏り」
を意味する 21。マーティンはウルストンクラーフトの
男女共学論を検討することを通して、従来の教育が
様々なジェンダー・バイアスを内包するものであるこ
とを指摘している。初めに、ウルストンクラーフトの
男女共学論の概観を確認しよう。

1. ウルストンクラーフトの男女共学論

　ウルストンクラーフトは、『女性の権利の擁護』の
中で、女性が男性と同じ権利を与えられること、また、
女性が理性を発達させるための教育を受けることを求
め 22、ジャン＝ジャック・ルソーが著作『エミール』
の第五編で著した、エミールの妻ソフィーの教育を批
判した 23。ソフィーの教育は、エミールの教育とは異
なり、貞淑な妻、誠実な母となることを目的とするも
のであったが、ウルストンクラーフトはこの教育を、
女性の仕事を「快楽」とし、女性を感情の獣としてみ
なすものであると厳しく批判したのである。その上で、
ウルストンクラーフトは以下のように主張する。

　最も完全な教育とは、私の考えでは、肉体を強
くし心を鍛えるのに最も適するように知性を働かせ
る訓練である。あるいは、いいかえれば、個人を
独立せしめるような美徳を獲得する習慣を、身に
つけられるようにさせることである。……今、私が
ここに述べたことは、ルソーが男性に関して抱いた

4 4 4 4 4 4 4 4 4

意見であった
4 4 4 4 4 4

。私は、それを女性にも及ぼそう
4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4

24。
　
ここには、男性の教育を女性にも施すことを求めると
いうウルストンクラーフトの姿勢がはっきりと示されて
いる。つまり、ウルストンクラーフトが求める「男女共
学」教育とは、男性の教育を女性にも適用することを
意味する。それゆえに、このとき女性は、男性がそれ
まで受けていた教育の中に入っていく（付け加えられ
る）のであって、当の教育の目的や内容が女性の参加
によって変化することは想定されていないのである。

2. マーティンのウルストンクラーフト批判

　マーティンは、『女性の権利の擁護』におけるウル
ストンクラーフトの試みについて、それが「男性の権

利を女性にも与えることを要求し、それによって女性
を市民生活の領域へ参加させるようになった」点を評
価する 25。また、女性が理性や知性を持つべきである
と主張し、理性および自己統治といった特徴を組み入
れた「妻－母の役割の再定義」を行った点についても
評価している 26。その上で、マーティンは、ウルスト
ンクラーフトの男女共学論は以下の二つの問題点をも
つと指摘するのである。
　第一の問題点は、男性のために計画された教育を女
性に施すことの危険性をウルストンクラーフトが全く
考慮していない、という点である。マーティンは、エ
ミールという「男性」のために想定された教育をその
まま女性たちに施すことの危険性を以下のように指摘
する。そうした教育は、

　女性たちに、男性を基にした（male-based）教
育方法で、男性的な偏見を有した（male-biased）
学問諸学科において、性別評価された特性
（genderized traits）を与えるという問題を孕

はら

んで
いるのである 27。

マーティンによれば、この問題は女性たちに以下のよ
うな「非常な不利益」をもたらす。第一に、女性たち
は教育を受ける中でChilly-Climate（冷ややかで人を
委縮させるような雰囲気）にさらされる可能性がある。
これは例えば、周囲に自分の意見を真剣に聞いてもら
えなかったり、男性よりも劣った存在として不当に低
い評価を受けたりすることを意味する 28。第二に、女
性たちは教育を受けて身につけるべき諸能力・諸特性
を十分に獲得したとしても、それは「男性化した女性」
として―端的に表現すれば「女らしくない女性」と
して―低い評価を受ける可能性がある 29。つまり、
ウルストンクラーフトの男女共学教育は、その教育の
方法、内容にジェンダー・バイアスを内包しているの
である。
　第二の問題点は、ウルストンクラーフトの男女共学
論においては、家庭的な能力への教育が軽視（ないし
は無視）されているという点である。ウルストンクラ
ーフトは、女性は市民になると同時に妻－母にもなる
と想定する。しかしながら、ウルストンクラーフトが
女性に施すことを求める教育には「妻－母となるため
の教育」は含まれていないのである。なぜなら、エミ
ールは、自分の代わりに家庭に関する事柄のすべてを
こなしてくれる存在である妻ソフィーがいることを前
提に想定された人物であるがゆえに、彼自身は家庭に
関する事柄を学ぶ必要はないからである 30。この点に
ついて、マーティンは次のように指摘している。
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　彼女〔ウルストンクラーフト〕は、理性の哲学
を信奉したため、その枠組みの中では、彼女の娘
たちにソフィーの持つ美徳を身につけるための教
育―すなわち、社会の再生産の過程を遂行する

4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4

責任を持つ者が受けるべき教育
4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4

―を要請するこ
とは許されなかったのである 31。

ここでの社会の再生産過程（reproductive process）と
は、妊娠、出産、子どもの養育、病人看護、家計維持
等に関する諸々の事柄を指す。これは、経済的活動、
政治的活動、文化的活動等を意味する、社会の生産過
程（productive process）と対になる概念である 32。
　結果として、ウルストンクラーフトの「男女共学」
教育においては、社会の再生産過程のための教育―
言い換えれば、妻－母ないしは夫－父になるための教
育―を受ける者は誰もいない

4 4 4 4 4

ことになる。そして、
この結果をウルストンクラーフト自身が問題視してい
ない点こそが問題であると、マーティンは指摘する。
その上で、ウルストンクラーフトがそうした態度を取
る理由として、社会の生産過程に従事するための諸能
力を育成するには特殊な訓練（＝教育）が必要である
が、社会の再生産過程に従事するための諸能力は、「女
性に生まれつき備わっているもの」とみなす偏った見
方があると指摘するのである 33。これは、ウルストン
クラーフトの男女共学教育における教育目的が内包す
るジェンダー・バイアスに対する指摘にほかならない。

3. ジェンダー・バイアスを内包する教育を「す
べての人に」施すことの危険性

　ウルストンクラーフトが支持するエミールの教育
が、内容、方法、目的においてジェンダー・バイアス
を含むものであるというマーティンの指摘に鑑みる
と、それが男女共学教育、つまり男女両性に施される
という点がもつ危険性は重大なものとなる。つまり、
男性のために計画された教育―ジェンダー・バイア
スを内包する教育―が「男女共学」を通して男女両
性（＝すべての人）に施されることによって、すべて

4 4 4

の人が当の偏りを内包する価値観を身につけてしま
4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4

う
4

、という危険性が生じる。それは例えば、社会にお
けるすべての人が、社会の再生産過程ではなく生産過
程に従事することのみを志向するようになることを意
味するのである。
　この危険性は、エミールの教育が、①理性と感情
とを分離したうえで理性に重点を置くという理性主
義、及び②人間の心は支配するもの（理性）と支配
されるもの（感情）から成り立つという人間性の統
治モデルに基づいて構築されていることによってさ
らに深刻なものとなる 34。というのも、その結果とし

て、エミールの教育を受けた全ての人は、社会の再生
産過程の能力を軽視するだけでなく、マーティンが
「心

エシックス・オブ・ケア

配りの倫理」と呼ぶ要素を身につけることができ
ないばかりか、それを軽視（ないしは抑圧）するよう
になるからである 35。
　マーティンによれば、こうしたジェンダー・バイ
アスを内包する教育は、女性に対してだけでなく男
性に対しての教育としても問題がある。何故なら、
「心

エシックス・オブ・ケア

配りの倫理」や社会の再生産過程で必要となる諸
能力は、女性と男性の双方にとって不可欠なものだか
らである。端的に言えば、マーティンが批判するの
は、ウルストンクラーフトが女性に男性と同等の権利
を与えることに専心するあまり、男性に施されている

4 4 4 4 4 4 4 4 4

従来の教育自体がもつ問題性
4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4

を失念している点なので
ある。さらにいえば、マーティンは、社会の生産過程
に偏った価値を置く価値観が「男女共学」教育を通し
てすべての人に浸透することによって、伝統的に社会
の再生産過程に従事するための「教育」を担ってきた
システム―つまり、家庭や地域社会など―が弱体
化する点にも警鐘を鳴らしているのである 36。
　ここまで論じてきた、マーティンによるウルストン
クラーフトの男女共学論批判、及び先に取り上げたレ
アードの男女共学概念の捉え直しは、現在の日本の男
女共学・別学をめぐる議論にどのような示唆をなしう
るのであろうか。最後に、この点を明らかにして結論
としたい。

Ⅳ. 男女共学・別学をめぐる議論の
課題と展望

　本論文では、「男女共学」を教育学的な文脈で論じる
必要性を示すレアードの議論、及び「男女共学」によ
ってジェンダー・バイアスをもつ教育が全ての人に施
される危険性を指摘するマーティンの議論について論
じてきた。両者に共通するのは、「男女が共に学ぶ」と
いう事態を、教育の目的・内容それ自体を質的に変容
させる可能性のある事態として捉える姿勢を促す点で
ある。ここから、日本の現在の教育（及び教育言説）
に対する以下のような示唆を引き出すことが可能とな
る。

1. 男女共学・別学をめぐる議論の課題

　レアード、マーティンの両者の指摘は、教育目的、
方法、カリキュラム等を考慮することのない盲目的な
「男女共学」化は、それが男女両性にとって望ましい
教育形態となっているのかという問いをなおざりにす
る危険性があることを示唆する。こうした事態は、「男
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女同権」という政治的側面からのみ「男女共学」が要
請される場合にも起こりうるであろうし、単なる「学
生集め」のための要請の場合にはなおさらその危険性
が高いと言わざるをえない 37。
　さらに、マーティンの指摘するジェンダー・バイア
スを内包する教育は、社会の生産過程は再生産過程よ
り価値があるという価値観を男女両性に浸透させる危
険性を明らかにした。例えば、現在の日本における少
子化問題の原因は様々に説明されているが、一つの要
因として、現在の教育を受けた者は「家庭よりも仕事
に高い価値がある」という価値観を得る傾向にあるた
め、と説明することも可能であろう 38。少子化が主と
して先進国に共通の現象であるという事実は、教育さ
れればされるほど伝統的な女性の領域から遠ざかる傾
向がある、というマーティンの指摘を裏付けるかのよ
うである 39。このとき、男女共学・別学を論じること
を通して、従来の教育が「自立的」で「社会の生産過
程（仕事）に従事する」人物の養成を目指して構築さ
れてきたことが批判的に提示されるのである。
　こうした課題の提示は、「男女平等を目的とする男
女共学」や「男女同権を希求する教育」を否定するも
のではもちろんない。マーティンが批判するウルスト
ンクラーフトが18世紀末のフランス革命期の思想家
であることを鑑みれば、その思想の先見性や意義は現
在においてもなんら色あせるものではない。しかしな
がら、レアード、マーティンが警告するのは、21世
紀の教育を構築する上では、単に「男女が同じならば
良い」とするのはあまりにも短絡的で危険に過ぎると
いう点である。例えば、理想的なジェンダーの状態に
ある社会までの5段階を説明した「フェミニスト・フ
ェイズ」理論がある。これに依拠するならば、現在の
日本における「男女共学・別学」の問題は、「女性離
れした」「男性並みの」女性を目指す（第2段階の）
ための試みとして論じられる段階は過ぎつつある。求
められるのは、「男女共学・別学」の問題を「男性の
領域・特性」「女性の領域・特性」を相補的で平等な
ものとして概念化する（第3段階の）ための試みとし
て論じること、最終的には、そこから「重要性の基準・
学問的方法論・諸概念など」が多面的に探求されるこ
となのである（「フェミニスト・フェイズ」理論につ
いては資料編参照）。　

2. 男女共学・別学をめぐる議論の展望

　以上に挙げた男女共学・別学をめぐる議論の問題点
および課題は、男女共学・別学を論じることによって、
教育の新たな側面が明らかになることを示唆するもの
でもある。たとえば、男女共学・別学を論じることに

よって、①男女共学・別学という教育形態自体がもつ
教育的効果を明らかにすることが可能となり、同様に
②従来の「教育」に内包する人間観、社会観等を問い
直すことが可能となる。
　第一の点は、男女共学・別学がもつ教育上の効果に
注目した研究の必要性を示唆する。このとき、男女共
学・別学は政治的ないしは社会学的な論点ではなく、
教育目的、内容、方法を問うための論点となる。これ
は例えば、性差が教育（及び学習）にもたらす効果に
注目すること、教育内容、関係、方法上のジェンダー・
バイアスを追求すること、などが挙げられる 40。第二
の点は、男女共学・別学を、独自の教育体系をもつも
のとして質的な比較分析を行う研究を要請する。これ
は例えば、それぞれにおける教育観、社会観、人間観
等の特徴を明らかにすることが考えられる。
　これらの試みは、男女共学と男女別学のどちらがよ
りふさわしいかという論争に決着をつけるためのもの
ではない。そうではなく、男女共学・別学を教育学上
の論点とすることによって、①教育という営みにおけ
る「ジェンダー」のもつ機能や効果を明らかにするこ
と、②教育において自明とされてきた人間観、職業観
などを構築し直すことを目指すものである。このとき、
「ジェンダー」は「男女同権」という政治的文脈だけ
ではなく、男女両性にとってよりよい教育を構築する
ための一つの視点（ないしはカテゴリー）となる 41。
それは例えば、「段階を分け、一つの解法を徹底的に
学習する」方法に対して「状況を総合的に判断し、複
数の解法を選択的に学習する」方法もあるといった、
異なる教育方法、目的、内容を提示する 42。こうした、
「男女共学・別学」を教育学の視点（ないしはカテゴ
リー）という観点から実践の多様性を提供しうるもの
として位置づける試みについて、より精緻に論じてい
くことを今後の課題としたい。
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【資料編】
（表2　共学化した主な女子大学）

1992年 四国女子大学 → 四国大学 

1994年 神戸女子薬科大学 → 神戸薬科大学 

1995年 金沢女子大学 → 金沢学院大学 

1998年 比治山大学（名称変更なし） 
1999年 鹿児島女子大学 → 志學館大学 

2000年 大手前女子大学 → 大手前大学 

2001年 梅光女学院大学 → 梅光学院大学 

2002年 杉野女子大学 → 杉野服飾大学 

2003年 就実女子大学 → 就実大学
美作女子大学 → 美作大学

2004年 松蔭女子大学 → 松蔭大学
聖カタリナ女子大学 → 聖カタリナ大学

2005年 東京家政学院筑波女子大学 → 筑波学院大学
京都橘女子大学 → 京都橘大学

2006年 大谷女子大学 → 大阪大谷大学
2007年 東海女子大学 → 東海学院大学

帝塚山学院大学（名称変更なし）
※ 文部科学省による学校基本調査によれば、女子大学の数自体は

1985年の85校→2008年の81校へとわずかな減少にとどまってい
るようにみえる。しかし、この数字には女子短期大学から四年制
女子大学に移行した大学による女子大学数の増加が含まれるため、
既存の四年制女子大学から共学制大学への実際の移行数はこれよ
りも多い。

（フェミニスト・フェイズ理論）
フェミニスト・フェイズ理論とは、理想的なジェンダーの状態にある
社会までの段階を5つに分けたものである（以下は、坂本辰朗、2003年、
「大学教育におけるジェンダーの問題」『教育学研究』、vol.70、No.1、
pp.17-27.より抜粋）。本発表におけるウルストンクラーフトの男女共
学論は第2段階に位置し、レアード、及びマーティンの指摘は第3段
階から第4、5段階への移行を示唆するものとして位置づけられる。

第1段階　知的領域において女性の不在がまったく認識されない状
態

第2段階　「女性離れした」「男性並みの」女性の業績が認識される
段階
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第3段階　人間の経験が、女性―男性、私―公というように二元的
なカテゴリーで認識される。「男性の領域・特性」「女性
の領域・特性」が相補的で平等なものとして概念化され
るようになる。　

第4段　　女性の学問・経験・文化・価値観などを照射するための、
新たなカテゴリー・問題設定・重要性の基準などが探求
される。たとえば経済学の講義で、“自然”失業率を扱う
際には、ジェンダーによってどれだけ異なるかを分析す
ることになる。同時に、「類としての女性」ではなく、階
級やエスニシティなどの変数をも入れる必要性が認識さ
れるようになる。

第5段階　女性および男性の経験を人間の経験という全体的な見方
の下に統合しようとする多面的でジェンダーのバランス
がとれた展望が探求される。「男性の領域・特性」「女
性の領域・特性」は、連続的で接点のあるものとして
捉えられ、その中で、重要性の基準・学問的方法論・
諸概念などが探求される。
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35 Ibid., p.96（邦訳：168頁） また、「心

エシックス・オブ・ケア

配りの倫理」については以
下を参照。Carol Gilligan, 1982, In a Different Voice, Harvard 

University Press. （邦訳：岩男寿美子監訳、並木美智子・生田久
美子訳、1986年、『もう一つの声』、川島書店）

36 マーティンは、学校が市民教育を教え、家庭が家庭教育を行う
という従来の分業がすでに時代遅れのものになっていることを
指摘している。Martin, J. R., 2002, Cultural Miseducation: In 

Search of a Democratic Solution （John Dewey Lecture Series, 8）, 
Teachers College Press.（邦訳：生田久美子監訳、大岡一亘・奥

井現理・尾崎博美訳、2008年、『カルチュラル・ミスエデュケ
ーション―「文化遺産の伝達」とは何なのか―』、東北大学出
版会）を参照。

37 日本において男女別学校が共学化する過程を調査対象とした研
究の多くは、共学化に伴う学校施設の変更や、異性の学生に対
する反応とその対応、及び性教育やジェンダー観の形成などに
焦点が当てられており、カリキュラム等への言及は、「家庭科」
などの部分的なものにとどまる傾向がある。例えば、以下を参照。
堀内かおる、2001年、『教科と教師のジェンダー文化―家庭科
を学ぶ・教える女と男の現在』、ドメス出版

38 例えば、平成18年度版の『国民生活白書』は、「女性の就業
意識は長期的にみて高まっている」「子育て期の女性が理想と
するライフコースのうち、「継続就業コース」と「再就職コー
ス」の割合が上昇している」と報告している。第2章「女性の
ライフサイクルと就業」URL: http://www5.cao.go.jp/seikatsu/

whitepaper/h18/01_honpen/index.html  （2009年1月現在）
39 Martin, “Redefi ning the Educated Person”を参照。もっとも、
日本における女性は高等教育を受けてもなお「家庭」を志向す
る傾向が強いと指摘される（例えば、平成18年度版『国民生活
白書』における独身女性を対象とした調査では、結婚・育児に
ともない「継続就業」を希望する女性の割合は29.5％であるの
に対し、一旦離職し結婚・育児に従事する「再就職」を志向す
る女性の割合は、39.2％に上る）。それゆえ、この「職業に高い
価値を置く」教育は、彼女たちに「家庭か仕事か」という深刻
なディレンマを生じさせる結果となる。

40 例えば、坂本辰朗はＰＢＳ（アメリカ公共放送）が放映した、「公
立学校における別学クラスの実験」を事例として、それが政治
的論点だけではなく、教育の効果を論じる上での要因となるこ
とを指摘している。坂本辰朗、2005年、「ジェンダー・フリー
な教育からジェンダー・センシティブな教育へ」『COEプログ
ラム研究年報2－Ⅰ』、COEプログラム「男女共同参画社会の
法と政策」出版委員会、pp.289-308. また、坂本辰朗、2005年、
「ジェンダー・センシティブな教育とは何か―教育思想史から
の示唆」（辻村みよ子監修、生田久美子編、『ジェンダー法・
政策研究叢書第4巻　ジェンダーと教育』、東北大学出版会、
pp.47－67）を参照。

41 坂本は、「教育の問題を考えるにあたって、ジェンダーが重要な
カテゴリーであるとは一般に広く認められているとは言い難い」
と警告している。前掲論文、「ジェンダー・センシティブな教育
とは何か―教育思想史からの示唆」、48頁

42 2009年1月に放送されたＮＨＫスペシャル「シリーズ女と男」
の第2回では、学力向上のために男女別クラスを導入したフロ
リダ州Woodward Elementary Schoolが紹介された。同校の特
徴は、教育方法や内容にも異なる手法を取り入れた点である。
放送内では男女の生物学的差異に焦点があてられていたが、こ
れらを男女（性差）の本質論としてではなく、既存の思考様式・
方法に対する新たな（等価の価値をもつ）思考様式・方法の提
案として分析していく必要がある。
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Ⅰ. はじめに

　カナダ連邦自由党議員であり、歴史・思想史家とし
ても有名なMichael Ignatieffが「権利革命」という言
葉を用いて、非常に重要な指摘をしている。「権利革
命にはふたつの側面があります。すなわち、一方では
平等な権利を促進し、他方では差異の権利を擁護する
という二面性です」1。つまり、現代社会では、差異
を認めつつ平等を促進するという、一見矛盾する課題
を考えなければならない、というわけである。
　周知のように、カナダでは、国是として多文化主
義を採用している。1960年からのケベックにおける
「静かな革命」が幕を開けて以降、ケベック・ナショ
ナリズムの高揚とともに、ケベック独立運動という危
機を迎えていたカナダにとって、多文化主義への流れ
は必然であった 2。1971年には、当時の首相であった
Pierre Eliott Trudeauが議会で多文化主義の宣言をし
たことにより、カナダでは、多文化主義を本格的に議
論する土壌が出来上がった 3。また、1982年カナダ憲
法27条において、「この憲章は、カナダ国民の多文化
的伝統の維持および発展と一致する方法によって解釈
されなければならない」と規定され、憲法上でも多文
化主義を明示するに至っている 4。
　しかし、当初、カナダの多文化主義のテーマは「民
族」という問題がメインテーマであった。前述したケ
ベック問題とともに、先住民やその他の少数民族の問
題にどのように対処するのかということが重要な課題
であった 5。だが、1980年代以降、「多文化主義の対
象を『民族集団』から様々な背景をもった『個人』へ
と転換」6する時代を迎える。つまり、多様性（diversity）
の問題は、すべて多文化主義の問題となったのである。

そのため、カナダでは、憲法と多文化主義を考える場
合、民族のほかにも同性愛のような個人の問題も同時
に重要となる 7。
　民族問題としては、例えば、先住民問題を挙げるこ
とが出来る。1982年カナダ憲法25条および同35条は、
先住民の権利を保障する。裁判所による先住民の権利
の捉え方について、私は以前、以下のようにまとめた。
「憲法上の権利としての先住民の権利において、裁判
所は先住民のパースペクティブを理解して、さらにコ
モン・ローというメインストリームのパースペクティ
ブと平等の比重で考慮することにより、先住民の権利
を確定するという手法を用いた。つまり、裁判所は先
住民の『差異』を承認した上で、カナダ社会において
非先住民との共生可能な枠組みを構築することを考え
ていると見ることができる」8。
　では、個人の問題はどうだろうか。この問題を考え
るために、本稿では、性的指向（sexual orientation）
の問題について考えていくことにする。
　私は以前、以下のような指摘をした。「私たちは、
マジョリティ文化の中を生活し、その中で形成された
制度の中に生きているために、私たちの社会の中にあ
るあらゆる制度がマジョリティ文化を背景にして形成
されているということに気付いていないように思われ
る。そのためにマジョリティ文化が形成してきた制度
が、社会の中で暗黙に当然のものとして存在するよ
うに思い込み、そのことが先住民などの他文化の背
景を認識することなく、彼らを同化することに繋が
る可能性がある」9。このことは、性的指向の問題に
も当てはまる。というのも、社会にある異性愛規範
（heteronormativity）10により、同性愛者等の性的指向
は異常なものとして認識され、異性愛規範により同化
させられているからだ。
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　この点において、カナダの実験は興味深い。という
のも、カナダは2005年に世界で四番目に同性婚を承
認した国であるからだ 11。これは、社会にある異性愛
規範の瓦解を示唆しているとも言える。
　しかし、最初からカナダが異性愛規範の脆弱な国家
であったわけではない。1990年の論文でBruce Ryder

が指摘するように、「カナダの立法は、排除によって、
レズビアンとゲイの存在に烙印を押す。この排除は、
沈黙によって、大抵よく遂行される」12という国家で
あった。
　では、カナダでは、どのようにして性的指向の問題
を裁判上で争える基礎を築いたのだろうか。本稿では、
それを解明するために、平等権の判例の動向を見て、
平等権の判例の動向がどのように性的指向の問題と連
関しているのかについて論じる。アメリカでは、レズ
ビアンとゲイの権利という法的議論をするときに、平
等に基づく議論とプライバシーに基づく議論の二つに
分かれる 13。しかし、カナダでは、1969年における連
邦政府のTrudeau首相の有名な宣言により、ホモセク
シュアル活動の非犯罪化がなされたため 14、平等に基
づく議論しか問題とならない。そのため、カナダでは、
平等権の判例動向と性的指向問題の連関性が重要な問
題となる。
　本稿では、同性婚を承認するに至るまでに、その基
盤となる議論がどのように開花したのかというところ
に焦点を絞る。Ⅱで平等権判例の動向を示し、さらに
Ⅲで、どのように性的指向への権利が認められるに至
ったのかを判例に基づいて考察する。そしてⅣで、平
等権と性的指向問題の連関性の要因を概観する。

Ⅱ. 平等権判例の四つの時期

　カナダでは、1982年に、人権規定を含む1982年カ
ナダ憲法が制定された 15。しかしながら、平等権を定
める憲章 1615条 17は、三年間効力を有しなかった。つ
まり、1985年4月17日から効力を有することになった。
その目的は、連邦政府と各州が自らの法律を見直し、
憲章15条と一致するようにその法律に必要な修正を
するための時間を提供することにあった 18。
　性的指向に関して言えば、早くは1977年に、ケベ
ック憲章（Charte des droits et libertés de la personne）
10条において、性的指向が、禁止された差別事由に
あたることを規定していた 19。しかし、連邦および他
の州では、性的指向を差別事由として人権立法に入れ
ることには消極的であった。これには、裁判所がどの
ように差別を解釈し適用するのかということが分かっ
ていなかった状況下で、性的指向という問題を積極

的に差別事由に入れることへの躊躇があったとされ
る 20。
　では、1985年以降、裁判所は平等権についてどの
ように取り組んできたのか。ここでは四つの時期に分
けて論じる。

1. 初期の判例　―第一期―

　1989年、カナダ最高裁判所によって、平等権が
初めて扱われた事案が、市民権（citizenship）の有
無を指標とする差別的取り扱いの合憲性が問われた
Andrews v. Law Society of British Columbia（以下、
Andrews判決）21であった。そしてこの判決で、最高
裁判所は、平等権審査の枠組みを提示することになる。
　まずAndrews判決は、同一状況にいる者は同一に
取り扱われ、異なった状況にいる者は異なって取り
扱われるという同一状況審査（similarly situated test）
を否定した。憲章15条についての多数意見を書いた
McIntyre裁判官は、同一状況審査を憲章の下で生じ
る平等の諸問題の解決のための確固たる規範あるいは
定式（fi xed rule or formula）として受け入れることが
できないとし、「考慮は、法の内容、その目的、法が
適用される人々および法の適用から排除される人々へ
の影響に向けられなければならない」とした 22。さら
に、真の平等の本質である諸差異の和解のためには、
区別をすることはしばしば必要とされるとした 23。
　では、許されない区別とは何か。それが差別
（discrimination）である。差別を立証するときに、差
別的意図があるかどうかは必要とされない 24。重要
なのは、個人あるいは集団の人格的特性（personal 

characteristics）に基づく区別であるかどうかであ
る 25・26。そして憲章15条1項のアプローチとしては、
「列挙されたあるいはそれに類似する事由」を指標と
した差別が存在するのかを審査し、その差別が正当化
されるか否かは、憲章1条 27によって審査されるとし
た 28。また、人格的特性に基づく差別であるのか、そ
してその差別が「列挙されたあるいはそれに類似する
事由」であるのかということを請求者は立証する責任
があり、その立証責任を果たした後、憲章1条に基づ
き、その差別を正当化できるのかは公権力に立証する
責任があるとした。
　Andrews判決は、全員一致で、市民権に基づく差別
は憲章15条1項に反することを認め、同1条によって
も正当化されないと判示した。
　このように、Andrews判決において、憲章15条1

項の射程は、同条に「列挙されたあるいはそれに類似
する事由」でない限り問題とならないとし、広く平等
というものを指示するのではなく、緩く制限された形
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で解釈する枠組みを提示した。また、R v. Turpin29に
おけるWilson裁判官のAndrews判決のまとめを借り
れば、「15条は、Andrews判決において当該裁判所に
よって着手されたように、1） 疑義が唱えられた立法
により創設された区別が平等権の侵害をもたらすか、
そうである場合、2）区別がその目的ないし効果にお
いて差別的であるかを決定するために、事案ごとの分
析を命じる」30のである。

2. 平等三部作（1995年）　―第二期―

　Andrews判決以後も、平等権に関する判例法理の
発達は見られたが 31、重要な質的変化がもたらされた
のは、1995年であった。カナダでは、この時代を、
平等三部作（Equality trilogy）あるいは 1995年の
三部作（la trilogie de 1995）と呼ぶ。この時代に、
Miron v. Trudel（ 以 下、Miron判 決 ）32、Egan and 

Nesbit v. Canada（以下、Egan判決）33、Thibaudeau v. 

Canada34という三つの重要判例が出されたが、ここで
注目すべきは、この三判例において、最高裁判所の裁
判官が、平等権について相異なる三つの見解に割れた
ということである。見解の分岐は全ての判例において
同じように現れているため、ここではMiron判決に現
れる三つの見解を見ることにし、Egan判決はⅢで考
察することにする。
　事実婚関係（common-law relationship）のパート
ナーを配偶者（spouse）に含めるか否かが争われた
Miron判決において、①Andrews判決を踏襲する見
解（Sopinka裁判官、Cory裁判官、McLachlin裁判官、
Iacobucci裁判官）、②Andrews判決を修正する見解
（Lamer首席裁判官、La Forest裁判官、Gonthier裁判官、
Major裁判官）、③第三の見解（L'Heureux-Dubé裁判官）
の三つに裁判所の意見が分かれた。
　①の見解は、McLachlin裁判官によって、「15条1

項の下での分析は、二つの段階を含む。最初に、請求
者は、他の人と比べて、法の『平等な保護』あるいは
『平等な利益』の否認を示さなければならない。第二
に、請求者は、その否認が差別を構成することを示さ
なければならない。この第二段階で、差別が主張され
るために、請求者は、その否認が15条1項に列挙さ
れた事由あるいは類似する事由のひとつに基づくもの
であることを示し、不平等な取り扱いが想定される集
団あるいは人格的特性の固定概念的適用（stereotypical 

application）に基づくものであることを示さなければ
ならない。請求者が、この分析の下で、その負担（＝
立証責任―河北）を果たした場合、15条1項の侵害が
立証される。その時、憲章1条の下で『自由で民主的
な社会において明確に正当化される』ものとして差別

を正当化するために、その負担（＝立証責任―河北）は、
当該法を支持することを求める当事者、通常、国家（the 

state）に移る」35と判示されることからも分かるよう
に、Andrews判決を踏襲した見解であった。
　それに比して、②の見解は、Andrews判決を踏襲し
つつも、それに修正を加えていく。Gonthier裁判官は
「立法の直接的あるいは間接的効果が吟味されるのは、
この第二段階である」36として、Andrews判決の第二
段階に、さらに「第三段階は、区別が、15条1項に列
挙されたあるいはそれに類似する、関連性のない人格
的特性に基づくかどうかを評価する」37として、二つ
の側面を付け加える。すなわち「ある集団によって共
有される人格的特性を決定すること」と「当該立法の
基礎にある機能的価値を考慮するときにその関連性を
評価すること」という二側面であり、この第三段階の
二番目の側面である「関連性（relevancy）の評価は、
当該人格的特性の性質と当該法律の基礎にある機能的
価値との関連性に目を向ける」としている 38。つまり、
②の見解は、McLachlin裁判官が要約するように、「列
挙されたあるいは類似の事由に基づく区別が明らか
に当該立法の機能的価値と関連性がない（irrelevant）
場合、その区別は差別的である」39と考える見解であ
る。
　③の見解に立つL'Heureux-Dubé裁判官は、列挙さ
れたあるいは類似の事由に基づく区別という要件にこ
だわらない。L'Heureux-Dubé裁判官によれば、平等
権審査は、主観的－客観的パースペクティブから着手
されなければならないとされ、「この審査に形式と実
体を与えるために、……疑義が唱えられた区別によっ
て不利に影響を及ぼされる利益と集団との両方の性質
に目を向けることにより、どのような差別的影響が、
評価されるのか」40を吟味すること、つまり、区別に
よって影響を及ぼされる集団の性質と区別によって影
響を及ぼされる利益の性質の二つを審査することが提
示される。このとき、影響を及ぼされる集団の性質を
考察する部分で、L'Heureux-Dubé裁判官は、「非伝統
的諸関係における人々は、メインストリームからの何
らかの程度の周辺化と不利益を被っていたし、被り続
けている」41と指摘するように、「影響を受ける特定の
集団は、古くから差別されてきたか否かを問題とせず、
メインストリームからある程度の不利益および排除を
現に受けているか、今後受け続ける可能性があれば十
分である」42と考えている。
　Miron判決は、①および③の見解によって、事実婚
関係にある者を配偶者に含めないことは、憲章15条1

項に違反し、同1条によっても正当化されないと判示
した。
　この平等三部作の判決で重要なことは、Andrews判
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決の枠組みに対するアンチテーゼが出されたことにあ
る。では、その後、このアンチテーゼがどのように展
開していくのだろうか。それが、次に論じる、〈間〉
の時代の重要な役割である。

3. 〈間〉の時代　―第三期―

　この時代を特徴づけるのは、Alexandre Morinが指
摘するように、「問わない（peu importe）」時代であ
る 43。つまり、Ⅱ2で示した諸見解について、「この
上告における結果は、私の意見では、どの基準が適用
されるかを問わず

0 0 0

、同じである」44と示されるように、
三つの見解の和解が見られるようになる45。ここでは、
1997年 の Eaton v. Brant County Board of Education

（以下、Eaton判決）46とEldridge v. British Columbia 

（Attorney General）（以下、Eldridge判決）47を取り扱う。
　障害のある娘（=Emily Eaton）を通常学級に入れ
ないで、特別学級に入れることに異議を申し立てた
Eaton判決において、Sopinka裁判官は、「憲章15条
の適用に関するすべての原則について、当該裁判所の
判断において全員一致ではないけれども、意見の相違
がない点で、諸原則に基づいて、この事案における問
題は、解決され得ると私は信じる。15条の侵害が認
定され得る前に、請求者は、その疑義が唱えられた規
定が、請求者に利点あるいは利益を与えないまたは請
求者に不利益と負担を課す、禁止されたあるいは類似
する事由に基づく区別を創設することを立証しなけれ
ばならない」48とした。また、Ⅱ2における②の見解
は、「ある区別が、関連性のない人格的特性に基づい
たものであると示さなければならないという見解であ
る。この見解において、立法の機能的価値がそれ自体
として差別的でないとき、立法目的あるいは立法の機
能的価値への関連性は、差別を否定することができ
る。Miron判決において表明されたような多数派の見
解は、禁止されたあるいは類似する事由に基づく区
別が差別を構成しないというまれな部類（class）の
事案にその事案が該当することを示すときには、関連
性が一つの要素として役に立つ可能性があるというこ
とであった。……今問題になっている上告の目的のた
めには、この概略で事足りる」49として、Ⅱ2で示し
た諸見解の差異を控えめに扱うことを試みている。
そしてSopinka裁判官は、オンタリオ州特別教育委員
会（Ontario Special Education Tribunal）は「Emily 

Eatonの様々な教育的利益の均衡を保させ、そして彼
女の特別なニーズを考慮に入れて、最善の可能な保
護措置（placement）は特別学級の中であるというこ
とを結論付けた」50とし、「委員会によって確証され
たEmilyの保護措置は、不利益や負担を課すことを構

成しなかったし、子どもに利益あるいは利点を与えな
いことを構成しなかったと私は結論付ける。委員会の
命令もその論法も、15条の侵害として解釈され得な
い」51とした。
　診療の際に、すべての他の患者と同様に難聴である
患者を取り扱い、手話のサービスの費用を支払わない
というブリティシュ・コロンビア州の政府の決定に異
議を申し立てたEldridge判決において、La Forest裁
判官は、憲章15条1項の事案で、最高裁は二つの別
個ではあるが関連する目的に仕えることを強調したと
して、「第一に、それは、私たちの社会的、政治的そ
して法的文化の中に深く根付く、全ての人々の人間の
尊厳と平等な価値への係り合い（commitment）を表
明する」とし、「第二に、それは、『私たちの社会の中
で、社会的、政治的そして法的な不利益を被る』特定
の集団に対する差別を是正し、防ぐためのひとつの要
望を例示する」とした 52。Ⅱ2の諸見解について、「私
の見解では、最近の事案においては、これらのアプロ
ーチのどれが適用されるかに関係なく、同じ結論に帰
着する。……ここで区別は、ヘルス・ケア・システム
の基礎にある機能的価値と関連性がない人格的特性に
基づくことは問題がない。それらの価値は、健康の促
進と病気・疾患の治療および予防、そして公的に資金
を提供されるヘルス・ケア・システムの媒介を通じて
それらの価値を実現することにある。個人の身体的障
害以上にそれらの価値と関連しない人格的特性はあり
得ない」53として、ここでもⅡ2で示した諸見解の差
異を控えめに扱うことを試みている。また、Eldridge

判決は、Andrews判決でも示したように、差別的目的
あるいは差別的意図が15条1項の必要条件ではない
ことを示し、法的区別は15条1項を侵害するために
個人あるいは集団に不利益を与える願望により動機づ
けられる必要はなく、立法の効果が法の平等な保護あ
るいは利益を誰かに否定するためにあるかどうかで十
分であるとした 54。さらに、「一般公衆に提供される
サービスから不利に置かれた人々が平等に利益を得る
ことを保障するために積極的な諸段階をとることがな
いことから差別が生じ得るという原則は、人権分野に
おいて広く受け入れられている」55とした。
　Eaton判決やEldridge判決は、1995年の平等三部作
で現れた諸見解の差異を出来るだけ中和して、一つの
枠組みを作り出す過程の段階であったと位置付けるこ
とができる。

4. 平等権審査基準の確立（1999年）　―第四期―

　前述のように、平等権の判例法理には様々な見解が
述べられていたが、1999年、年齢による差別を取り
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扱ったLaw v. Canada（以下、Law判決）56によって、
平等権の審査基準が確立された。
　Law判決において、Iacobucci裁判官は、まず「15

条1項の下で差別請求を決定することを求められる裁
判所は、次の三つの大まかな吟味をすべきである。第
一に、疑義が唱えられた法律が、（a）ひとつあるいは
それ以上の人格的特性に基づいて、請求者と他者との
間の形式的区別を引いているか、あるいは（b） ひと
つあるいはそれ以上の人格的特性に基づいて、請求者
と他者との間の実質的に異なった取り扱いをもたらす
カナダ社会内で、すでに不利益を受けている請求者の
立場を考慮に入れないのか。第二に、ひとつあるいは
それ以上の列挙されたあるいは類似する事由に基づい
て、請求者が異なった取り扱いに服しているか。そ
して第三に、偏見、固定概念化そして歴史的不利益
のような苦しみを救済するときに憲章15条1項の目
的を果たすように至らせるために、異なった取り扱
いが、実質的な意味において、差別するのか」57とし
てAndrews判決の流れを踏襲した上で、さらに、「15

条1項の目的が、不利益、固定概念化あるいは政治的
ないし社会的偏見を課すことを通じて、本質的な人間

0 0 0 0 0 0

の尊厳
0 0 0

と自由の侵害
0 0

を防ぐことであり、平等に能力が
あり、平等に関心、尊重そして考慮に値するカナダ社
会の成員あるいは人間として、法における平等な承認
を全ての人が享受する社会を促進することである」58

とした。では、「本質的な人間の尊厳」とは何か。
Iacobucci裁判官は、「人間の尊厳は、個人あるいは集
団が自己尊重（self-respect）と自己価値（self-worth）
を感じることを意味する。それは、身体的かつ心理的
高潔と啓発に関わる。人間の尊厳は、個人のニーズ、
能力あるいはメリットと関係のない個人の特徴ないし
は境遇に基づく不公平な取り扱いにより害される。そ
れは、彼らの差異の基礎となる状況（context）を考
慮に入れて、異なった諸個人のニーズ、能力、メリッ
トに敏感である法により促進される。諸個人と諸集団
が周辺化され、無視され、価値を減ぜられる時に、人
間の尊厳は害され、法がカナダ社会内で全ての諸個人
と諸集団の完全な場を承認する時、人間の尊厳は促進
される。平等保障の意味内で、人間の尊厳は、それ自
体で（per se）、社会における個人の地位あるいは立
場と関係するのではなく、むしろ、特定の法律に直面
している時に人が正当に感じる問題に関係する。法は、
法によって影響を及ぼされ排除される諸個人に関する
境遇のすべてを考慮に入れて、彼ないし彼女を不公平
に取り扱っていないか」59と指摘し、ある法律が人間
の尊厳を害するかを決定するときに助けとなるいくつ
かの状況的要素（contextual factors）を提示する。そ
れは、①以前から存在する不利益、②区別と請求者の

特性あるいは境遇の間の調和、③他の集団についての
向上的な（ameliorative）目的ないしは効果の存在、
④影響を及ぼされる利益の性質の四つの要素から成
る 60。
　このように、Law判決は、Iacobucci裁判官も述べる
ように、「憲章15条1項の下での差別の請求を分析す
るのに適切なアプローチは、これら様々な表現の総合
（synthesis）を含む」61として、Andrews判決というテ
ーゼ（定立）と平等三部作というアンチテーゼ（反定立）
とのまさにジンテーゼ（総合）と位置付けられるだろ
う。Law判決は、「人間の尊厳」という新たな要件を
加えることにより、平等権の審査基準を確立した。

Ⅲ. 性的指向関連の判例

　Ⅱの平等権に関する判例は、性的指向問題にどのよ
うな連関性を持つのか。ここからは、Ⅱの時代区分ご
とに、性的指向関連の判例を見ていくことにする。

1. 第一期の判例

　この時期に、カナダ最高裁判所で、性的指向の平等
問題を直接取り扱ったものはない。しかし、Andrews

判決の法理から、「ヘテロセクシュアルに与えられる
立法上の利益からゲイとレズビアンを排除すること
は、この定義（＝Andrews判決の法理―河北）によ
れば、おそらく間違いなく差別を構成する」62と考え
られた。実際、下級審ではあるが、1992年に出され
たHaig v. Canada63において、憲章15条は禁止された
差別事由として性的指向を含めるように解釈されるべ
きであるとした判例もあった。この時期の性的指向に
関する初めての最高裁判所判決としては、1993年に
出されたCanada （Attorney General） v. Mossop（以下、
Mossop判決）64がある。
　Brian Mossopのパートナー（同性）の葬式への参
列のための忌引きが拒否されたために、カナダ人権法
（Canadian Human Rights Act）の「家族の地位」条項
に反するとして訴えたMossop判決は、直接的には憲
章15条1項とは関係しない事案であった。ここでの
問題は「ヘテロセクシュアル・カップルに与えられた
利益を同性パートナーに否定することは、カナダ人権
法に矛盾しないかどうか」65であった。多数意見であ
るLamer首席裁判官とLa Forest裁判官は、保護され
る事由の一つとして、その行為において、性的指向を
含まないという議会の選択の観点から、同性家族を含
めるように広く当該法律の家族の地位条項を解釈する
ことは、不適切であるとした 66。また、La Forest裁判
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官は、「なかには、『家族』としてそのような関係に言
及するかもしれないが、それが、通常の言葉の使用に
おいて、その地位にまだ達していない」67とした。た
だL'Heureux-Dubé裁判官は、家族の地位条項の法律
解釈が同性家族を排除するということに同意しなかっ
た 68。さらに、Lamer首席裁判官は、議会が、差別の
禁止された事由のリストの中に、性的指向を含めるこ
とを決定していたら、家族の地位条項の範囲の解釈が
まったく異なっていたかもしれないと言及した 69。
　Didi Hermanによれば、「これらのゲイ訴訟当事者
にとって、彼らが上告において敗訴した一つの事案
（Mossop, 1990, 1993）は、大部分は成功していた」70

と指摘される。実際、Mossop自身もまた、この訴訟
がホモセクシュアルについて語る場を創設したので、
この訴訟を勝利と考えていた 71。しかし、Mossop判
決の多数意見は、「巧妙に支配的な家族言説という異
性愛規範を強化した」72ともいえる。いずれにせよ、
Mossop判決の先例的意義は大きくはなかった。

2. 第二期の判例

　では平等三部作の時期はどうであろうか。ここでは
前述のEgan判決（1995年）を取り扱う 73。
　同性愛者のJames EganとJohn Norris Nesbitが老齢
年金の配偶者手当を申請したが、申請を却下された
ために、高齢者保健法（Old Age Security Act）の規
定が憲章15条1項に違反するとして提訴されたEgan

判決においても、Ⅱ2で示したように、三つの見解が
出された。つまり、①Andrews判決を踏襲する見解
（Sopinka裁判官、McLachlin裁判官、Cory裁判官、
Iacobucci裁判官）、②Andrews判決を修正する見解
（Lamer首席裁判官、La Forest裁判官、Gonthier裁判官、
Major裁判官）、③第三の見解（L'Heureux-Dubé裁判官）
の三つである。
　「Miron判決における多数意見は、性に中立的な言
語（sexuality-neutral language）で書かれていたので、
Miron判決における諸原則は、異性事実婚カップルに
適用されるのとまさに同様に、同性事実婚カップル
にも明らかに適用される」74とKathleen A. Laheyが指
摘するように、Egan判決において、①の見解である
Cory裁判官は、「当該立法は、ホモセクシュアル・カ
ップルに法の平等な利益を否定する。当該法律は、メ
リットあるいは必要に基づいてではなく、単に性的指
向に基づいてこれを否定する。異性の誰かという『配
偶者』の定義は、ホモセクシュアルたちが、ヘテロセ
クシュアル・カップルと同じ方法において、持続的で、
日常の世話をする、相互に協力的な経済的相互依存を
持った関係を形成することができないし、そうしない

という固定概念を強化する。上訴人の関係は、鮮明に
そのアプローチの誤りを明らかにする。当該立法がそ
のような誤った固定概念に基づく偏見的態度を強化す
るとき、差別的影響は、まったく些細であると考えら
れ得ない。疑義が唱えられた規定の効果が、明らかに
人間の尊厳を保護する15条の目的と相容れず、それ
ゆえに、その区別は、性的指向に基づく差別の状態に
達する」75とした。また、③の見解であるL'Heureux-

Dubé裁判官は、「平等は、……個人の差異にもかかわ
らず、人間として各人の平等な価値を承認することへ
の関与を意味しない場合、何の意味もない。平等は、
私たちの社会が、二級市民としてある人々を取り扱い、
これといった理由もなく能力がないものとして彼らを
取り扱い、あるいはその他の方法で基本的な人間の尊
厳を害する立法的区別を許容することができないとい
うことを意味する」76とした。こうして、Egan判決は、
①の見解と③の見解では、性的指向に基づく差別であ
ることを認め、憲章1条によっても正当化されないと
した。
　しかしながら、②の見解であるLa Forest裁判官は、
性的指向が類似する事由であることは認めつつも、「結
婚は、太古の時代から、私たちの法的伝統の中にしっ
かりと根を張っており、その司法的伝統が、それ自体、
長い間の哲学的、宗教的伝統の反映であるということ
を言うことで十分である。しかし、真の結婚の存在理
由（raison d'être）は、これらすべてを超越しており、
ヘテロセクシュアル・カップルたちだけが生殖能力を
持ち、大抵の子どもは、これらの関係の産物であり、
一般的に彼らは、その関係の中で生活する人々によっ
て、世話され、養育されるという生物学的・社会的現
実において、しっかりと根拠を与えられる。この意味
において、結婚は、生来、ヘテロセクシュアルである。
ホモセクシュアル・カップルを含めるように結婚を法
的に定義することは可能であるだろうが、しかし、こ
れは伝統的な結婚の基礎である生物学的・社会的現実
を変えないだろう」77として、当該法律の基礎となる
機能的価値と関連性があるので、配偶者の中に、同性
カップルを含めることには同意しなかった。
　Egan判決では、Sopinka裁判官が性的指向に基づく
区別を憲章1条の下で正当化できるとしたために 78、
原告は敗訴した。これについて、Morinは、「家族の
伝統的な概念は、裁判官の多数を抑制し、社会の諸法
において、不公平な取り扱いを正当化することができ
た。ゲイとレズビアンにとって冷淡な失望に関わるこ
とであることは言うまでもない」79という。また「Egan

判決における議論は、Mossop判決における議論より
も同化主義であった」80という指摘もある。Egan判決
から言えることは、1992年にDebra M. McAllisterが
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予期したように、「基本的に社会のブロックを組み立
てるものとしての家族という結合の概念は、正確に近
代的現実を反映する」81ものであった。

3. 第三期の判例

　1998年に、性的指向の問題を考える上で非常に重
要な判決である、Vriend v. Alterta（以下、Vriend判決）
82が出された。Vriend判決でも、「15条1項へのアプ
ローチに存在する可能性があるあらゆる差異は、この
事案において、結果に影響を及ぼさないだろう。そし
て、それゆえに、それらのアプローチを告げることは
必要ではない」83というように、〈間〉の時代と特徴づ
けることができる判決であった。
　ゲイであることを理由に解雇されたDelwin Vriend

が、禁止される差別事由として性的指向を含んでい
ないアルバータ州個人権保護法（Alberta Individual 

Rights Protection Act）への異議を申し立てた事案で
Vriend判決は、全員一致で憲章15条に反するとした
重要な判決であった。多数意見では、憲章15条の検
討をCory裁判官が、憲章1条の検討を Iacobucci裁判
官が、それぞれ行っている。
　Cory裁判官は、アルバータ州の立法が、ホモセク
シュアルとヘテロセクシュアルの間の区別を引いてい
るとし、「性的指向の事由からの排除は、……ヘテロ
セクシュアルと対照的に、彼ら（＝ホモセクシュアル
―河北）への不均衡な影響（disproportionate impact）
を明らかに持つ」とし、個人権保護法がホモセクシ
ュアル集団に実質的平等を否定するとした 84。そして
Cory裁判官は、その排除は、「強くて悪意のあるメッ
セージ（a strong and sinister message）を送る。性的
指向が個人権保護法から排除されている事実は、……
性的指向という事由に基づく差別が、他の差別の形式
ほど、深刻ではないあるいは非難に値しないというこ
とを確かに提示する」とし、人権立法からの性的指向
の政府による切捨て（＝政府の不作為）は、「ゲイと
レズビアンに対する差別を黙認し、あるいは助長さえ
すること」に等しく、「このように、この排除は差別を
構成する効果を明らかに生じさせる」とした85。さらに、
Cory裁判官は、「この排除は、全てのアルバータ州の
人々に、彼らの性的指向に基づく諸個人に対して差別
することが許容可能であり、受容可能でさえあるとい
うメッセージを送る。……実際の問題として、それは、
彼らは彼らの性的指向に基づく差別から保護されない
ということを彼らに教える。あらゆる法的救済を奪わ
れ、彼らは差別という不断の恐れを受け入れ、その中
で生活しなければならない。これらのことは、ヘテロ
セクシュアルに課されていない負担である」86とした。

　Iacobucci裁判官は、「差別から人々を保護するとい
う目的が、この憲章が歴史的に不利益を被る者として
承認している集団へのそのような保護を否定すること
と合理的に結びつけられ、あるいはそうした否定によ
って促進されるということを言うのは、馬鹿げている
だろう」87とし、「政府が同時に改革の方へ一歩踏み出
す一方で、歴史的に差別の標的であった諸集団は、彼
らの人間の尊厳と平等権の保護を根気よく待つことを
期待され得ない。政府が平等を熱心に追求しない一方
で、これらの集団の権利および自由の侵害が存続する
ことが認められる場合、その時、憲章の保障は、空の
言葉（empty words）と大差ないまでに減ぜられるだ
ろう」88とした。そして、Iacobucci裁判官は、「当該
立法の主眼についての効果に関しては、あらゆる有害
な影響を見ることは困難である。個人権保護法の受け
入れられている範囲の下で包摂される全ての人々は、
彼らが性的指向を読み込むこと以前に持ったのと同じ
ように、当該法律によって規定された保護から恩恵を
受け続けるだろう。これゆえに、私は以下のように結
論付ける。立法府が人権制定法を持たないという選択
肢あるいは性的指向に基づく保護を提供した人権制定
法を持つという選択肢に直面していた場合、後者の選
択肢が選択されるだろうということを推定することが
合理的である。個人権保護法の中に性的指向を含める
ことは、……当該立法を変えないので、立法府はいず
れにしてもそれを制定しているだろうと推定すること
が合理的である」89とした。
　このように、Vriend判決は、憲章15条に反すると
して当該法律を無効とするのではなく、性的指向を禁
止された差別事由として当該法律に読み込むことによ
って、立法不作為から救済する手段をとった。
　Robert Wintemuteは「Vriend判決は、おそらく世
界におけるその種の最初の判決であった。そして、
Vriend判決は、アルバータ州立法府がそれ自体の諸
法において差別することを控えるための『消極的義務』
だけではなく、特に民間部門（private sector）において、
性的指向に対する法的保護を提供することによって行
動する『積極的義務』を持つことを効果的に含んでい
た」90と指摘する。そして、Vriend判決が性的指向の
問題について積極的に関与したことは、後の判決にも
影響を及ぼした。

4. 第四期の判例

1999年、Law判決から間もなく出されたM. v. H. （以
下、MH判決）91は、「あらゆるものを変えた」92と評
されるように、性的指向問題と平等権を考える上で画
期的な判決であった 93。
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　MH判決で問題となったのは、女性同士のカップル
であるH（＝家を所有し、仕事をする）とM（＝伝統
的な妻としての専業主婦）との関係が破綻した場合の
配偶者支援の問題であり、オンタリオ州家族法29条
における「配偶者」に同性カップルが含まれるか否か
が問題であった。また、「その判決はオンタリオ州に
しか適用されないが、裁判所の平等の解釈は、全ての
政府に対して影響を持った」94ために、MH判決は同
性婚の承認に向かう一つの重大な判決になった。また、
Vriend判決と同様、ここでも、多数意見において、
憲章15条の検討をCory裁判官が、憲章1条の検討を
Iacobucci裁判官が、それぞれ行っている 95。
　まず、Cory裁判官は、Law判決において Iacobucci

裁判官が論じたように、「15条1項の目的は、不利益、
固定概念化あるいは政治的ないし社会的偏見を課すこ
とを通じて、本質的な人間の尊厳と自由の侵害を防ぐ
ことであり、平等に能力があり、平等に関心、尊重そ
して考慮に値するカナダ社会の成員あるいは人間とし
て、法における平等な承認を全ての人が享受する社会
を促進することである」96とした。そして、15条の下で、
Cory裁判官は、「この上告において、同性カップルが
結婚できるか、あるいは、……結婚していない異性カ
ップルと同じように取り扱わなければならないかどう
かを考慮する必要性がないことは明らかである」97と
し、オンタリオ州家族法29条の「配偶者」の定義は、
「立法府が結婚した人々を超えて配偶者支援を提供す
る義務を広げることを決定したということを明らかに
示す。配偶者にもたらす義務は、もはや結婚に依拠し
ていなかった。その義務は、（ⅰ）ひとりの男とひと
りの女の間に存在する関係、（ⅱ）特定の程度の永続
性を持つ関係、（ⅲ）同棲である関係、を含むように
広げられた」98とし、「同性関係は、その最後の二つの
要件に適合する可能性がある。確かに、同性カップル
は長続きする、愛情に満ちたかつ親密な関係を形成す
るだろう。彼らがその関係の状況（context）におい
てなされた選択は、一方が他方への金銭的依存を生じ
る可能性がある」99とした。その上で、「当該立法が、
人格的特性に基づき、請求者と他者の間の形式的区別
を引いていることは、明らかである」とし、「家族法
29条の下で、当該制定法の要件に適合し得る異性カ
ップルの成員は、家族法により規定された配偶者の裁
判所による強制システムへのアクセスを得ることがで
きる。依存する配偶者に配偶者の規定を保障するのは、
このシステムである。同性カップルの成員は、彼らの
性的指向に基づいて完全にこのシステムへのアクセス
を拒否される」100とした。その区別が差別であるかを、
Cory裁判官は、Law判決で出された四つの状況的要
素を吟味し 101、「それは、彼ら（＝同性カップル―河

北）が、彼らの実際の境遇を見ないままに、異性カッ
プルと比べて、経済的相互依存関係の親密な関係を形
成することができないと判断されることを意味する。
……そのような排除は、同性関係における諸個人によ
って被られる不利益を永続させ、彼らの存在を消すこ
とに貢献する」102ために、「同性関係における諸個人
の人間の尊厳が、疑義が唱えられた法律により侵害さ
れる」103とし、家族法29条の「配偶者」の定義は憲
章15条1項を侵害するとした。
　Iacobucci裁判官は、憲章1条の下で、「配偶者」を
異性だけに限定することは、オンタリオ州政府の主張
した二つの目的を促進しないとした。その二つの主張
とは、関係破綻後の「ヘテロセクシュアル女性の経
済的境遇を改善すること」104と「子どもの保護」105

であった。前者の目的について、Iacobucci裁判官は、
「同性カップルが、異性カップルに影響を及ぼすのと
同様の経済的あるいは他の不平等によって典型的に特
徴づけられないことを提示するための証拠はあるけれ
ども、……これが、支援を求める権利がなぜヘテロ
セクシュアルに制限されるのかを説明していない」106

とし、「同性カップルは、彼らの関係が典型的により
平等主義であるために、配偶者支援の制度へのアクセ
スを持つべきではないということは、回答がない」107

とした。さらに、第二の目的である「子どもの保護」
について、Iaccobucci裁判官は、「当該家族法は、同
時に、過小包摂的（underinclusive）かつ過剰包摂的
（overinclusive） である」とし、「異性カップルの成員は、
彼らが親であろうとなかろうとにかかわりなく、そし
て彼らの生殖能力あるいは生殖願望にかかわらず、配
偶者支援を求める資格を与えられるために、配偶者支
援の諸規定は過剰包摂的で」あるとした 108。さらに、
Iaccobucci裁判官は、過小包摂的であるのは、「子ど
もの割合が増加するのは、養子、代理母制度そして精
子提供による人工授精の結果として、レズビアンとゲ
イのカップルにより、身ごもられ、養われる」ためで
あるのに、「配偶者支援の報酬から生じる利益を、親
が同性関係であるからのみで、彼らの子どもに否定さ
れるのでは、子どもを保護するという目的が不完全に
しか達成され得ない」ためであるとした 109。
　そのような理由から、憲章1条による正当化もでき
ないとしつつ、MH判決は、家族法29条の効力がな
いことを宣言したが、六か月間、宣言を延期すること
にした。というのも、「家族法29条が効力あるいは効
果がないと宣言することは、『配偶者』という語の類
似の定義に依拠する膨大な他の制定法に影響を及ぼす
かもしれない。立法府は、家族法29条の違憲性に照
らして、これらの制定法の有効性を申し入れようとす
るかもしれない。……立法府は、より包括的な方法に
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おいて、これらの問題を申し入れるために、いくつか
の自由裁量を与えられるべきである」110からである。
　Wintemuteは、MH判決が「（結婚していない異性
カップルと比べて）結婚していない同性カップルに対
する性的指向に基づく直接的な差別を、トランプの家
（house of cards）のように崩壊させるための原因とな
った」111とする。しかし、MH判決は、新自由主義の
「民営化の政治（politics of privatization）」という、よ
り広いコンテクスト内でも評価されなければならない
ことも指摘される 112。いずれにせよ、MH判決によっ
て、配偶者という語の中に同性カップルを含めること
を承認したことは、性的指向の問題を考える上で、非
常に重要な意義があろう。

Ⅳ. 平等権と性的指向問題の連関性
の要因

　Ⅱ、Ⅲからも、平等権の判例における進展が、その
まま性的指向の問題にも影響を及ぼしていることが分
かる。つまり、平等権判例が進展するにつれて、性的
指向の法承認の内容も充実し、「配偶者」という家族
像に関係する事柄においても、同性愛者まで含めるよ
うに解釈するようになっている。では、その要因とし
て何があるのか。そのことをここからは概括的に論じ
ることにする。

1. 要因1：「人格的特性」

　まず忘れてはならないのが、当初から性的指向に基
づく区別が、憲章15条1項が保障する「列挙された
あるいはそれに類似する事由」にあたると考えられて
いることである。その重要な要素が、Andrews判決で
も指摘されたように、個人あるいは集団の人格的特性
である。この人格的特性は、La Forest裁判官によれば、
「不変」の特性であり 113、Egan判決においても、性的
指向は、「変更不可能あるいは受け入れがたい個人の
コストにおいて変更可能である深い人格的特性」114

としている。このように、性的指向という事由は、列
挙はされていないものの、それに類似する事由として、
禁止された差別事由に含まれると承認されている 115。
このような初期条件があったことは、この問題を考え
る上で重要であろう。

2. 要因2：「人間の尊厳」

　では、平等権判例の進展とともに、なぜ性的指向へ
の権利の枠が広がっていったのか。この要因として、
「人間の尊厳」という語が鍵となるのではないだろうか。

　すでにAndrews判決において、McIntyre裁判官が「平
等の促進は、彼らが平等に関心、尊重そして考慮に値
する人間として法で承認されるという認識において
全てが安定した社会の促進を伴う」116と指摘するよう
に、「人間の尊厳」への萌芽がみられた。そして続く
平等三部作の時期には、多数意見において、「人間の
尊厳」が平等権を保障する目的であることが言及され
ていた。同様に、〈間〉の時代においても、「人間の尊
厳」ということに何度も言及していた。さらに、Law

判決では、「本質的な人間の尊厳」は、平等権を審査
する上において、重要な要素であるということを明言
した。
　この「人間の尊厳」という語が登場し、それが判例
法理として確立するにつれて、性的指向問題において
も、当初の憲章15条1項の差別事由に性的指向も含
まれるという判断から、Law判決で「人間の尊厳」が
平等権の重要な要素であることが認められた後に出さ
れたMH判決において、「配偶者」にも同性愛者が含
まれるというように、性的指向への権利が、平等権判
例の進展とともに、そして「人間の尊厳」という概念
の進展とともに、拡大していったということができる。
　確かに、Law判決で確立された「人間の尊厳」に対
しては、否定的な論者もいる。Peter W. Hoggによれば、
「人間の尊厳」という要素は、平等の権利請求者とって、
曖昧で困惑させ厄介なものにし、Andrews判決におい
て批判された考え方である不合理で不公平な区別だけ
に憲章15条は制限されるという考えに戻るものであ
るとされる。また、Hoggは、憲章15条にこのような
価値判断的な段階を導入することにより、憲章15条
と憲章1条との関係性が不明確になり、さらに、15条
にあらゆる新たな要件を課すことは、権利請求者の立
証責任を増加するという望ましくない効果を生じるた
めに、Andrews判決において確立された法理は、「人
間の尊厳」を準則として入れるよりも、かなり優れて
いるとする 117。
　しかしながら、肯定的な見解もある。まずHoggの
立証責任の増加という問題は、Law判決自体が、「15

条1項の権利請求者は、状況的要素への参照を通し
て、彼あるいは彼女の平等権の侵害を立証する負担を
生むけれども、権利請求者が、人間の尊厳あるいは自
由の侵害を示すために証拠を挙げなければならないと
いう事案では必ずしもない」118とし、立証責任につい
ては、かなり緩和された見方を裁判所自体がしている
ということもできる。またErrol P. Mendesによれば、
Andrews判決は、同一状況審査の否定により、アリス
トテレス的形式的平等という見方を否定しており、ま
たAndrews判決は個人だけを主体とすることなく集
団をも主体とし 119、ここには差異を取り扱うことを表
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しているとも言え、さらに、「特に列挙された人々に
類似する事由に基づいた権利請求者に15条1項の保
護を最高裁判所が広げているという事実は、私たちの
社会で脆弱な集団の人間の尊厳の保護を強化する」120

として、Andrews判決から、「人間の尊厳」への考慮
があったと指摘される 121。さらに、Mendesは、「人
間の尊厳の中核は、共同で思いやりを理解し、共同で
不必要な苦しみを救済する正義への必要を理解するた
めの人間の能力である」122とし、二つの提言をする。
それは、「1．市民の平等の概念は、全ての市民の同一
の取り扱いを意味しない。平等な人間の尊厳は、平等
として取り扱われることを個人と集団に許すために差
異が尊重されるということを要求する。平等な人間の
尊厳を保護するために必要とされる異なった取り扱い
を、特別な地位あるいは逆差別としてみなすよりむし
ろ、そのような異なった取り扱いは、カナダ社会の思
いやりの表明とその基本的な正義感として促進される
べきである。異なって取り扱われることを必要とする
正当な差異が何かについて、カナダの中で持続的討論
があることを必要とする。／2．人間の尊厳は、政府
の行為と過小包摂性による不利な影響、構造的差別が、
市民、裁判所そして政府により、一掃され、除去され
るべきことを要求する。社会的および経済的システム
は、周辺化された集団を周辺に分類するように広げら
れるよりむしろ、最初から包摂的であるように策定さ
れるべきである」123という二つである。
　さらに、肯定的見解として、Denise G. Réaumeの
見解がある 124。Réaumeは、実質的平等の実現のため
に、「人間の尊厳」という要件の重要性を指摘する。
Réaumeは、その点で、Andrews判決はかすかに実質
的平等に向かっている判決であり、また平等三部作
は、多数意見（Andrews判決を踏襲する見解＋第三
の見解）には、「人間の尊厳」が登場するが、少数意
見（Andrews判決を修正する見解）には、「人間の尊
厳」への言及がなく、「彼らは、用いられる区別が立
法目的と関連性がないときだけ、立法が15条を侵害
する」125と考えているとする。そして、平等権の実質
的基盤として「人間の尊厳」を具体化したLaw判決
に対して、Réaumeは肯定的な意見を述べつつも、「尊
厳に基づく分析は、平等権法に本当の実質を与えるた
めの潜在能力を持つ」126とし再構成の余地があると
し、偏見、固定概念、尊厳が構成する利益の三つを詳
細に考察する。その考察の結果、Réaume は、Law判
決で出された四つの状況的要素は、排除された集団そ
れ自体の性質とその集団に否定された利益の性質に私
たちの焦点を向けることにしたがい、一つにまとめら
れるとし、前者の集団の性質は、典型的に偏見と固定
概念が立法の起草において作用している可能性がある

ことを疑うための理由に私たちを導き、後者の利益の
性質は、否定された利益が尊厳をもった生活に決定的
であるかどうかについて討論を導くべきだとする。ま
た、Réaumeは、集団それ自体の吟味からくる鍵とな
る要素は、その集団がメインストリームから歴史的に
周辺化されたかどうかであるとし、「構造的に不利益
を課すことは、差別の初期の諸状況（contexts）と直
接に結び付けられることなしに排除を強化する社会的
原動力を生み出し得る。裁判所は、新たな区別がその
効果の直接的非難と同様に、ある集団について劣等性
の雰囲気を生み出すことを可能にするために、新たな
区別がそのような原動力に貢献しないことを保障する
ことに敏感であるべきである」127とする。さらに、
Réaume は、「硬性な定式は、平等権が侵害されたの
かどうかについての決定の中心にある解釈的行使を捉
えることができない。むしろ、私たちは、より緊急
に、私たちの政治文化において尊厳とその意味につい
て社会的対談を始める必要がある」とし、「法的議論
は、立法的区別が影響する人々の生における立法的区
別の意味を非尊厳の三つの形式のうちの一つと結びつ
けることに焦点をあて、立法的区別が含む劣等性の含
意を具体化することに焦点をあてるべきである」とす
る 128。
　実際、カナダにおいて、Andrews判決の枠組みに
Law判決で加わった「人間の尊厳」という要素を媒介
として、性的指向への権利が飛躍的に広がっているこ
とは、Ⅱ、Ⅲの判例動向を見れば明白であろう。当初、
異性愛規範の強かったカナダで、配偶者に同性愛者を
含めることまで承認するに至ったのには、やはりその
底流に、お互いの差異を承認しつつ、平等を促進する
という裁判所の努力があったからであろう。Réaume 

が、「たとえ書かれていなくても、支配する集団のイ
メージにおいて構築された公的制度とプログラムは、
他者が社会と社会の事業に参加する資格を平等に与え
られないし、平等に社会の制度の成員ではないという
メッセージを伝える。この種の非尊厳は、一部分にお
いて、否定された利益の意義に依拠する。あらゆる表
面上中立的な規範は、その利益からいくつかの集団を
排除する。その排除の効果が偏見と一貫した固定概念
に結び付けられ得ない場合、危機にさらされている利
益が尊厳という生に重要である場合に限り、それは不
当である」129と指摘するように、平等権において「人
間の尊厳」を見ることは、重要な視点である。
　前述したEgan判決において、「人間の尊厳」を考慮
していなかったLa Forest裁判官の言説は、明らかに
異性愛規範に基づく偏見あるいは固定概念によって判
決が出されていた。その一方で、Vriend判決のように、
「人間の尊厳」を考慮し、またMH判決のように、「人
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間の尊厳」が判決における要件になってから、性的指
向への権利が拡充されていったことからも、「人間の
尊厳」が、判例に与えた影響力は小さくはないだろう。
　異性愛規範の瓦解が、カナダでは進んでいる。その
ことは、同性婚を承認したことからも言える。しかし、
MH判決で言及したように、同性愛者を配偶者に含め
ることと結婚の承認とは異なる。同性婚をどのように
して認めていったのかを考察するには、まだこれだけ
では不十分である。同性婚についての考察は、他日を
期したい。

Ⅴ. おわりに

　本稿では、カナダ憲法における平等権が性的指向へ
の権利を認めることに重要な役割を果たし、なかでも、
「人間の尊厳」という要素が重要な役割を果たしたこ
とを指摘した。
　ここで重要なことは、社会における異性愛規範をど
のように緩和していくのかということであった。この
点で興味深い言説を考察して、本稿を締めることとし
たい。
　かつて内野正幸は、同性愛者の権利についての論稿
で、以下のように述べている。「ホモ権論に好意的な
論稿を書いたりすると、もしかしたら執筆者の私自身
がホモなのではないか、という疑いをかける読者もい
るかもしれない。残念ながら、私は、ホモの気がない
ばかりか、同性愛にある種の嫌悪感を抱いている一般
人の一人にほかならない」130。これに対して、角田由
紀子は「同性愛＝性的異常とする考え方は広く社会に
あるから、『社会通念』に立って判断した裁判官のみ
を批判できないかもしれない。同性愛者の人権に理解
を示しているつもりの法律家でさえ何となく、『いえ、
こう言ったからといったって私は別にホモではありま
せん』などと言い訳をするほどなのだから」131と指摘
する。この反論に対して、内野は「憲法＝タテマエの
世界と、感情＝ホンネの世界とは別だ、というのが、
私の考えであった。つまり、ホンネの部分では、自分

0 0

はホモはいやだ、という。タテマエの部分では、国家
0 0

はホモの人権を保障すべきだ、という」132と反論する。
　この二人の論争には非常に面白いものを感じる。
Philip Girardは、1980年のカナダにおけるある世論
調査で、その3分の2がホモセクシュアル関係を是認
していないが、しかし、3分の2がヘテロセクシュアル・
カナダ人と同等の権利をホモセクシュアルも持つべき
だと答えていることを指摘し、以下のように述べる。
「（ホモセクシュアルに―河北）寛容であることと（ホ
モセクシュアルを―河北）是認しないことは、共存す

ることができる。実際に、それは人権という全体の法
の基本的前提である。その社会は、たとえ多様性がと
られる全ての形式を是認しなくても、生の一定の領域
において多様性に寛容でなければならない」133。
　多様性を承認するということは、個人に内在する異
性愛規範と社会に内在する異性愛規範とを峻別するこ
とが重要であるのかもしれない。社会の中で異性愛規
範を瓦解させることは、重要である。しかし、個人の
中の異性愛規範を瓦解させることは、容易ではない。
勿論、理想的には、個人に内在する異性愛規範を取り
除いていくことも重要である。しかし、社会に内在す
る異性愛規範は、そもそも多様性の中を生きる個人を
承認するために、許されるべきではない。カナダに現
れた多文化主義というものは、社会の中の多様性を認
めるというごく常識的なことを示唆しているのかもし
れない。
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Ⅰ. はじめに

　2001年9月11日に米国という水面に投じられた一
石は、ほかならぬ米国という水面に投じられたがゆえ
に、たちまち世界中に波紋を広げた。米国にとっての
世界は、2001年9月11日をさかいに大きく動いたの
である。そして、米国は、自らが描いたその同心円の
中心に立って世界を見たとき、「我々」とは異質な「他
者（other）」を発見することとなった。米国の目には、
石はその「他者」によって投じられたものに相違ない
と映った。なぜなら、米国はその「他者」を理解する
ことができなかったからである。理解することのでき
ない「他者」からの攻撃は米国に大きな衝撃を与え、「他
者対我々（them versus us）」という単純化された認識
枠組の下、「我々」は「他者」の「恐怖（テロリズム）」
にさらされており、「我々」が生存を勝ち取るために
は「他者」と闘わなければならないという言説が真し
やかに唱えられるようになった。
　2001年9月20日、米国のGeorge W. Bush大統領は、
この「闘い」を「対テロ戦争（war on terror）」と呼称し、
「我々の対テロ戦争はアル・カイダとともに始まる。し
かし、［この戦争は］ここで終わるわけではない。世
界中のテロリスト集団を発見し、阻止し、打ち負かす
まで［この戦争に］終わりはない」と述べ 1、当初は、
米国の大多数の人々もBush大統領が示したこの「対
テロ戦争」という手段に賛同の意を表した。
　「他者と我々の闘い」という認識枠組は何も執行府
に限ったものではない。米国が国境を跨いで「対テロ
戦争」を推し進める中、米国の国内および国外で拘束
され、政府によって「テロリスト」ないし「敵戦闘員
（enemy combatants）」という記号を与えられ、身体的

自由を奪われた「他者」は、司法的救済を求めて米国
の裁判所に幾度も訴えを提起してきた。しかしながら、
米国の裁判所は米国の法の下に規定される。法が一定
の社会集団の多数者によって定められ、多数者によっ
て適用されるものである以上、法がその社会集団の認
識枠組から切り離されたところに存在するということ
はあり得べくもない。いずれの連邦下級審判決におい
ても、「『我々』が『他者』と戦争中であること」は所
与のものとして判断されており、2004年、連邦最高
裁判所（以下、連邦最高裁）も、「その従来とは異な
る性質から、現在の紛争は正式な停戦合意によって終
結しそうにない」2ことに留意しながらも、「『対テロ
戦争』は国家安全保障の土台として決定的に重要」3

であって、「戦闘員が戦線に復帰することを防ぐため
の拘禁は戦争

4 4

にとって基本的な付随事項である（強調
筆者）」4と述べた 5。2008年の事件においても、連邦
最高裁の裁判官はその意見において、「アメリカは、
過激なイスラム原理主義者と戦争中である（America 

is at war with radical Islamists）」6と位置づけ、「他者」
を「イスラム」と同定し、「我々」にとって「対テロ
戦争」がいかに重要であるかを説いている。
　Alberto R. Gonzalesホワイト・ハウス法律顧問は、
2002年1月25日にBush大統領に宛てた覚書の中で、「対
テロ戦争は新たな種類の戦争である。それは、…伝統
的な国家間の衝突ではない。新たな戦争においては、
その性質上、拘束されたテロリストから素早く情報を
得ること、アメリカの文民に対するさらなる残虐行為
を防ぐこと、文民を無差別に殺害するテロリストを戦
争犯罪につき裁くことが何よりも重んじられる。私の
判断では、この新たなパラダイム

4 4 4 4 4 4 4 4

の下、…ジュネーヴ
条約の厳格な制限は時代遅れ

4 4 4 4

（obsolete）であり、そ
のいくつかの規定は不合理

4 4 4

（quaint）である（強調筆
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者）」7と助言している。ちょうどヨーロッパ人がアフ
リカの黒人を知ったときに、もはや過去のものであっ
たはずの奴隷制度が復活したように 8、「我々」が「他
者」を知ったとき、少なくとも法規範（国内法規範お
よび国際法規範）としては確立したかに見えた「拷問
の禁止」という命題に反する行為が大っぴらに行われ
るという事態が生じたのである。
　2008年1月11日、米国のコロンビア特別区巡回区
連邦控訴裁判所（以下、連邦控訴裁）はキューバの
グアンタナモ湾の海軍基地（Guantanamo Bay Naval 

Base）の収容施設において拷問を受けたと主張する元
被拘禁者による損害賠償請求を却下した。このRasul v. 

Myers判決 9には、「我々」の「法」によって「他者」
を排斥する論理が赤裸々に綴られている。本稿では、
本判決の分析を契機として、「対テロ戦争」における「他
者」の排斥の一側面（グアンタナモにおける拷問）を
複眼的視座から素描することを試みたい 10。

Ⅱ. グアンタナモ

　2001年9月11日のテロ事件に対応して、米国の連
邦議会は、「テロ攻撃を計画、認証、実行、幇助した
と大統領により判断されるか、もしくはそれら組織
ないし私人を匿う国家、組織、私人」に対して必要
かつ適切なすべての力（all necessary and appropriate 

force）を行使することを大統領に授権する合同決
議を可決した 11。この決議に基づき、2001年10月7

日、米国は、9月11日のテロ事件の首謀者とされる
Osama bin Ladenを匿い、彼を指導者とする国際テロ
組織アル・カイダを支持しているとして、アフガニス
タンのタリバン政権への攻撃を開始した。
　2001年11月13日、Bush大統領は、「対テロ戦争に
おける非［合衆国］市民（Non-Citizens）の拘禁、待
遇、審理」と題される包括的軍事命令を発した 12。こ
の大統領令は、（1）過去ないし現在においてアル・カ
イダの構成員である、または（2）米国を標的とするま
たは米国に害をなすテロ活動に従事ないし参加してい
ると「信ずるにたる理由」があると大統領により決定
される外国人に適用され、これに該当する者は「軍事
委員会（military commission）」13によって審理される
こととなった。
　2002年初頭以来、米国軍は、700名以上にものぼ
る国外で拘束された外国人を「敵戦闘員」として、キ
ューバのグアンタナモ湾海軍基地に収容してきた。次
節以降でRasul v. Myers判決を分析するに先立ち、「グ
アンタナモ」とはいかなる場所であるかを説明してお
く必要があろう。

　米国は、米西戦争の結果として、新たに独立したキ
ューバ共和国との1903年の租借協定に基づき、キュ
ーバ南東に位置する45平方マイルの土地と海域から
なる基地を占有している。同協定においては、「合衆
国の駐屯期間中、キューバは、合衆国が当該領域に対
して完全なる管轄権および支配（complete jurisdiction 

and control）を行使することに同意する」ものと規定
されている。しかしながら、その一方、「合衆国は、
当該租借地に対してキューバが継続して究極的な主
権（ultimate sovereignty）を及ぼすことを認めてい
る」14。また、1934年、両国は、租借の修正または廃
棄について合意がある場合を別として、「合衆国がグ
アンタナモ湾海軍基地を放棄しない限り」租借は有効
に存続するとする条約を締結し 15、米国は今に至るま
でグアンタナモ湾に軍隊を駐留させているのである。
　米国は、アフガニスタンにおける軍事活動の過程で
拘束した者をグアンタナモ湾に移送するとともに、ボ
スニア・ヘルツェゴビナ、ガンビア、パキスタン、タ
イ、ザンビアなど戦闘行為が行われていない場所で拘
束した者もグアンタナモ湾に移送している 16。グアン
タナモ湾の収容施設において橙色の囚人服を着せられ
た「被拘禁者（detainees）」17の映像は世界中で報道さ
れ、ヨーロッパの国々、国際機関、NGOなどからは
被拘禁者の待遇を厳しく非難する意見が寄せられた。
　「対テロ戦争」において拘束した「テロリスト」な
いし「敵戦闘員」を拘禁する場所としてグアンタナモ
に白羽の矢が立った理由はすぐさま明らかとなった。
米国が当該領域に対して「完全なる管轄権および支配」
を行使しながらも、当該領域に対する「究極的主権」
を放棄することにより、グアンタナモは、いずれの国
の国内法によっても規律されることのない領域として
その姿を現した。Johan Steynは、グアンタナモ湾に
おける拘禁の目的を、被拘禁者をして「法の支配の
及ばない（beyond the rule of law）、いかなる裁判所
の保護を受けることもない（beyond the protection of 

any courts）、勝者の意のままの（at the mercy of the 

victor）」者たらしめんことにあると述べ、グアンタ
ナモ湾の状況を「法的ブラック・ホール（legal black 

hole）」と表現した 18。米国政府にとって、グアンタ
ナモは「他者」を拘禁しておくのに「申し分のない
（perfect）場所」19だったのである。
　しかしながら、グアンタナモの被拘禁者が司法の場
で声を上げたとき、ことは米国政府の思惑通りには運
ばなかった。2004年から2008年にかけてのグアンタ
ナモの被拘禁者をめぐる訴訟において、連邦最高裁は
一貫して政府の主張に首を縦には振らなかったのであ
る。
　グアンタナモの被拘禁者をめぐる訴訟は、主に人
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身保護令状（writ of habeas corpus）の問題を舞台と
して展開されてきた。2004年6月、Rasul v. Bush判
決 20（以下、Rasul判決）において連邦最高裁は、グ
アンタナモにつき米国は「究極的な主権」を有しては
いないが、「完全かつ排他的な管轄権」を行使してお
り、したがって、グアンタナモにおいて拘禁されてい
る外国人について、連邦裁判所は制定法上の人身保護
管轄権を有すると判示した。グアンタナモの被拘禁者
についての人身保護管轄権を認めることで、被拘禁者
の司法的救済の道を開いたわけである。しかしなが
ら、連邦最高裁判決の9日後、Paul Wolfowitz国防長
官補佐は、グアンタナモの被拘禁者の「敵戦闘員」た
る地位を審査するため、グアンタナモに戦闘員資格審
査法廷（Combatant Status Review Tribunal: CSRT）
を設置する命令を発した 21。この戦闘員資格審査法廷
は独立の司法手続としてではなく行政手続として機
能し、「敵戦闘員」の決定を審査することを任務とす
る。また、連邦議会は、2005年12月30日、被拘禁者
待遇法（Detainee Treatment Act: DTA）22を制定して
グアンタナモの被拘禁者についての人身保護管轄権
を制限した。それに対して、連邦最高裁は、2006年
6月、Hamdan v. Rumsfeld判決 23において係属中の事
件については被拘禁者待遇法によって人身保護管轄権
が否定されることはないとし、さらに、軍事委員会の
手続は制定法およびジュネーヴ条約に違反すると判示
した。ところが、この連邦最高裁判決を受け、2006

年10月、連邦議会によって軍事委員会法（Military 

Commissions Act: MCA）24が制定され、係属中の事
件についても人身保護管轄権が否定されることとなっ
た。そこで、2008年6月、連邦最高裁はBoumediene v. 

Bush判決 25（以下、Boumediene判決）において、グ
アンタナモの被拘禁者は憲法上の人身保護令状の特権
を有しており、軍事委員会法の適用による人身保護管
轄権の否定は憲法第1編第9節第2項（停止条項）に
反すると判示した。本稿で取り上げるRasul v. Myers

事件はこれらの事件とは異なるフェーズにある。

Ⅲ. グアンタナモの拷問被害者によ
る損害賠償請求事件

1. 事件の概要

　連邦控訴裁は、Rasul v. Myers事件の概要を以下の
ように説明する。
　本件の原告であるShafi q Rasul、Asif Iqbal、Rhuhel 

Ahmed、Jamal Al-Harithの4名はイギリス人であり、
イギリス在住である。Rasul、Iqbal、Ahmedの3名は、
2001年10月、人道的援助を行うためにパキスタンか

らアフガニスタンに旅行したと主張している。彼らは、
2001年11月28日、北部同盟の一員として合衆国と
同盟を結んでいた軍閥（ウズベキスタン人のRashid 

Dostum将軍）によってアフガニスタン北部において
拘束されたという。そして、1ヵ月後、彼らはアフガ
ニスタンにおいて合衆国の抑留下におかれ、2002年
初頭にグアンタナモに移送された。2004年にイギリ
スに送還されるまで彼らはグアンタナモにおいて拘禁
された。Al-Harithは、2001年10月2日、宗教儀式に
参加するためにパキスタンに旅行したが、イギリス人
に対する敵意が報じられたことからパキスタンを離れ
ることを勧告されたため、イランとトルコを経由して
陸路でヨーロッパに帰ろうと試みたと主張している。
Al-Harithによれば、まだパキスタンにいる間にAl-

Harithを乗せたトラックがアフガニスタン人によって
強奪され、彼は別の車に移されてアフガニスタンに入
り、その後、タリバンに引き渡されたという。そして、
彼はタリバンによってイギリスのスパイであるとして
収監されたという。タリバンが勢力を失ったことにと
もなって解放された後、彼は避難経路を確保するため
にイギリス大使館員と連絡をとったという。しかし、
合衆国軍はイギリス当局と協力してAl-Harithを拘禁
し、2002年2月、彼をグアンタナモに移送した。
　2002年 12月 2日、Donald Rumsfeld国防長官は、
グアンタナモにおいて、無理な姿勢を強いる、犬を
使用して脅す、20時間におよぶ尋問を行う、被拘禁
者の髭を剃る、無音の暗室に隔離する、「危害を加
えることのない軽い身体的接触（mild non-injurious 

physical contact）」を行うといった尋問手法を用いる
ことを是認した。2003年4月になってRumsfeld国防
長官はこの是認を取り消した。しかしながら、原告は
グアンタナモにおいて拘禁されていた2年間、組織的
に（systematically）繰り返し拷問されたと主張して
いる。例えば、彼らは殴打され、痛みをともなう無理
な姿勢で鎖につながれ、犬に脅され、極端な温度にさ
らされ、適切な睡眠、食事、衛生設備、医療、通信
を否定されたという。彼らはまた、髭をそる、祈り
を禁止する、阻止する、コーランの写しおよび礼拝
用の敷物を与えない、コーランを便器に投げ入れる
などといった宗教戒律を守ることに対する妨害を受
けたという。Rumsfeld国防長官によって是認された
尋問手法に加えて、原告は、Richard Myers合衆国空
軍総司令官ら他の軍の士官も拷問および拘禁を実行
（implemented）、指揮（supervised）、宥恕（condoned）
したと主張している 26。
　Rasulらは2004年3月に解放され、イギリスに帰国
した。2004年10月27日、彼らは、外国人不法行為法
（Alien Tort Statute: ATS）27の下、（1）長期にわたる恣
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意的な拘禁、（2）拷問、（3）残虐な、非人道的な、品
位を傷つける取扱いは慣習国際法に違反する、（4）ジ
ュネーヴ条約に違反する、（5）合衆国憲法第8修正に
違反する、（6）第5修正に違反する、（7）信教の自由回
復法（Religious Freedom Restoration Act: RFRA）28に
違反するとして、Rumsfeld国防長官およびその他の
軍の士官に対して損害賠償（damages）を求める訴え
をコロンビア特別区連邦地方裁判所（以下、連邦地裁）
に提起した。彼らは、グアンタナモにおける拘禁の結
果として、心身の外傷に苦しんでいると主張してい
る。被告は、事物管轄権の欠如、ならびに、連邦民事
訴訟手続規則第12条（b）（1）および（6）に基づいて
本件を却下するよう申立てを行った 29。連邦地裁にお
いて被告は、外国人不法行為法およびジュネーヴ条約
に基づく請求は、連邦被用者の責任の改革および不法
行為賠償法（Federal Employees Liability Reform and 

Tort Compensation Act of 1988: Westfall Act）30（以下、
Westfall法）によって妨げられ、憲法上の請求および
信教の自由回復法に基づく請求については限定的免除
（qualifi ed immunity）を享有すると主張した。連邦地
裁は、被告の不法行為を争うにあたっては連邦不法行
為請求法（Federal Tort Claims Act: FTCA）31が排他
的な救済を規定しているとして、外国人不法行為法お
よびジュネーヴ条約に基づく請求の却下を求める被告
の申立てを認めた 32。また、連邦地裁は、被告は訴訟
からの限定的免除を享有するとして憲法上の請求も却
下した 33。しかしながら、連邦地裁は、信教の自由回
復法に基づく請求の却下を求める被告の申立ては否定
した 34。ここに、原告は外国人不法行為法およびジュ
ネーヴ条約に基づく請求、憲法上の請求の却下につい
て上訴し、被告は信教の自由回復法に基づく請求の却
下を求める申立ての否定について上訴した。

2. 連邦控訴裁判所の理由づけ

　連邦控訴裁は、外国人不法行為法およびジュネー
ヴ条約に基づく請求、ならびに、憲法上の請求を却
下した連邦地裁判決を維持し、信教の自由回復法
に基づく請求も却下した。本件を担当した裁判官
は、Henderson裁判官（Karen LeCraft Henderson）、
Randolph裁判官（A. Raymond Randolph）、Brown裁
判官（Janice Rogers Brown）である。Henderson裁判
官が法廷意見を執筆し、Brown裁判官が同意意見を書
いている。
　連邦控訴裁は、原告がその訴状において主張する事
実を真実であるものとして受け入れ、連邦地裁の法的
結論を改めて初めから（de novo）審査するとした 35。

（1）外国人不法行為法

　原告は外国人不法行為法に基づき、国際法（law of 

nations）違反として、「長期にわたる恣意的な拘禁」、
「拷問」、「残虐な、非人道的な、品位を傷つける取扱
い」について請求を提起している。原告によれば、
Rumsfeld国防長官による尋問手法の是認、他の軍の
士官による拷問および拘禁の容認、実行、指揮、宥恕
は慣習国際法に違反するものであるという。
　外国人不法行為法は次のように規定する。

［連邦］地方裁判所は、一外国人による民事訴訟
につき、国際法（law of nations）ないし合衆国
の条約に違反して行われた不法行為に関しての
み、第一審管轄権を有する。

　下級審たる連邦地裁は、被告が行ったとされるそれ
らの行為はその職務・雇用の範囲内において生じたも
のであることから、Westfall法に従い、原告の請求は
連邦不法行為請求法の下でのみ審理されるべきである
とし 36、原告は連邦不法行為請求法により要求される
行政上の救済を尽くしてはいないことから、裁判所は
事物管轄権を欠いていると判示した 37。
　さて、Westfall法は次のように規定する。

請求を生起せしめた事件の当時、被告たる被用者
はその職務ないし雇用の範囲内において行為し
ていたという司法長官による認証（certifi cation）
により、本章の規定およびそのすべての参照事項
（references）の下、合衆国地方裁判所においてそ
の請求につき開始された民事訴訟ないし手続はい
ずれも合衆国に対する訴訟とみなされ（shall be 

deemed）、合衆国は被告当事者たる地位を引き継
ぐ（shall be substituted as the party defendant）。

連邦控訴裁は、まず、この規定による手続を説明する。
Westfall法のこの規定は、すなわち、連邦の官吏ない
し被用者によって「その職務ないし雇用の範囲内にお
いて行為している間に」行われたいずれかの不法行為
に対する金銭賠償の請求については、連邦不法行為請
求法のみが排他的に救済を規定することを示すもので
あるという 38。
　まず、司法長官による認証は、合衆国が被用者に
代わって被告となることを決定づけるものではない
が、「被用者がその雇用の範囲内において行為してい
たという一応の（prima facie）証拠」を構成するとし
て 39、連邦控訴裁は、2005年3月10日の司法長官に
よる認証を確認した 40。
　次に、連邦控訴裁は、当該行為が雇用の範囲内のも
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のであるか否かを検討する。もし、被用者はその雇用
の範囲内において行為していたならば、当該事件はな
かんずく（inter alia）連邦不法行為法によって規律さ
れる合衆国に対する訴訟として変換（restyle）される
ことになる 41。連邦控訴裁は、被用者がその雇用の範
囲内において行為していたか否かを決定する枠組とし
て、代理（agency）についてのリステイトメント第2

版 42を参照する。リステイトメントによれば、「被用
者の行為は、次の場合に限ってのみ雇用の範囲内のも
のとなる。すなわち、（a）当該行為のような行為を遂
行するために雇用されている場合、（b）当該行為が、
授権された時間的および空間的制限内において実質的
に生じたものである場合、（c）当該行為が、少なくと
も部分的に、雇主に仕えるという目的によって動機づ
けられている場合、（d）被用者が他者に対して故意に
力を行使し、その力の行使が雇主にとって予期せざる
ものではなかった場合である」43。「もし、被用者の行
為が、授権されたものとは本質的に異なる場合、授権
された時間的ないし空間的制限をはるかに逸脱してい
る場合、または、雇主に仕えるという目的によってほ
とんど動機づけられていない場合には、被用者の行為
は雇用の範囲内のものとはならない」44。下級審たる
連邦地裁は、リステイトメントの4つの要素を適用し、
「原告が主張する被告の行為は雇用の範囲内のもので
あった」と結論づけた 45。
　連邦控訴裁は、次のように論点を整理する。原告は、
リステイトメントの第2、第3、第4の要素に照らして、
拷問および拘禁を容認、実行、指揮、宥恕するといっ
た被告の行為がその雇用の範囲内のものであったと結
論づけることには異議を唱えていない。原告が争って
いるのは、連邦地裁が、拷問を容認、指揮、実行する
といった被告の行為を、被告が授権された行為に付随
するもの（incidental）であったと結論づけた点である。
原告は、被告の行為は全く授権されたものでもなけれ
ば、著しく不当な（seriously criminal）、合衆国が長
きにわたって非難してきた行為であり、関係者を拘禁
し、尋問するにあたって政府がとってきた「通常の方
法」から著しく逸脱するものであると主張する。そし
て、原告によれば、拷問の手段の定式化、是認、実行
といった「ような（of the kind）」行為を遂行するた
めに被告が雇用されていたと結論づけることはできな
いという。リステイトメントは、「ある者がその『よ
うな』行為を遂行するために雇用されているというた
めには、当該行為が、授権された行為ないし授権され
た行為に付随するものと同様の一般的性質をもってい
なければならない」と説明する 46。それに対して、被
告は、「軍の高官は対テロ戦争に勝つという使命を課
せられており、特に、テロリストの疑いある者を拘禁

し、その者から情報を得ることを任務としているので
あって、軍の士官が拷問および尋問の手段を定め、そ
れら手段の実行を指揮することは、少なくともその義
務に『付随するもの』である」と主張している。
　このように論点を整理した上で、連邦控訴裁は、
Haddon v. United States判決 47を引用し、当該行為が
付随するものであるか否かは、当該行為が雇用任務
の「直接の成り行き（direct outgrowth）」48であるか
否かによって決定されるとする 49。さらに、Council 

on Am. Islamic Relations v. Ballenger判決 50（以下、
Ballenger判決）においては、明示的に「直接の成り
行きという語」が用られているわけではないが、当該
行為が「付随するもの」であるか否かは、「その基礎
をなす議論（dispute or controversy）によって決定さ
れるのであって、不法行為の性質によって決定される
のではない」51ことが強調されているとする 52。この
枠組に当てはめ、連邦控訴裁は、被告の行為は雇用の
範囲内のものであったと判示した。

原告も、被告によって是認、実行、指揮、宥恕さ
れたとされる、彼らに「加えられた拷問、脅迫、
身体的および精神的虐待」は「被拘禁者に対して
使用される尋問手法として意図されていた」こと
は認めている。事実、連邦地裁が正しく記すよう
に、原告がその訴状において主張する拷問および
虐待は、もっぱら軍事刑務所における拘禁および
そこで行われた尋問に結びつけられている。そし
て、Ballenger判決の下、基礎をなす行為（本件
においては、敵戦闘員の疑いある者の拘禁および
尋問）は、被告が従事するために雇用されていた
行為の類型である。53…敵戦闘員の疑いある者の
拘禁および尋問は、対テロ戦争に勝つという使命
を課せられていた軍の士官としての被告の義務の
中心部分をなすものである。原告は、被告がその
義務を遂行するために用いた方法に異議を唱えて
いるが、官吏ないし被用者であるにもかかわらず
被告が政府の方針に従わず、情報の収集とは無関
係な理由のために拷問の手段を実行したとは主張
していない。したがって、原告が主張する被告の
不法行為は、被用者たる被告の正当な（legitimate）
義務に付随するものであった。54……被告が拷問
の手段を定式化、是認、実行したと主張するにあ
たって、原告は、被告の行為は著しく不当なもの
であるというが、不当な行為が当然に（per se）
雇用の範囲外のものとなるわけではない。55……
「業務の遂行において（in the prosecution of the 

business）」著しく不当な行為が生じるというこ
とは、一般的に予期されるものではないかもしれ
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ないが、本件においては、敵戦闘員の疑いある者
の拘禁および尋問につき責任を有する軍の士官に
よって、通常であれば議論の余地なく「著しく不
当な」行為が実行されるであろうということは、
予見可能（foreseeable）なものであった。56

　結果、原告が主張する被告の行為は、職務・雇用の
範囲内において生じたものであることから、外国人不
法行為法の下での請求は、連邦不法行為請求法によっ
て規律される合衆国に対する訴訟として変換されるこ
とになる。よって、連邦控訴裁は、連邦不法行為請求
法の検討に移る。連邦不法行為請求法は、「原告が適
切な連邦の機関にまず初めに請求を提起し、当該機関
によってその請求が最終的に文書において否定された
場合を除いては、合衆国に対する金銭賠償のための請
求につき訴訟が開始されることはない」と規定してい
る。連邦控訴裁によれば、この規定により、原告は、
訴えを提起するに先立って、国防総省か適切な軍事部
のいずれかに行政上の請求を提起することを要求され
る。連邦控訴裁の判ずるところ、少なくとも2004年
に解放されて以降、原告は連邦不法行為請求法によっ
て要求される行政上の救済を尽くすことができたはず
であるが、彼らが行政上の請求を国防総省ないし軍事
部に行政上の請求を提起するためのいずれかの手続に
従ったということを示す記録は存在しないという 57。
以上より、連邦控訴裁は、外国人不法行為法について
の請求を却下した連邦地裁判決は適切であると結論づ
けた。
　また、原告は、連邦地裁が雇用の範囲の問題につい
ての開示（discovery）を認めることなく請求を却下
したことは誤りであると主張した。しかし、連邦控訴
裁は、原告がその訴状ないしその後の書面において、
もしそれが真実であるならば、被告がその雇用の範囲
外において行為していたことを証明するようないずれ
かの事実を主張していないのであれば開示は認められ
ないと判示した 58。

（2）ジュネーヴ条約

　原告はその訴状において、ジュネーヴ条約に違反し
て、彼らは恣意的に捕えられ、拘禁されている間、拷
問ないし虐待を受けたと主張する 59。連邦控訴裁は、
「原告のジュネーヴ条約に基づく請求は金銭賠償のた
めのものであり、原告が主張する被告の行為はその雇
用の範囲内のものである」ことから、「したがって、
ジュネーヴ条約に基づく請求はWestfall法によって排
除される」と述べ、「行政上の救済を尽くしていない
として連邦地裁が請求を却下したことは適切である」
と判示した 60。

（3）憲法上の権利

　原告は、合衆国憲法第5修正の違反および第8修
正の違反につき請求を提起している。この請求は、
1971年のBivens v. Six Unknown Named Agents of Fed-

eral Bureau of Narcotics判決 61（以下、Bivens判決）
において連邦最高裁が、憲法上の権利の侵害につき、
連邦の官吏ないし被用者に対する請求を連邦裁判所に
提起することができると判示したことに基づくもので
ある。第5修正は、「何ぴとも、…法の適正な過程に
よらずに、生命、自由または財産を奪われることはな
い」、第8修正は、「…残酷で異常な刑罰を科してはな
らない」と定める 62。原告は、原告が主張する被告の
行為は第8修正において禁じられている残虐で異常な
刑罰を構成すると主張する。加えて、グアンタナモに
おける「残虐な、非人道的な、品位を傷つける」状態
は実質的デュー・プロセスの権利を侵害するものであ
り、「恣意的で根拠のない拘禁」は手続的デュー・プ
ロセスの権利を侵害するものであるとし、これらは第
5修正に違反するものであると主張する。それに対し
て、被告は、原告が主張する違反の当時、グアンタナ
モの被拘禁者は合衆国の主権領域外に所在する外国人
であって、憲法によって保護されるいかなる権利も有
するものではないと反駁する。さらに、原告に憲法上
の保護が認められるとしても、原告が有する憲法上の
権利は、原告が主張する違反の当時、明らかに確立さ
れていたものではないことから、被告は訴訟からの限
定的免除を享有すると述べる。
　連邦控訴裁は、2007年2月20日の同裁判所のBou-

mediene v. Bush判決 63（以下、Boumediene（控訴審）
判決）を踏襲して、原告の請求を斥けた。連邦控訴裁
は、Boumediene（控訴審）判決に至る訴訟経過につ
いて説明し、Boumediene（控訴審）判決の理由づけ
を確認することで原告の憲法上の権利を否定した 64。
　Boumediene（控訴審）判決において裁判所は、合
衆国の国内に財産を有しておらず、また、所在して
いない外国人に憲法上の権利が付与されることはな
いと判示した。裁判所が「支配的判決（controlling 

case）」として依拠したのは、Johnson v. Eisentrager

判決 65（以下、Eisentrager判決）であった。Eisentrager

事件では、戦争犯罪につき有罪とされ、ドイツの合衆
国軍の基地において捕えられていたドイツ人らが、そ
の有罪判決および収監を争って人身保護請求の申立て
を行った。裁判所は、Eisentrager判決を「第5修正は、
その国籍、その場所、その罪にかかわらず、すべての
人に権利を付与している」66という命題を拒否し、ド
イツ人らは第5修正の下、憲法上の人身保護令状の権
利を有することはないと判示したものと位置づけた。
そして、租借の文言および判例から、合衆国ではなく
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キューバこそがグアンタナモ湾に主権を有しているこ
とは明らかであり、グアンタナモとドイツの合衆国の
刑務所との間にいかなる相違があったとしても、「重
要ではない（immaterial）」と結論づけた 67。また、裁
判所は、United States v. Verdugo-Urquidez判決 68（以
下、Verdugo-Urquidez判決）において連邦最高裁は、
メキシコにおいて麻薬取締官によって実行されたとさ
れる不合理な捜索および押収につき、第4修正は合衆
国の国内に所在しない外国人を保護してはいないと判
示したことを指摘した 69。そして、Zadvydas v. Davis

判決 70において連邦最高裁が、合衆国の国内に所在す
る者が享有する一定の憲法上の保護が、地理的な国境
の外に所在する外国人には認められないということは
十分に確立しているとしたことに留意した71。最後に、
裁判所は、連邦控訴裁の先例も、被拘禁者が主張する
憲法上の権利を否定してきたことを説明した 72。
　連邦控訴裁は、Boumediene（控訴審）判決はRasul

判決における連邦最高裁の判示に反するとの原告の主
張に対しては、Rasul判決において連邦最高裁が憲法
上の権利の問題に立ち入っていないことは明らかであ
り、したがって、Boumediene（控訴審）判決はRasul

判決に反するものではないとした 73。
　次に、連邦控訴裁は、仮に（arguendo）原告が第5

修正および第8修正の違反につき請求を提起できると
しても、それら請求に対しては被告による限定的免除
の主張が認められると判示した。曰く、限定的免除が
適用されるか否かを決定するにあたって、裁判所は、
まず、権利侵害（injury）を主張する当事者に有利な
見地から、官吏の行為が憲法上の権利を侵害している
という事実が証明されているか否かを決定しなければ
ならない 74。権利侵害が認められるのであれば、続く
段階として、裁判所は、その権利が明白に確立されて
いたか否かを問わなければならない 75。問題の出来事
が生じた当時、憲法上の権利が明白に確立していたと
いうためには、合理的な官吏であればその行為が憲法
上の権利を侵害するものであるということを理解でき
たであろう程度に権利の外形（contours）が十分に明
白であったことが必要となる 76。原告は、「拷問の禁
止は普遍的に認められている」ことから、合理人であ
れば、原告が主張する被告の行為が憲法に反するもの
であったということを認知し得たであろうと主張し
た。しかしながら、連邦控訴裁は、「我々が決定しな
ければならないのは、原告が主張する違反の当時、第

4

5修正および第8修正の下で
4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4

原告が言うところの権利
が十分に確立されていたか否かである（強調原文）」
として、原告が拘禁された当時の法を検討したところ
で、たとえBoumediene（控訴審）判決以前であった
としても、裁判所が、合衆国の主権領域外に所在する

外国人に憲法上の権利を認めてはいないことは明らか
であると判示した 77。以上より、連邦控訴裁は、「原
告はいかなる判例法も示してはおらず、原告がここで
主張している権利を被拘禁者が享有するということ
を、当時の法の状態に照らし、軍の士官が認識してい
たと結論づけることを支持するものは何もない」78と
して原告の憲法上の請求を却下した連邦地裁判決を維
持した。

（4）信教の自由回復法

　原告は最後の請求として、被告が、原告の宗教的信
条にとって中心をなす宗教に動機づけられた行為を禁
止ないし制限し、原告のその宗教的信条を行使ないし
表明する能力に実質的な負担を課し、とりわけ原告の
宗教的慣行を妨げることを目的とした行為に恒常的お
よび組織的に従事したことは信教の自由回復法に違反
するものであると主張している。信教の自由回復法は、
「政府は、人（person）の宗教活動に実質的な負担を負
わせてはならない」、ただし、「人に対する負担の適用が、
（1）やむにやまれぬ政府利益（compelling governmental 

interest）を目的とするものである、（2）そのやむにや
まれぬ政府利益を目的とするより制限の少ない手段
（least restrictive means）であることを立証できるので
あれば」、その限りではないと規定する。
　下級審たる連邦地裁は、信教の自由回復法は居住
せざる外国人には適用されないという被告の主張を退
け、信教の自由回復法はグアンタナモにおける政府の
行為に適用されると決定した 79。連邦地裁は、「信教の
自由回復法が、一般に外国人も含む、広く適用可能な
用語としての『人（persons）』の宗教活動を保護して
いることは明白であり」80、「信教の自由回復法が『人』
に適用されることは明らかであることから、被告は、
少なくとも、連邦議会が『人』という用語にその通常
の意味に反する定義を与えることを意図していたこと
立証しなければならない」81と理由づけ、被告の申立
を否定した。
　連邦控訴裁は、まず、連邦地裁が原告を正しく信
教の自由回復法の下での「人」として扱ったか否か
を決定しなければならないとする 82。曰く、常であれ
ば、裁判所は、「［ある語の］意味を決するためには初
めにその法それ自体の語を参照する」83が、信教の自
由回復法の条文は「人」を定義していない。被告は、
「人」という用語が外国人を含むものとして広く解釈
されていることについて争ってはいないものの、憲法
のさまざまな規定の下では居住せざる外国人は「人」
に含まれてはいないと指摘する。そして、連邦控訴裁
は、信教の自由回復法およびそれを修正した「宗教的
土地使用および被収容者法（Religious Land Use and 
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Institutionalized Persons Act: RLUIPA）」84の制定過程
について筆を執り、「信教の自由回復法の目的は、連
邦議会の見解によれば、憲法により保障される宗教活
動の自由を回復することにあることから、信教の自由
回復法において用いられるところの『人』は憲法の規
定における『人』と同じく解釈されるべきである」と
いう 85。
　ここで、連邦控訴裁は再びEisentrager判決を参照
する。連邦控訴裁の理解によれば、およそ60年前の
Eisentrager判決は、「第5修正において用いられると
ころの『人』を解釈して、戦争犯罪につき有罪とされ、
ドイツの合衆国軍基地に抑留されていたドイツ人は第
5修正の下での『人』ではないと判示した」ものであ
るという 86。また、より近時のVerdugo-Urquidez判決
において連邦最高裁は、第4修正において用いられる
ところの「人民（people）」について、居住せざる外
国人を含むものではないと判示しているという 87。連
邦控訴裁によるVerdugo-Urquidez判決の位置づけは
こうである。比較的に普遍的な用語である「人」につ
いて述べる第5修正において域外適用（extraterritorial 

application）が否定されるのであれば、ただ「人民」
についてのみ適用される第4修正においてはよりいっ
そう域外適用が否定されることになる 88。そして、連
邦控訴裁は次のように述べる。

信教の自由回復法における「人」の用法は、連邦
最高裁判所の第5修正における「人」、第4修正
における「人民」の解釈に適合するように、居住
せざる外国人を除くものとして解釈されるべきで
あると信ずる。原告は、その信教の自由回復法に
ついての請求が生起した当時、合衆国の主権領域
外に所在する外国人であったことから、彼らは
「人」の定義には該当しない。89

　以上より、連邦控訴裁は、信教の自由回復法につい
ての請求の却下を求める被告の申立を否定した連邦地
裁判決は誤っていると結論づけた。

Ⅳ. 「他者」の排斥

1. 「対テロ戦争」と拷問

　Rasul v. Myers判決において連邦控訴裁は、原告が
グアンタナモにおいて拘禁されている間に受けた拷
問、脅迫、身体的および精神的虐待は、「対テロ戦争」
に勝つという使命の下、被告の「正当な義務に付随す
るもの」であり、拷問が行われるであろうということ

は「予見可能なもの」であったと宣明した。
　たしかに歴史を紐解けば、洋の東西を問わず、いず
れの時代のいずれの体制においても時の権力者によ
って拷問という手段が遍く利用されてきたことに疑
いはない。しかしながら、近代以降、海賊行為や奴
隷取引のように、拷問は「人類の敵（hostis humani 

generis）」とみなされてきた 90。近代国家は、明示的
ないし黙示的に拷問の放棄を国家の礎の一つとして掲
げ 91、拷問が大手を振って表街道に登場することはな
くなった。もちろん裏街道では相変わらず政府によ
る拷問という手段の利用が続いてはいたが、おおよ
そ「法」を司る司法府が拷問にお墨付きを与えること
はなかった。むしろ、司法府は拷問の禁止という理念
を高らかに謳ってきた。例えば、「対テロ戦争」から
遡ること半世紀、連邦最高裁のBlack裁判官（Hugo 

Lafayette Black）は判決の中で拷問および尋問につい
て次のような見解を表明している。

暴虐な政府は古より、弱き者、無力な政治的、宗
教的、人種的少数者、そして、異なる者、従わざ
る者、暴虐に抵抗する者に罪を負わせんとして、
専横な刑事手続および罰を利用してきた。…「国
の法（law of the land）」に反する拷問、自白の強
要［が行われたことから］、偏見、激情、興奮、
暴虐な力のない公開の法廷における公正な起訴な
くしては、いかなる者の生命も、自由も、財産も
その法に反して刑事罰として剥奪されてはならな
いという基本的な思想が育まれた。したがって、
「古代の悪（ancient evils）」に対する保障として、
「自由の恵み（the blessings of liberty）」を守るた
め、我々の国は、何にも増して、罪につき起訴さ
れた者の生命、自由、財産を剥奪せんとするので
あれば、デュー・プロセスの手続的保護手段に従
わなければならないという要求を根本法（basic 

law）に書き記したのである。92

合衆国憲法は、アメリカの裁判所においていかな
る者に対しても自白の強要によって有罪判決が下
されることのないよう保障するものとして屹立し
ている。今日にあってもなお、諸外国においては、
これに反する手段に専心する政府が存在する。警
察組織によって得られた証言に基づいてある者に
有罪判決を下す政府は、国家に対する犯罪の疑い
ある者を捕らえ、彼らを秘密裡に抑留し、身体的
ないし精神的拷問によって自白を絞り出す力［を
行使すること］を躊躇いはしなかった。憲法が共
和国の根本法たる限り、アメリカがそのような政
府を有することはない。93

グアンタナモの拷問被害者
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2004年、連邦最高裁の Stevens裁判官（John Paul 

Stevens）も、「対テロ戦争」において「敵戦闘員」を
拘禁することの適法性という問題に向き合ったとき、
「…この国が星条旗に象徴される理念に忠実たらんと
するならば、暴虐な勢力からの攻撃に対抗するため
であったとしても、暴虐な道具を振るってはならな
い」94と警鐘を鳴らした。されども、この警鐘が本件
の連邦控訴裁の耳に届くことはなかった。
　憲法の根底に脈々と流れる思想があるとするなら
ば、それはまさに、暴虐な権力に対する抵抗であり、
星条旗に反映されている理念は「自由および非排他性
（inclusiveness）」95である。そうであるにもかかわら
ず、なぜ、連邦控訴裁は本判決において、拷問という
「古代の悪」が、「対テロ戦争に勝つという使命を課せ
られていた軍の士官の正当な義務に付随するものであ
った」と述べることをためらわなかったのか。この問
いに答えるためには、「『我々』にとっての『他者』で
ある『グアンタナモの被拘禁者』とはいかなる存在で
あるか」を解明しなければならない。
　「対テロ戦争」の開始から5年後の2006年9月6日、
Bush大統領は、「敵戦闘員」を審理する軍事委員会
の設置に関する法案を連邦議会に提出するにあたり、
「我々」の「敵」について次のように述べた。

アメリカ人、そして、世界各地の人々が、キュー
バのグアンタナモ湾に捕えられているのはいかな
る者であるかを理解することが重要である。彼ら
はありふれた犯罪者ではなく、偶然に戦闘に巻き
込まれた者でもない。…グアンタナモ湾に捕えら
れている者には、爆弾製造者、テロリストを訓練、
募集、援助する者、潜在的自爆者であると疑われ
ている者が含まれている。我々の人民を殺害する
ことができないようにするため、彼らは我々の抑
留下に置かれている。…アメリカの人民を守るた
め、この国は攻撃態勢を続ける。我々は引き続き、
世界のもっとも危険なテロリストに裁きを下し、
我々の国を守るために必要不可欠な情報を集める
ことに努める。…かつて自由の諸国は新たな敵に
直面し、新たな脅威に対応してきた。そして、我々
は勝利したのである。前世紀の戦闘のように、今
日の「対テロ戦争」は、何よりも、自由のための
闘いである。敵は違えども、この戦争において危
険にさらされているものは同じである。我々は、
我々の生き方のために、自由に生きることができ
るために戦っている。人道という大義のために、
全世界に暴虐と恐怖の影を落とさんとする者に対
して戦っている。そして、我々の子孫の平和な将
来のために戦っているのである。96

Bush大統領の言う「前世紀の戦闘」中、翻って日本
にとっての「敵」は「鬼畜米英」でなければならなか
った。「鬼」とは「人に非ざる異形の者」を意味し、「畜」
とは「人以外の動物」を意味する。「他者と我々の闘
い」という構図を「人」の生きる現実の世界において
実行するためには、「他者」の「非人間化」という過
程を経なければならない。すなわち、「他者」と「我々」
を分かつためには、「我々」はその価値において「他者」
に優越する存在である必要がある。もっとも手っ取り
早い方法は、「他者」から「人」としての尊厳を奪う
ことである。
　連邦控訴裁は、信教の自由回復法に基づく請求を却
下するための理由づけの中で「彼らは『人』の定義に
は該当しない」と述べて、グアンタナモの被拘禁者と
いう「他者」を「非人間化」した。この点について、
Brown裁判官はその同意意見において次のように指摘
する。

…ある語は、その他の定義がなされている場合を
除いては、通常の、現代の、共通の意味において
解釈されるというのが制定法解釈の基本的原則で
ある。信教の自由回復法は「人」を定義してはお
らず、我々は、語の通常の意味を参照しなければ
ならない。「人」とは「動物ないし物と区別される
人間（individual human being）である」ことには
いささかの謎もない。私は、連邦議会が「人」と
いう用語にその通常の意味に反する定義を与える
ことを意図してはいなかったと信ずる。97……信教
の自由回復法の目的に関連する問いは、「『人』と
は誰か」である。その答えは明らかである。すな
わち、「人」とは人間であり、アメリカ人はその一
部類（class）にすぎない。98……［本判決は、］裁
判所ともあろうものがグアンタナモに抑留されて
いる者は「人」ではないと宣言したという、まった
くもって疑わしい不幸なしるし（distinction）を我々
に残すものとなる。これは、原告が合衆国の政府
高官によって人間以下の取扱いを受けたと主張し
ている事件にあってもっとも遺憾な判示である。99

本件において連邦控訴裁が、「他者と我々の闘い」で
ある「対テロ戦争」においては拷問も目的にかなうも
のであるという結論を導くためには、「我々」にとっ
ての「他者」であるグアンタナモの被拘禁者を「非人
間化」する必要があった。グアンタナモの被拘禁者は
「我々」と対等な「人」ではないと宣言することによ
って初めて拷問を許容することが可能となる。
　「我々」とは異質な「他者」の「人」たる地位を否
定する論理は、「対テロ戦争」に始まったものではない。
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ヨーロッパ人にとっての「新大陸」発見以来、米国の
歴史は、数々の「他者」の排斥を記憶している。ある
ときはそれを「マニフェスト・デスティニー」として
正当化し、またあるときはそれを「我々（白人）の優
越性」によって正当化してきた。実のところ、本判決
の背景をなす論理は何も目新しいものではなく、これ
までに幾度も使い古されてきた論理である。
　南北戦争前夜の1857年、Scott v. Sandford判決 100（以
下、Dred Scott判決）において連邦最高裁は、黒人の
憲法上の「人」たる地位を否定した。法廷意見を執筆
したTaney首席裁判官（Roger B. Taney）は、「この
国に輸入され、奴隷として売られた者を祖先にもつ黒
人は、合衆国憲法によって形作られ、成立した政治的
共同体の構成員たり得るか」という問いを立て、「［黒
人らは］1世紀以上前から、劣位（inferior order）に
あるとみなされてきたのであり、概して社会的ないし
政治的関係のいずれにおいても白人とともに参加する
のに相応しい存在ではない」と述べる 101。

「すべての人間は平等につくられている。創造主
によって、生命、自由、そして、幸福の追求とい
った不可分の権利を与えられている。…」
［独立宣言の］この一般的な言は、人間家族たるも
のすべてを含んでいるかのように思われるかもし
れない。今日において同様の文書で［この言が］
用いられたのであれば、そのように解されるであろ
う。しかし、この宣言を起草し、採択した人民に
アフリカ人奴隷をも含むことなど意図されてはいな
かったということは争う余地なく明らかである。102

　2001年9月11日以降、多くの論者によって「『我々』
の安全を保障するために、被拘禁者を拷問することは
許容されるか」という問いが発せられた 103。この問
いに対して、「法」は何と答えるだろうか。「『我々』
の社会の秩序を保つために、奴隷を所有することは許
容されるか」という問いに対して、どれだけの言葉を
尽くしてその利益を説いたところで、Dred Scott判決
がそうしたように、「すべての人間は平等につくられ
ている」という命題を放棄しない限り、「法」はその
問いにイエスと答えることはできない。同じく、「法」
の規律するところ、「安全は、自由のもっとも重要な
原理（freedom's fi rst principles）に対する忠誠の内に
存する」104のであって、「すべての人間は平等につく
られている」という命題を否定しない限り、「法」は「自
由のもっとも重要な原理」に反する拷問を許容するこ
とはできない。「対テロ戦争」においては拷問も許容
されると述べることは、取りも直さず、Dred Scott判
決を現代に焼き直すものにほかならない 105。

2. 国内法による「他者」の排斥

（1）Westfall法

　本件において原告は外国人不法行為法に基づき、
Rumsfeld国防長官およびその他の軍の士官による拷
問は慣習国際法およびジュネーヴ条約に違反するもの
であるとして連邦地裁に訴えを提起した。
　外国人不法行為法は、「国際法ないし合衆国の条
約に違反して行われた不法行為」に関して、米国の
裁判所が「一外国人による民事訴訟」の管轄権を有
することを簡明に規定している。1789年に裁判所法
（Judiciary Act）の一部として制定された外国人不法
行為法は、その制定過程に関する記録文書も残ってお
らず、1980年代に至るまでの200年間、ほとんど脚
光を浴びることはなかった 106。しかしながら、1980

年のFilartiga v. Pena-Irala判決107（以下、Filartiga判決）
において第2巡回区連邦控訴裁が本法に基づく請求を
認めるや否や、本法をめぐる状況は一変した。裁判所
は、外国人不法行為法の下、慣習国際法に基づき、パ
ラグアイにおいてパラグアイの警察官によって行われ
た拷問で息子を失ったパラグアイ人の家族が、当該パ
ラグアイの警察官に対して提起した損害賠償請求を認
めたのである。以来、外国人不法行為法の下、慣習国
際法に違反する不法行為につき、外国人が損害賠償請
求を提起した場合、個人の請求権（cause of action）、
連邦裁判所の管轄権はいかなる範囲で認められるのか
が議論されてきた。もっとも、Filartiga判決における
外国人不法行為法の射程は、2004年の連邦最高裁の
Sosa v. Alvarez-Machain判決 108（以下、Sosa判決）に
よって大きく制限されることとなった。
　本判決において連邦控訴裁は、外国人不法行為法に
基づく、軍の士官たる被告に対する損害賠償請求は、
Westfall法によって合衆国を当事者とする訴訟に変換さ
れるとした。原則として、合衆国はすべての訴訟から
免除される。しかれども、合衆国が制定法によって主
権免責を放棄している場合には、合衆国も被告とされ
得ることとなる。ただし、連邦不法行為請求法は制限
的な主権免責の放棄を規定しているにすぎず、原告の
損害賠償請求は狭き門をくぐらなければならない。連
邦控訴裁は、連邦不法行為請求法を適用し、行政上の
救済が尽くされていないとして原告の請求を却下した。
　では、そもそもWestfall法の目的は何か。Westfall

法の制定過程においては、当該制定法が「甚だしい不
法行為（egregious torts）」に適用することを意図して
制定されたものではないことが示されている 109。連邦
議会は、連邦の被用者を、「事務上の過失に対する訴
訟、国定公園の警備隊の監督不行届に対する訴訟、公
の営造物の管理上の過失に対する訴訟」から保護する
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ために当該制定法を規定した。さらに下院の報告書に
よれば、「もし、被用者がささいな過失ないし判断の
誤りではなく、甚だしい違法行為について起訴された
場合には、合衆国が被告たる地位を引き継ぐことはな
い」と述べられている。Wood v. United States判決 110

において第1巡回区連邦控訴裁は、この下院の報告書
を引用し、主張される行為が甚だしいものである場合
には、Westfall法によって合衆国が被告たる地位を引
き継ぐことはない」と判示し、Rutofske v. Norman判
決 111において第6巡回区連邦控訴裁は、Westfall法は
「連邦職員をその公務の遂行において生じた訴訟から
保護することを意図しているのであり、職務中に故意
の不法行為を実行することに許可を与えるものではな
い」と警告している 112。そうであるにもかかわらず、
連邦控訴裁は、原告の主張する被告の行為が「甚だし
い不法行為」であるか否かについては検討することな
く、「著しく不当な行為が当然に雇用の範囲外のもの
となるわけではない」として、グアンタナモにおける
拷問は、雇用の範囲内において行われたものであった
と結論づけたのである。

（2）拷問被害者保護法

　Filartiga判決において第2巡回区連邦控訴裁は次の
ように判示した。

…当事者の国籍にかかわらず
4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4

、公権力の外観
（color）の下に行われる意図的な（deliberate）拷
問は、普遍的に受け入れられた国際人権法の規範
に反する。したがって、我々の国境内の外国人に
よって拷問が発見され、手続に付されたならば、
第1350条［（外国人不法行為法）］は連邦［裁判所］
に管轄権を付与する。（強調筆者）113

連邦議会も「Filartiga判決は一般に支持されており」、
「［外国人不法行為法］は取り替えられるべきものでは
ない」としてこのFilartiga判決における外国人不法
行為法の適用に賛同し 114、1992年、拷問被害者保護
法（Torture Victim Protection Act: TVPA）115が上院お
よび下院の大多数の賛成票をもって可決された。拷問
被害者保護法は、世界のいずれの場所で行われたもの
であるかを問わず、外国国家の外観の下に行われた
拷問、司法手続によらざる生命の剥奪（extrajudicial 

killings）につき、外国人および米国の市民に連邦裁
判所における請求権を付与した 116。
　拷問被害者保護法第2条（a）は次のように規定する。

外国国家の実際のないし明白な授権の下、または、
法の外観の下、

（1） 　ある者を拷問に服せしめた者は、民事訴訟
においてその者に対して損害賠償責任を負う。

（2） 　ある者を司法手続によらざる生命の剥奪に
服せしめた者は、民事訴訟においてその者の
法律上の代表者（legal representative）ないし
不法死亡訴訟における原告（claimant）に対
して損害賠償責任を負う。

本法の下、拷問ないし司法手続によらざる生命の剥奪
につき損害賠償責任を負うのは「外国国家」の授権な
いし法の外観の下に行為した者である。本法の下で米
国の官吏が損害賠償責任を負うこともあり得るが、そ
れは米国の官吏が「外国国家」の授権ないし法の外観
の下に行為した場合に限られる 117。
　拷問被害者保護法の下では請求権が明示的に認めら
れていることから、仮に拷問被害者保護法が、「外国
国家」のみではなく米国も含めて「国家」の外観の下
に行われた行為についての損害賠償請求を規定してい
たならば、グアンタナモの拷問被害者が同法に基づい
て請求を提起した場合、その請求がWestfall法によっ
て合衆国に対する訴訟として変換されることはなかっ
たはずである。しかしながら、拷問被害者保護法にお
いては、「我々」の政府が拷問という「人類の敵」で
あるところの行為に手を染めることなど想定されては
いない。
　Rasul v. Myers判決の論理に従うことは、すなわち、
次のような帰結を導く。ルリタニアの官吏が例えば何
らかの政治的理由により、実際のないし明白な授権の
下、または、法の外観の下、ルリタニア国内において
ルリタニア人に対する拷問に従事し、後に渡米したと
する。そして、ある日、ルリタニア人の拷問被害者が
その者を米国の路上で発見したとする。その場合、拷
問被害者は、拷問被害者保護法に基づき、連邦裁判所
にその者に対する損害賠償請求を提起することができ
る。しかしながら、米国の官吏が、実際のないし明白
な授権の下、または、法の外観の下、ルリタニア人に
対する拷問に従事したとしても、拷問被害者は連邦裁
判所に米国の官吏に対する損害賠償請求を提起するこ
とはできない。Westfall法が立ちはだかるのである。
その請求は合衆国に対する訴訟として変換され、拷問
被害者は、請求を提起するに先立って、行政上の手続
を尽くすことが要求される。かくして、拷問という「人
類の敵」に対する普遍的な嫌悪を表明したFilartiga

判決の判示はいずこへか霧散してしまうことになる。

（3）憲法上の権利

　本判決において連邦控訴裁は、Boumediene（控訴
審）判決に依拠して、グアンタナモの拷問被害者の憲
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法上の権利を否定した。Boumediene（控訴審）判決
の屋台骨は、第2次大戦後のドイツにおいて戦争犯罪
につき有罪とされ、ドイツの合衆国軍基地において
収監されていたドイツ人らについての連邦裁判所の
人身保護管轄権を否定したEisentrager判決である。
Boumediene事件および本件のいずれにおいても、連
邦控訴裁は政府の主張を認め、グアンタナモの被拘禁
者は米国の「主権」領域外において拘禁されていると
して、グアンタナモの被拘禁者は憲法上の権利を有す
るものではないと判示した。
　ここで立ち返って、「テロリスト」ないし「敵戦闘
員」を拘禁する場所としてグアンタナモが選択され
た理由を探ってみたならば、グアンタナモの被拘禁
者を「法的ブラック・ホール」におくことは米国政
府にとっての予定調和であったことがわかる。グア
ンタナモが最初の被拘禁者を迎える以前の2001年12

月28日の報告書において John Yoo司法次官補佐は既
に、グアンタナモの被拘禁者についての人身保護管轄
権はEisentrager判決によって否定されると述べてい
る 118。彼によれば、Eisentrager判決における「主権」
という語と領域に対する「管轄権」という語の使い分
けは十分に意味を与えられなければならないという。
これは、租借協定の文言上、グアンタナモに対して米
国が「完全なる管轄権および支配」を行使しているに
もかかわらず、「究極的な主権」はキューバにあると
されていたことによる。いうなれば、「グアンタナモ
の被拘禁者の権利は、グアンタナモが米国の『主権』
の下にあるか否かによって決定される」という政府の
主張は、Eisentrager判決から導き出されたものでは
なく、租借協定の文言から捻り出されたものであった。
　本判決の5ヵ月後、連邦最高裁は本判決が依拠する
Boumediene（控訴審）判決を破棄した。法廷意見を
執筆したKennedy裁判官（Anthony M. Kennedy）は、
次のように述べてこの主張を否定した。

［合衆国に］組み込まれていない領域についての
形式的な主権を第三者に譲り渡し、その一方で当
該領域についての完全な支配を合衆国に賃貸す
る協定を締結することから必然的に導かれる含
意（necessary implication）は、法的抑制なしに
政治部門が統治することを可能ならしめるとい
うものである。我々の憲章（basic charter）は、
このように契約されてよいはずのものではない。
憲法は、連邦議会および大統領に領域を獲得、処
分、統治する権限を認めているのであって、いつ
どこで憲法の文言が適用されるかを決定する権限
ではない。合衆国がその国境の外で活動するとき
であってさえ、その権限は「完全で無制限なもの

（absolute and unlimited）」ではなく、「憲法にお
いて表現されているような制限」に服するのであ
る。形式的な主権および領域的統治を含む問題に
ついて判断を忌避することと、政治部門は憲法の
適用を思いのままに切り替える権限を有している
と判示することとは全く別である。前者の見解は、
政治的判断を必要とする一定の事項については政
治部門に委ねることをもってよしとする連邦最高
裁の承認を表している。後者は、我々の統治の三
権分立制度において、連邦最高裁判所ではなく、
連邦議会および大統領が「何が法であるか（what 

the law is）」を述べる体制に導くこととなる著し
い例外を許すものとなろう。119

Vaughan Loweの言葉を借りるならば、「グアンタナモ」
をめぐっては、まさに、「法という文字（letter of the 

Law）を援用することと、その原則が実際に意味する
ところ（practical implication）を無視することとが、
互いに手を取り合って行進」120していたのである。

（4）国内法と「他者」

　時として「法」は、「他者」の排斥に正当性を付与
するものとして働く。合理人であれば到底首肯しない
ような帰結であったとしても、ひとたび「法」という
フィルタを通されることによって、その帰結は「正義」、
「理性」、「真理」という名のマントをその身に纏う。「他
者」の排斥という事象は、一見立派なそのマントによ
って覆い隠されるのである121。「法」というフィルタは、
それが作られた目的を離れて適用されるときには、た
だ「他者」を排斥するための道具と化す場合がある。
本章で考察したように、本判決はそのことを例証して
いる。そもそも、国内法は、生来、「他者」を排斥す
るベクトルを備えている。国内法は、ある一領域内に
共通の基準を提供することにより「国民」を創出する
ことをその使命の一つとしているからである。「国家」
という空間においては、「我々」という一定の同質性
が求められる 122。同質性を示すメルクマールの一つ
が「国籍」である。
　国内法による「他者」の排斥は、本件とHamdi v. 

Rumsfeld事件とを比較することでより克明に浮かび
上がる。Yaser Esam Hamdiは1980年にルイジアナ州
で出生し、幼少期に家族とともにサウジ・アラビアへ
移住したが、2001年の時点では彼はアフガニスタン
に在住していた。Hamdiはタリバン政権に反抗する
軍閥の連合である北部同盟によって拘束され、最終的
に米国軍へ引き渡された。そして、彼は「敵戦闘員」
として、2002年1月、グアンタナモ湾へ移送された。
しかし、2002年4月、Hamdiが米国籍を有している
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ことが判明したため、Hamdiはまずヴァージニア州
ノーフォークの海軍営倉に移送され、後にサウス・
カロライナ州チャールストンの海軍営倉に移送され
た。2002年6月、Hamdiの父は、合衆国法典第28編
2241条に基づき、彼の息子および訴訟後見人（next 

friend）たる彼自身の名において連邦裁判所に人身保
護請求の申立てを行った。2004年、連邦最高裁は、「十
分な手続なしに市民の自由が誤って奪われる危険性は
現実のものであり」123、「無制限の拘禁は抑圧の手段
と濫用につながる可能性がある」124として、憲法のデ
ュー・プロセスの条項の下でHamdiが享受する権利
は満たされてはいないと判示した。
　Hamdiは、米国籍を有していた点で、他のグアン
タナモの被拘禁者とは決定的に異なっていた。彼はそ
の「国籍」ゆえに米国の裁判所における司法的救済の
機会を与えられた。Hamdiは「我々」にとっての「他
者」であるにもかかわらず、その「我々」と同じ「国
籍」ゆえに、国内法をもって排斥することができなか
ったのである。しかるに、連邦最高裁判決を受けて米
国政府は、Hamdiの米国籍を取り消した上で、拘禁
および拷問につき損害賠償請求を提起しないことを条
件に彼をサウジ・アラビアに送還した。「我々」の中
に紛れ込んだ「他者」を異物として取り除くために、「国
籍」という国内法との紐帯を念入りに裁断するという
手段が取られたのである。

Ⅴ. 国際人権法の枠組

　Sosa判決の同意意見においてScalia裁判官（Antonin 

Scalia）は、外国人不法行為法に基づき、米国の裁判
所において国際法を援用することに否定的見解を示し
ている。

あらゆる主題についての諸国家の意見の一致を
意味するものとして再定義された国際法（law of 

nations）を用いることによって、主権国家がその
領域内においてその市民をいかに取り扱うかを一
市民（a private citizen）が制御できるという概念は、
国際主義法学者（internationalist law professors）
および人権称揚者（human-rights advocates）に
よる20世紀の発明品である。我々アメリカ人は、
我々の法を作る方法を有している。125

Scalia裁判官のこの立言の当否はさておき、Scalia裁
判官の言わんとすることは明確である。国家はその領
域内において、自らの「法」を定める能力を有している。
国家がその領域を越えて自らの「法」を適用せんと志

向するとき、そこには緊張関係が生ずる。なぜならば、
国家の領域を越えたところには他の国家があり、その
国家もまたその領域内において、自らの「法」を定め
る能力を有しているからである 126。この緊張関係は、
国境を越えて一国の国内法が適用される場面において
だけでなく、国境を越えて「法」が適用される場面に
おいては一般に生ずる。この意味において、Scalia裁
判官の立言は国内裁判所の裁判官として当然の信条で
あろう。
　しかしながら、Scalia裁判官の立言は、「国家」の
中にあって多数者を形成する「我々」の視点から見た
世界について述べられたものであることに注意する必
要がある。Scalia裁判は、「主権国家の領域内におけ
る市民」には「我々が作る法」が適用されると述べて
いるにすぎない。本稿において考察した「グアンタナ
モの被拘禁者」は、この立言の枠外におかれている。
グアンタナモにつき「完全なる管轄権および支配」を
行使しているのは米国であるにもかかわらず、「究極
的な主権」はキューバにあり、拘禁されているのは「非
合衆国市民」である。「グアンタナモ」に「他者」が
移送されたとき、彼らに「我々が作る法」によって権
利が付与されることは予定されてはいなかった。「人
が生まれながらにして有する権利」がひとたび憲法に
よって「国民の権利」として「再定義」されたとき、「国
家」によって「諸権利を持つ権利」127を否定される「他
者」が生み出される。概して「我々」によって排斥さ
れた「他者」は厚いベールによって覆い隠されている。
「グアンタナモの被拘禁者」は、その排斥の方法があ
まりにも露骨であったがために「諸権利を持つ権利」
を否定された「他者」として認識されるに至った稀有
な例であるといえよう。
　では、「他者」はいかにして「諸権利を持つ権利」
を獲得することができるだろうか。ここでいう「他者」
の権利の問題は、グアンタナモの被拘禁者の権利の問
題に限られるものではない。文脈によっては、等しく
女性の権利、子どもの権利、少数民族の権利、難民の
権利、移民の権利の問題でもある。その一つの答えが、
普遍的に「個人」の権利を保障するものとして「再定
義」された国際人権法の枠組である 128。

Ⅵ. おわりに

　2008年12月15日、連邦最高裁は本件の裁量上訴を
受理した上で、本連邦控訴裁判決を破棄し、2008年6

月12日に下された連邦最高裁のBoumediene判決に照
らして審理することとして連邦控訴裁に本件を差戻し
た 129。
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　また、2009年1月20日に第44代合衆国大統領に就
任したBarack H. Obama大統領は、就任直後の1月23

日、「グアンタナモ湾海軍基地の被拘禁者についての
審査および措置、ならびに、拘禁施設の閉鎖」と題さ
れる大統領令を発し、1年以内にグアンタナモの拘禁
施設を閉鎖することを明らかにした 130。
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Ⅰ. はじめに―考察の対象

　世界銀行 1は、1993年9月、インスペクション・パ
ネル（以下、パネルと略す）と呼ばれる内部機関を設
立した。パネルは、プロジェクトにより被害を被った
私人からの申立を受け付け、世界銀行が策定したルー
ルがプロジェクトにおいて遵守されているか否かを審
査する。このような任務を負うパネルは、私人に対す
る世界銀行の「アカウンタビリティー」を果たす機関
として、または世界銀行融資プロジェクトめぐる「私
人と世界銀行との間の紛争」を解決する「準司法的
（quasi-judicial）」機関として論じられることがある 2。
いずれにせよ、パネルの意義が論じられる場合には、
常に、パネルが私人と世界銀行とをつないでいるとい
う点に関心が寄せられていたと言えるだろう。
　ところで、近年では、私人と世界銀行という関係で
は捉えきれない問題がパネルに付託されている。たと
えば、ホンジュラスの事例では、同国国内法が先住
民族の権利に関する ILO169号条約に違反するか否か
が主要な争点の一つとなった。こういった事例は、
ILO169号条約という多文化共生を目指した国際法規
範をめぐる「私人と借入国との間の紛争」が論じられ
るフォーラムとして、パネルが利用されつつあること
を示唆していよう。しかし、パネルにおいて借入国の
国際法違反が問われている現状は、常に肯定的に評価
されるべきなのだろうか。パネル手続では、国際法違
反を問われる側である借入国への手続的な保障が欠如
している。そのために、パネルで一方的に借入国の義
務違反が認定された場合、借入国側に強い反発が生じ
うることはパネル設立に携わった者からも指摘されて
いた。世界銀行融資プロジェクトが、世界銀行、プロ

ジェクトにより影響を受ける私人、そして借入国とい
う三者間の関係の上に成り立っていることを踏まえれ
ば、このような視点は一層重要になるだろう。
　以上のような問題意識に基づき、本稿では、パネル
の紛争解決機能の一側面を考察する。より具体的には、
借入国による国際法違反が争われた事例を取り上げ、
そこでのパネル認定の論理とその問題点を論じること
を通じて、世界銀行融資をめぐる紛争という文脈にお
いてパネルが果たしている役割を明らかにしたい。以
下では、なぜパネルが世界銀行融資プロジェクトに関
する紛争解決機関として評価されることとなったのか
を検討した後、近年の事例においてどのようにパネル
の審査対象が拡大されつつあるのか、そしてそれはい
かなる論理に依拠しているのかを論ずる。
　なお、本稿は、パネルにおいて争われる、世界銀行、
借入国、プロジェクトにより影響を被った私人の間に
生じたプロジェクトの実施方法やプロジェクトに起因
する被害の有無をめぐる紛争を検討対象とし、調達手
続や世界銀行債に関する紛争、また銀行内部の労働関
係に関する紛争については検討しない。

Ⅱ. インスペクション・パネルと
紛争の解決

1. 世界銀行融資をめぐる紛争の
解決に関する問題点：
世界銀行と私人の間の紛争について

　世界銀行プロジェクトに関連してプロジェクト実施
地域に居住する私人の権利に侵害が生じた場合、その
ような権利はいかに救済されるべきか。原則的に、こ
れらの私人に生じた権利侵害は借入国の国内手続によ
り救済される。なぜなら、世界銀行融資プロジェクト

紛争解決制度としての世界銀行
インスペクション・パネル

―世界銀行融資をめぐる紛争の解決に関する一考察―

佐俣　紀仁

082



の法的基礎である貸付協定（Loan Agreement）や信
用協定（Credit Agreement）などでは、プロジェクト
は借入国（借入国が指定する事業実施主体も含む）に
より責任をもって実施されることと規定されており、
プロジェクトに伴って私人に生じた権利侵害やそれに
対する賠償責任も、プロジェクトのオーナーとしての
借入国が負うものと理解されているからである 3。
　このような原則がありながらも、国内手続により実
効的な救済を得られない場合、権利侵害を受けた私人
は、より実効的な救済を求めて、プロジェクトへの「出
資者」としての世界銀行の責任追及を試みるかもしれ
ない。しかしながら、私人が世界銀行の責任を追及し
ようとする場合、そこには法理論上も実際上も障壁が
存在する。第一に、私人への権利侵害を十分に規制し
うる国際法規範を世界銀行に適用することは困難であ
る。世銀プロジェクトに関連しうる先住民族の権利、
環境に関する諸条約などの実定国際法規範について、
世界銀行はこれら条約の直接の当事者ではない 4。ま
た、国際慣習法について言えば、そのような国際慣習
法が存在するのかといった疑問や、適用規範の内容が
明確ではないといった問題が常につきまとう 5。第二
に、世界銀行プロジェクトにより損害を被った私人が
直接的に請求を提起しうる司法的フォーラムは、国際
的なレベルでは存在しない 6。また、国内的なレベル
についても、世界銀行は国内訴訟手続からの免除を享
受するために、免除が否定されない限り、私人が世界
銀行を被告とした訴訟を国内裁判手続に提起すること
はできない 7。しかし、プロジェクトに関連して損害
を被った私人が国内裁判所に訴訟を提起した場合に、
世界銀行の国内裁判管轄権からの免除が否定された事
例はない 8。
　以上の点に鑑みれば、現在の世界銀行融資に関する
法的枠組みの中で、世界銀行がその法的責任を追及さ
れうる可能性というものは極めて小さなものにとどま
り、特に裁判手続は、私人と世界銀行との間の紛争を
解決する実用的な手段ではなかったと評価することが
できる。

2. パネルの紛争解決制度としての利用可能性と
その限界

（1）パネルの設立

　1980年代後半以降、世界銀行は、周知のように、
そのプロジェクトが環境や人権への悪影響を引き起
こしているとの厳しい批判の対象となる 9。これを機
に、世界銀行は、プロジェクトに伴って生じた問題に
関する責任を全て借入国に負わせるという前提を修正
し、何らかの方法で直接それらの問題に対応する必要
に迫られることになる。とはいえ、国内裁判所からの

免除を放棄し、世界銀行を相手取った国内裁判手続で
の訴訟を広く認めることは、世界銀行の任務の能率的
な遂行という観点からは必ずしも望ましいことではな
い 10。
　ところで、時期を同じくして、世界銀行内部では融
資プロジェクトの質の低下が問題視されるようになっ
ていた。これは、1990年代初頭の世界銀行業務評価
報告書において、多くのプロジェクトの実施状況が「不
満足的（unsatisfactory）」であると評価されたことに
端を発し、金融機関としての世界銀行の業務能率が厳
しい批判にさらされる 11。
　プロジェクトにより悪影響を被った私人の救済と、
銀行の業務能率の向上といった二つの問題点に対処す
るために世界銀行がなした選択は、第一に、職員を規
律する銀行内部のルールを体系的に整備し、また第二
に、そのルールが遵守されているかの審査を客観的に
実施するということであった。
　第一の点について、世界銀行は、1992年頃から従
来の多様な形式の内部規則を体系的に整理し、新たに、
業務政策（Operational Policies, OPs）、銀行手続（Bank 

Procedures, BPs）、望ましい実行（Good Practices, 

GPs）の三種類の形式に区分し直した12。これらのうち、
OPsとBPsは銀行職員を拘束する性質をもつが、GPs

は法的拘束力を持たないガイドラインである 13。
　第二の点を任務とする新たな機関として、世界銀
行インスペクション・パネルが設置された。1993年
9月、IBRDと IDAの合同理事会決議 14により設立さ
れたパネルは、私人からの申立を契機として、総裁
以下の職員（事務局）がOPsやBPsといった銀行の
「業務上の政策および手続（operational policies and 

procedures）」15を遵守しているか否かを審査し、その
結果を世界銀行理事会 16に報告する 17。
　このように、職員を規律する銀行内部の規範を解釈・
適用するという限定的な権限しか付与されていないに
も関わらず、パネルは、私人と世界銀行との間の紛争
を解決する「準司法的」機関として位置づけられるこ
とがある 18。ここでの紛争とは、調査要請を提出する
私人と世界銀行職員との間の「業務上の政策および手
続」の解釈と適用をめぐる紛争を意味するものとされ
る 19。すなわち、私人は、「業務上の政策および手続」
が遵守されていないことを理由に、プロジェクトの修
正を要求してパネルに調査要請を提出する。これに対
して、世界銀行事務局は、プロジェクトが「業務上の
政策および手続」を遵守したものであることをパネル
手続において主張する。したがって、パネル手続では、
私人と世界銀行事務局との間の「業務上の政策および
手続」の解釈・適用に関する見解の不一致が論じられ
ることになり、このことから、パネル手続を世界銀行
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と私人との間の紛争を解決する機関としても理解する
余地が生じる。

（2）パネルの制度的特徴

　以上のように、パネルの紛争解決機能が論じられる
場合、そこでは世界銀行と私人との間の紛争が念頭に
おかれていた。しかし、ここで留意するべき点は、パ
ネルは世界銀行と私人との間の紛争解決を主眼に置く
制度ではないということである。むしろ、パネルは、
世界銀行の内部的な遵守確保を目的として設立されて
おり、その目的に沿った手続的な特徴を有している。
したがって、パネルの紛争解決機能との関係では、次
のような特徴が注目に値する。第一に、よく指摘され
るように、パネルにより「業務上の政策および手続」
の違反が認定されたとしても、世界銀行は被害を受け
た私人に対して賠償を行う義務を負うわけではない。
実際にプロジェクトの修正、変更や賠償が行われるか
否かは全て理事会の裁量的な決定に委ねられている。
これは、以下の理由によるものと理解されている。ま
ず、「業務上の政策および手続」は、銀行内部におい
て銀行職員を拘束する効力を有するにとどまり、国内
法上または国際法上、世界銀行を拘束し、その違反の
効果として法的責任を導くような規範として理解され
えない 20。さらに、パネルの認定は、裁判手続のよう
に精緻な証拠調べや認定手続に従って導かれたもので
はなく、また当事者を法的に拘束するものとは予定さ
れていない 21。したがって、パネル手続の紛争解決機
能は、パネルに調査要請が提出されたこと、またはパ
ネルにより「業務上の政策および手続」違反が認定さ
れたことを契機として、世界銀行側が自主的にプロジ
ェクトに修正および変更をなすことで果たされている
と理解するべきであろう。また第二に、プロジェクト
において「業務上の政策および手続」が遵守されたか
をパネルが審査する過程で、借入国には十分な手続的
保障が与えられていない。設立決議上、借入国は、自
国を代表する理事を通じてパネルと協義する機会が与
えられているが、その他には、任意で10頁以内の書
面提出が認められているに過ぎない 22。これは、手続
において詳細な意見書を提出できる私人や事務局の立
場とは大きく異なる 23。
　このようなパネルの特徴を踏まえて、パネルの権限
を一定の範囲で制約する必要性が指摘されている。長
年にわたり世界銀行で法律顧問（General Counsel）
をつとめたShihataは、パネルは、借入国がその法的
義務を遵守したか否かという問題について立ち入るべ
きでないことを指摘する 24。彼によれば、パネルが借
入国の権利義務に関する問題に立ち入った場合、適正
手続が保障されない欠席裁判（trial in absentia）に自

らがさらされているとの疑念を借入国に抱かせ、世界
銀行と借入国との間に法的紛争に生じさせるおそれが
あるという。

（3）借入国との関係から生じるパネルの限界

　このようなShiahtaの懸念は、パネル手続における
借入国の義務違反に関する問題の位置づけと、パネル
認定が借入国に及ぼす事実上の影響力と関係している
ものと考えられる。
　まず、パネル手続において、借入国の義務違反に関
する問題はいかなる位置づけを与えられているのだろ
うか。パネル設立決議は、パネルの権限について規定
する12項に、次のような規定を置いた。「影響を被っ
た当事者 25（affected party）は、銀行が

4 4 4

プロジェクト
の計画、審査、実施に関連する業務上の政策及び手続
を遵守しなかった結果、銀行の作為または不作為によ

4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4

り
4

、彼ら自身の権利または利益に実質的な悪影響を被
った、もしくは実質的な悪影響を被るおそれがあるこ
とを立証（demonstrate）しなければならない（強調
は筆者）」。さらに、同14項（a）は、パネルが管轄権
を行使できないものとして、銀行以外の第三者の責任
に帰する問題に関する申立を挙げる。これらの規定か
らは、パネルが、基本的には、世界銀行による「業務
上の政策および手続」の違反を取り扱う手続であるこ
とがわかる。
　しかし、同項には借入国の義務に関する次の一節が
含まれていることに注意する必要がある。すなわち、
調査要請提出の対象には「このような業務上の政策及
び手続に関連する借入国の貸付協定上の義務を、銀行
が継続的に管理しなかった（failed in its follow up on 

the borrower's obligations under loan agreements） と
主張されるような事態も含まれる」。
　貸付協定には、「業務上の政策および手続」などの
世界銀行が一方的に策定した内部的な文書が組み込ま
れている 26。近年では、特に環境分野において、「環
境コンディショナリティ（Environmental Condition-

ality）」と呼ばれる法技術が発達しており、条約上の義
務として、借入国に環境配慮に関する事項の履行を求
める条項が多くの協定に挿入されている 27。環境コン
ディショナリティ条項をはじめ、貸付協定上の義務を
借入国が履行しているか否かの判断には、「業務上の
政策および手続」が遵守されていたか否かが極めて重
要になる。上記の貸付協定上の義務に関するパネル設
立決議14項（a）の規定は、「業務上の政策および手続」
を反映した貸付協定の条項を世界銀行が借入国に遵守
させなかった場合に、パネルによる調査を認めるもの
と理解されている 28。このような場合、世界銀行の「監
督責任」を問う前提問題として、借入国による貸付協
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定の遵守がパネルにより審査されることになる 29。
　以上で見たように、パネル設立決議によれば、借入
国による貸付協定違反も、それが「業務上の政策およ
び手続」に関連する限りで、パネルの調査対象となる。
そして、パネル認定は法的に拘束力を持つものではな
いが、借入国がそれに反論する機会は理事会しかな
い 30。理事会は、基本的には、パネル認定とその認定
を受けて事務局が提案した改善策を承認する。先進国
理事に比べ、理事会での票数において借入国側の理事
は相対的に不利な地位にある 31ということを踏まえれ
ば、借入国が理事会での意思決定手続おいてパネル認
定を覆すのは容易ではない。事実、パネル手続におい
て「業務上の政策および手続」を反映した貸付協定の
違反が認定され、貸付協定違反に対する制裁措置 32と
して、借入国に対する貸付金の支払が停止された事例
もこれまでに存在する 33。このように、パネルは借入
国の貸付協定上の義務に関する審査を行うという側面
をも有している。
　しかし、近年のパネルの事例においては、借入国の
貸付協定上の義務だけでなく、その他の条約上の義務
違反が問われるようになっている。それらの事例では、
パネル手続において、借入国による環境条約や人権条
約の違反が要請人により主張されている。パネルの実
行は、Shihataが懸念していたように、借入国の義務
違反を問う方向へと展開していると言えるのか、また
パネルのそのような実行はいかに評価されるべきなの
か。
　

Ⅲ. コロンビア上下水道環境管理
プロジェクト

1. 事実の概要

　本プロジェクトでは、コロンビアのカルタヘナ
（Cartagena）都市圏における下水道設備の改善を目的
とし、世界銀行の支援の下、下水道管、ポンプ施設、
下水処理施設そして海底排出口（submarine outfall）
の建設が予定されていた。本プロジェクトで導入され
る下水道管は、カルタヘナからカリブ海へ向かって約
24kmに及び、カルタヘナから約20km北に位置する
Punta Canoaの下水処理施設を経て、カリブ海の海底
排出口につながるものとされた 34。これら施設の建設は
2005年から2011年にかけて行われる予定であった 35。
　 2004年4月20日、パネルに対し、The Corporación 

Cartagena Honesta （以下、CCHと略）と称するカル
タヘナのNGOより調査要請が提出された 36。要請人
であるCCHは、本プロジェクトにおいて建設される
海底排出口を通じて汚水がカリブ海に流れ込むこと

で、周辺の海洋環境が汚染され、カリブ海に依存し
て生活している地域住民の健康および生計に深刻な
影響を及ぼすことを懸念していた 37。要請人により違
反が指摘された「業務上の政策および手続」は、環
境アセスメントに関するOP4.01、先住民族に関する
OD4.20、自然環境に関するOP4.04など多岐にわた
る 38。
　2004年7月13日、パネルから本調査実施の勧告 39

を受けた世界銀行理事会は、本調査の実施をパネルに
指示し、その後パネルは現地調査を含む本調査に着手
した。
　2005年6月24日、パネルは調査報告書を完成させ、
本件プロジェクトがOP4.01、OD4.20、OP/BP10.02、
OP/BP10.04、OD4.15、OD/OP/BP13.05に違反する
と結論づけた。

2. 本件に関する論点

　本件は、環境アセスメントの実施方法の適否などの
開発プロジェクトに関する多数の論点を含む。しかし、
本稿の問題意識との関係で重要なのは、「業務上の政
策および手続」の遵守審査に際して、パネルは借入国
が拘束される環境条約上の義務が履行されたかという
問題を審査するのかという点である。以下で見るよう
に、要請人は、プロジェクトにおいて「業務上の政策
および手続」が遵守されていない理由の一つとして、
コロンビア政府の国際法上の義務が遵守されていない
ことを指摘している。この要請人の主張に応じ、パネ
ルは借入国による国際法上の義務違反の有無をも論じ
るのか否か。
　環境アセスメントに関する諸条件を規定するOP4.01

は、「 環 境 影 響 評 価（Environmental Assessment, 

EA）は、国やプロジェクト毎の諸条件の多様性を
考慮する」と規定し、その具体的な考慮要素とし
て、借入国による環境調査などに加え、国内法およ
び「プロジェクトの活動に付随した、関連する国際環
境諸条約および国際環境諸協定上の（under relevant 

international environmental treaties and agreements）
借入国の義務（obligations of the country）」を列挙す
る。さらに同OPは、「これらの借入国の義務に違反
する（contravene）プロジェクトに対して、銀行は融
資を行わない」と定める 40。要請人は、本件において
OP4.01の不遵守を主張しているが、その際の理由づ
けの一つとして、プロジェクトにおける海底排出口の
建設がコロンビア政府の条約上の義務に違反するこ
とを指摘する 41。まず要請人は、コロンビアが加盟す
る「広域カリブ海における海洋環境の保護と開発に
関するカルタヘナ条約（以下、カルタヘナ条約）42」
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の7条により、同国は条約の規制海域の汚染を予防
（prevent）、削減（reduce）、管理（control）するため
に「全ての適切な措置を講じる（take all appropriate 

measures ）」義務を負うと述べ、プロジェクトがこの
同国の義務に違反するものであることを主張した 43。
加えて、規制海域への排水流出についてより詳細な義
務を定める「陸上起因汚染源に関するカルタヘナ条約
議定書（以下、LBS議定書）44」12条の違反も、要請
人により指摘されている 45。
　これに対し、事務局は、カルタヘナ条約7条の文言
がカリブ海海洋環境の汚染を「予防、削減、管理す
る」という一般的な用語で借入国の義務を規定するに
過ぎず、本件プロジェクトのような実行は同条約によ
り承認されている（recognized）と述べた 46。また、
LBS議定書に関して、コロンビアが同議定書の当事
国ではないことを指摘し、本件の海底排出口に関連し
うる同議定書の諸条項は本件には適用されないと反論
した 47。
　まずパネルは、カルタヘナ条約について、既に同条
約は発効しており、同条約の加盟国であるコロンビア
を拘束すると述べる 48。続いて、LBS議定書の適用可
能性について、パネルは、同議定書が2005年6月1日
の段階で未発効であり、またコロンビアは同議定書を
批准していないため、仮に発効していたとしても同国
を拘束しないとした 49。しかし、パネルは、LBS議定
書にコロンビアが署名をしていることに留意し、条約
法に関するウィーン条約18条を引用して、国家は「条
約に署名し、又は条約に拘束されることについての同
意を表明した場合には、条約の趣旨及び目的を失わせ
ることとなるような行為を行わないようにする義務」
を負うと述べた。その上で、コロンビア当局が2001

年に発行した環境許可証（environmental license）50に
おいて、プロジェクトで導入される排水処理システ
ムを、「国内法または将来的にコロンビアが加盟国と
なる国際条約から生じる水域と海中生態系の保護の
ための全ての基準（all requirements for the protection 

of water bodies and submarine ecosystem resulting 

from national legislation or international agreements to 

which Colombia will become a party）」に適合させる
ことが要求されており、プロジェクトは本環境許可証
に従って実施される予定であることに留意した。

3. 本件の評価

　本件は、カルタヘナ条約およびLBS議定書が加盟
国に課している義務の内容を詳細に確認した上で、コ
ロンビアが拘束される、または将来的に拘束される可
能性がある国際条約に従って本件プロジェクトが進め

られることの重要性を強調した 51。これまで、環境ア
セスメントに関するOP4.01が環境条約の遵守を要求
していることは指摘されていたが、同時にその規定は
きわめて抽象的であると評価されていた 52。本件は、
OP4.01の規範の内容を明らかにし、世界銀行プロジ
ェクト実施という文脈における国際法規範の位置づけ
について改めて言及した点で意義を有するものと考え
られる。
　なお、パネルは、要請人に主張された点（すなわち、
借入国による条約上の義務違反の問題）を論じること
はなく、環境許可証を通じて将来的にコロンビア政府
が拘束される条約が遵守されることが保証されている
ことに留意するにとどまった。したがって、コロンビ
アが進めるこのプロジェクトがコロンビアによる国際
法違反を構成するかといった点について、パネルの判
断が下されることはなかった。この意味で、借入国に
よる国際法違反ではなく、世界銀行による「業務上の
政策および手続」違反を認定する機関としてのパネル
手続の体裁は維持されたと評価できる。しかし、本件
に引き続き、借入国による国際法違反を理由としてパ
ネルに調査要請が提出されるプロジェクトが現れるこ
ととなった。それが次に見るホンジュラス土地管理プ
ロジェクトであり、この事例においてパネルは、より
深く借入国による国際法違反の問題について立ち入る
ことになる。

Ⅳ. ホンジュラス土地管理
プロジェクト

1. 事実の概要と問題の所在

　ホンジュラスでは不動産登記制度が十分には普及し
ておらず、この結果、権原の競合などの問題が頻繁に
生じていた 53。特に、先住民族やアフリカ系ホンジュ
ラス人コミュニティの土地の処遇がこれらの問題をよ
り複雑なものにしており、問題への早急な対応が求め
られた。このような背景から、ホンジュラス政府は土
地所有制度に関する問題を解決するための大規模な法
制度改革（土地開発、財産権、投資等に関する国内法
の整備）を実施していた。ホンジュラス政府によるこ
のような改革実現を促進することを目的とし、2004

年2月に IDAの支援の下に開始されたのが、ホンジュ
ラス土地管理プロジェクトである。
　2006年1月3日、本プロジェクトにおける法制度の
体系化とプロジェクト実施地域における土地の所有関
係の明確化と登記の実施について、世界銀行インスペ
クション・パネルにThe Organización Fratenal Negra 

Honduras（以下OFRANEH）と称するNGOから調査
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要請が提出された。プロジェクト実施地域の一部では
先住民族の所有する土地が上記措置の対象となってお
り、要請人であるOFRANEHは、プロジェクトによ
り影響を被るとされるGarífuna族の代理として、パ
ネルに調査の実施を求めた。要請人によれば、本プロ
ジェクトによる法制度の改革は、実施地域に居住する
Garífunaの人々の特殊な法的状況などを考慮すること
なく策定されており、世界銀行の「業務上の政策およ
び手続」違反を構成するという。特に、要請人は、世
界銀行がプロジェクトの準備段階で策定する「先住民
族開発計画（Indigenous People Development Plan、
以下 IPDPと略）」とホンジュラス政府が2004年に制
定した新財産法 54の関係について次のような論点を提
起していた。
　要請人は、ホンジュラス新財産法はホンジュラス政
府が加盟する ILOの「独立国における先住民族および
種族民に関する条約（第169号、以下、ILO169号条約）」
に違反すると主張し、また「新財産法の適用と履行を
支持したことにより、結果的に銀行は ILO169号条約
の不遵守を促進している」と指摘する 55。ホンジュラ
ス新財産法は、その93条において先住民族の土地に
対する権利の重要性を謳いながらも、他方で97条以
下では、一定の条件の下、先住民族の土地を所有また
は占有する権利などを先住民族以外の第三者に対して
付与している 56。要請人によれば、新財産法のこれら
の条文は、先住民族と種族民に対して彼らが伝統的に
占有してきた土地に対する所有権および占有権の保護
を承認する（recognize）ILO169号条約14条に違反
するという。先住民族の権利保護などに関する基本的
な方針を定める本プロジェクトの IPDPでは、新財産
法について何ら言及がなされておらず、また同法が適
用された場合に先住民族の権利を保護するための具体
的な措置も用意されていなかった。要請人は、このよ
うな IPDPは、本プロジェクトにおいて先住民族の権
利を保護するためには十分ではなく、それゆえに世界
銀行のOD4.20に違反すると主張したのである。
　要請人の主張に対して事務局は次のように反論す
る 57。IPDPは、ホンジュラス国内法における先住民
族の権利保障に関する欠陥を埋めるための十分なセー
フガード措置を含んでいる。さらに、新財産法といっ
た国内法の内容はホンジュラス政府側の問題であっ
て、パネルはこの点に関する懸念（concerns）を表明
するためには適切な手続ではない 58。また、ILO169

号条約の解釈に関する問題も、例えば米州人権裁判所
のような別のフォーラムにおいて議論されるべきであ
る 59。
　2007年6月12日、パネルは理事会に調査報告を提
出した。そこでは、本件の IPDPは先住民族の権利

を十分に保護しておらず、OD4.20に違反するとの結
論が示された 60。この報告書において、パネルは、
ILO169号条約とOD4.20の関係について詳細な検討
を行い、この点に関して一定の判断を示した。また、
パネル手続と借入国による国際法違反という問題につ
いても、興味深い先例を形作ることとなった。以下、
本件のパネル報告書におけるこれらの点に関する判断
について、若干詳細に検討することとしたい。

2. 「業務上の政策および手続」と
国際法との関係に関するパネルの見解

（1） OD4.20と借入国の国内法

　先住民族に関するOD4.20は、「プロジェクトの
IPDPは（i）OD4.20により保護される集団の国内法
上の地位（ii）彼らの権利を保護するための法制度を
実効的に利用する能力、またそれら制度にアクセスす
るための能力」を評価（assessment）しなければなら
ないと定める 61。
　まず、本件では、パネルがホンジュラス新財産法の
内容をOD4.20に照らして評価するべきか否かについ
て、世界銀行法律顧問とパネルとの間で見解の相違
があった。法律顧問は、本件の状況下では、外国法
（foreign law）の内容を評価することはパネルの本来
の任務である「業務上の政策および手続」の遵守審査
とは無関係であると述べ、パネルがホンジュラス新財
産法のOD4.20への適合性を審査することに否定的な
見解を示す62。また、法律顧問は、決定的な事実（critical 

fact）として、新財産法はその施行にあたって細則を
規則によって定めることとしており、この規則が未だ
制定されていないことから、問題とされている条文に
基づいて土地の登記がなされた事例は存在しないこと
を指摘する63。法律顧問の見解に対して、パネルは、「新
財産法に対する（施行）規則が未だ出されていないと
いう事実は、プロジェクトの一部として新財産法を施
行することが先住民族の権利を侵害することになるの
かを分析することを妨げない」と述べて、本件におい
てOD4.20が遵守されているかを審査するためにホン
ジュラス新財産法の内容を検討する必要があることを
認めた 64。

（2） ILO169号条約と「業務上の政策および手続」

の関係

　次に、パネルは、要請人により言及される ILO169

号条約が世界銀行融資プロジェクトについていかなる
位置づけを与えられるかを検討している 65。
　パネルは、まず、「業務上の政策および手続」は国
際法に違反する可能性があるプロジェクトについて
いかなる対応を定めているかという点について、プ

紛争解決制度としての世界銀行
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ロジェクトの承認に関するOMS 2.20および環境アセ
スメントに関するOP4.01を根拠に、次のように述べ
る。「本プロジェクトに適用可能な銀行の業務上の政
策および手続によれば、銀行は、プロジェクトプラン
（Project Plan）が国の環境、市民の健康および福祉に
関連する国際協定（international agreements related to 

a country's environment and the health and well-being 

of its citizens）に調和し、またプロジェクトがこれら
の国際協定に違反することのないよう確保しなければ
ならない」66。このようなパネルの見解は世界銀行法
律顧問の見解と対立するものであった。法律顧問に
よれば、銀行が融資を禁じられているのは、借入国
の「環境（environment）」に関する国際法上の義務違
反を構成しうるプロジェクトに限られる。法律顧問の
見解の根拠は、第一に、借入国の国際法上の義務に
反するプロジェクトに対して融資しないことを定め
るOMS2.20は、「本質的に環境に関する（essentially 

of an environmental nature）」国際協定にのみに言及
していること、第二に、そのOMS2.20は、既に「銀
行は、『環境に関する諸条約や諸協定（environmental 

treaties and agreements）』上の借入国の義務に違反し
うるプロジェクトに融資しない」と定めるOP4.01の
3項により置きかえられており（superseded）、現在で
は効力を有していない、という二点に求められる 67。
このような法律顧問の見解を採用できない理由とし
て、パネルは以下の三点を指摘する。第一に、「借入
国の環境やその国民の健康や福祉に対するプロジェク
トの潜在的な影響は、プロジェクトの早期段階におい
て考慮されなければならない」と定めるOMS2.20で
は、遵守されるべきものとして、「本質的に環境にか
かわる」性質を有するとは一般的に理解されえない
国際水域（International Waters）に関する協定が例示
されており、したがって、OMS2.20が環境条約のみ
を考慮しているとは解されない。第二に、OMS2.20

に続いて 1984年 5月に公布されたOMS2.36は、銀
行は「（世界銀行）加盟国が当事国となっているいか
なる国際環境協定（any international environmental 

agreements to which the member country is a party）
に違反する（contravene）プロジェクトに対して融資
を行わない」と定める。もしOMS2.20が環境に関す
る国際協定にのみ言及したのであれば、OMS2.20公
布の後にOMS2.36によって上記のような環境条約に
関する個別の規定を用意する必要はなかった。第三
に、OP4.01の前文では、新たなOPs及びBPsによっ
て廃止されるものが列挙されており、そこでは環境の
みを対象としているという限定的な性質を理由として
OMS2.36が廃止対象に含まれていた。しかし、より
一般的な性質をもつOMS2.20はそこに含まれておら

ず、OMS2.20は現在も有効である 68。
　以上のように、パネルは、国際法違反に関連して、
「業務上の政策および手続」により融資が禁じられる
プロジェクトの範囲についてはこれをかなり幅広く
認めた。その上で、パネルは、本件で要請人により
言及された ILO169号条約の趣旨および個別の条項の
内容を概観し 69、その性質について次のように述べ
た。「パネルの見解では、OD4.20は ILO169号条約の
基本理念と諸条項を広く反映している 70」。そして、
ホンジュラス政府による ILO169号条約上の義務履行
という点について直接の言及を避けながらも、パネル
は、「OMS2.20も含め、銀行はプロジェクトの内容が
ILO169号条約に合致したものであるか否かを適切に
検討しなかった」との懸念を表明している 71。

（3）結論

　パネルは、以上のような論理を展開した上で、次の
結論を導いた。すなわち、先住民族の土地に対する占
有権をガリフナ族以外の者にも付与する新財産法に対
する配慮が IPDPにおいてなされていないこと、また、
プロジェクトの枠組においては新財産法の改正または
その適用の制限が不可能であることなどの理由によ
り、本件プロジェクトは、先住民族の権利を十分に保
障しておらず、OD4.20の違反を構成する 72。

3. 本件の評価

　本件パネル認定は、貸付協定に組み込まれて借入
国の義務の一部をなす「業務上の政策および手続」
が「環境、市民の健康および福祉」に関する条約に違
反するプロジェクトへの融資を禁止するものである
との一般論を示した上で、OD4.20の性質について、
同ODは、ILO169号条約を反映しており、プロジェ
クトが ILO169号条約により定められる基準に合致し
て実施されることを要求している、と判断した。ここ
に、世界銀行プロジェクトにおいて ILO169号条約と
同等の基準が遵守されるべき点を明確にしたという本
件の意義が認められる 73。OD4.20と ILO169号条約の
関係について、Kingsburyは、OD4.20は ILO169号条
約違反のプロジェクトに融資しないことを保証する
ものではないと指摘していた。Kingsburyによれば、
OP4.01は、既に見たように借入国が加盟する環境条
約の違反を構成しうるプロジェクトに融資を行わな
いことを定めるが、このOP4.01を先住民族の権利に
関する ILO169号条約などの違反の疑いがあるプロジ
ェクトに適用することは困難であるという 74。パネル
は、1980年代に制定され、より一般的な性質を持つ
OMS2.20を根拠として、「業務上の政策および手続」
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が「環境、市民の健康および福祉」に関する条約に違
反するプロジェクトへの融資を禁止するものであると
判断した。しかしながら、OMS2.20が未だ有効であ
るか否かについて、パネルと世界銀行法律顧問との間
で見解の対立があったのは既述の通りである。さらに、
仮にOMS2.20が有効であるとしても、世界銀行内部
で現在進んでいる「業務上の政策および手続」の改訂
作業 75においてOMS2.20が廃止されることもあり得
ることから、本件が世界銀行プロジェクトにおける国
際法規範の位置づけに関する確定的な先例となるのか
は、今後の展開を見守る必要がある。
　他方で、本件は、パネル手続における借入国の国際
法違反という観点からも興味深い先例を形成した。パ
ネル手続において借入国の貸付協定違反が論じられる
可能性があるということは、本稿のⅡにおいて既に述
べた通りである。しかし、本件では、OD4.20の遵守
審査に際して、パネルによる ILO169号条約の解釈、
適用が行われ、ホンジュラス新財産法が169号条約に
適合するかという点ついても一定の評価が下された。
この過程でパネルは、本件の判断は借入国が同条約の
義務を履行しているか否かという点とは無関係である
と述べた 76。しかし、パネルがホンジュラス新財産法
の内容を詳細に検討したこと、さらに、新財産法の適
用を制限しえない IPDPが ILO169号条約を反映した
OD4.20に違反すると結論づけたことを踏まえれば、
本件の判断は、ホンジュラス政府が2004年に制定し
た新財産法が ILO169号条約に違反する、とのパネル
の評価を強く示唆しているものと解することができ
る。また、本件で特徴的なのは、要請人が、貸付協定
ではなく、借入国による ILO条約の違反

4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4

を指摘してい
た点である。本件の要請人であるORAFNEHは、ホ
ンジュラス政府との間の紛争を米州人権裁判所および
米州人権委員会に付託している 77。これらの事例は、
本件で問題となった新財産法そのものを紛争の主題と
するものではないが、本件のパネルへの調査要請提出
が、ホンジュラス政府の責任を追及する一連の活動の
一つとしての性質を帯びていたことは否定できない。
本件パネル認定は、ホンジュラスによる ILO条約違反
を主張した要請人の意図に応えたものとも評価でき、
パネル手続を借入国による条約違反を追及するための
手段として利用する可能性を広げた先例として位置づ
けられよう。
　しかし、本件のパネル認定については、次のような
疑問が提起される。
　第一に、貸付協定から生じうる借入国の義務の範囲
について。本件でパネルは、「業務上の政策および手続」
が、「環境、市民の健康および福祉」に関する条約に
違反するプロジェクトへの融資を禁止していると判断

した。「業務上の政策および手続」は、貸付協定に組
み込まれることで、同協定を通じて借入国をも拘束し
ている。つまり、「業務上の政策および手続」の解釈は、
借入国が貸付協定上負う義務の範囲に影響を及ぼして
いる。したがって、本件の判断に従えば、ホンジュラ
スは、貸付協定上の義務の内容として、同国が加盟す
る「環境、市民の健康および福祉」に関する条約の遵
守を要求されることになり、また、同国によるそれら
の条約違反は、貸付協定違反をも構成することになる。
しかし、貸付協定の締結に際してホンジュラスと世界
銀行との間でなされた合意の範囲内に、これらの条約
の遵守を貸付協定上の義務とすることが含まれていた
と解釈することができるのだろうか。学説も実行上も、
世界銀行の貸付協定は国際法上の条約としての性質を
有するものとして理解されている 78。貸付協定を条約
として理解するのであれば、「環境、市民の健康およ
び福祉」に関する条約の遵守をホンジュラスに求める
ことが、貸付協定締結時の当事者間の合意から、また
は条約の解釈として国際法上正当化されるのか否か、
慎重な検討が必要となろう。
　第二に、Shihataが指摘したように、パネルのよう
な借入国不在の手続において借入国の国際法違反を問
うことに対して、途上国側に反発が生じることが懸念
される。借入国側がパネル手続において非難（impugn）
されることについて不快感を示していること、また、
そのことがパネルの現地調査への借入国側の非協力的
な姿勢につながりうることは、これまでも指摘されて
きた 79。さらに、第一点目に関連して述べたように、
本件では、人権や環境などに関する条約の遵守が、貸
付協定上の義務として、ホンジュラスに課されること
となった。このような場合、パネルは、人権、環境な
どに関する条約と貸付協定の違反という二重の意味
で、借入国による国際法違反を認定することになりう
る。
　パネル手続を契機に世界銀行と借入国との間に深刻
な対立が生じた事例としてよく知られるものに、中国
西部貧困削減プロジェクトがある 80。同プロジェクト
では、チベット高原への入植と入植先でのダム建設な
どが予定されていたため、入植地域に先住していたチ
ベット人およびモンゴル人への影響が懸念されてい
た。アメリカに拠点を置くNGOからの調査要請提出
を契機に、パネルは本件について調査を実施し、結論
として、プロジェクトにおける数々の「業務上の政策
および手続」違反を認定した 81。これに対し、中国政
府は、理事会の場でパネルの活動とそれに基づく世界
銀行の対応を厳しく批判し、最終的には融資の辞退を
表明するに至る 82。この中国の事例とは異なり、ホン
ジュラスの事例では、ホンジュラス政府が強硬な姿勢
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を見せることはなく、パネル報告書とそれに対する事
務局の報告書を理事会が承認してパネル手続は終了し
た 83。しかし、パネルが本件で見せた借入国の国際法
違反を論じるという姿勢は、世界銀行と借入国との関
係において微妙な問題を含み、両者間の対立を生じさ
せうることには留意しておく必要があろう84。

Ⅴ. おわりに―小括

　以上、本稿では、世界銀行インスペクション・パネ
ルにおける借入国という視点から、パネル手続におい
て借入国による国際法違反が争われた事例を具体的な
素材として、世界銀行融資をめぐる法的紛争の処理と
いう文脈においてパネルが果たしている役割について
一定の考察を試みた。本稿での限られた検討の範囲か
らは断定的な結論をまとめることは困難であるが、現
段階で以下のような総括が可能であろう。
　第一に、パネルに付託される事案を見る限り、世界
銀行融資プロジェクトをめぐる紛争は、世界銀行と私
人の間にのみ生じるとは限らない。むしろ、それらの
紛争の本質的な争点が借入国と私人との間の見解の不
一致でありえることは、既に見た通りである。そして、
ホンジュラスの事例のように、プロジェクトをめぐり
生じた「私人と借入国の紛争」に、パネルが積極的に
関与することもありえる。
　第二に、パネルは、その任務の性質上、借入国によ
る国際法違反の認定とは不可分の手続である。本来パ
ネルは、世界銀行による「業務上の政策および手続」
違反を認定するための機関として設置された。しかし、
この「業務上の政策および手続」が貸付協定の一部と
なることで、借入国の国際法上の義務違反がパネルに
おいて論じられる。他方で、パネルによって認定され
る「銀行職員による業務上の政策および手続の違反」
は、世界銀行に対する法的責任を生じさせるものでは
ないとの理解が一般的である 85。この理解が正しいと
すれば、世界銀行インスペクション・パネルにおいて
厳密な意味での法的責任を問われているのは借入国の
みであると言うこともできよう 86。
　第三に、パネル手続は、世界銀行融資をめぐる紛争
はいかに解決されるべきかという基本的な問題を投げ
かけている。プロジェクトにより生じた被害や環境問
題を実効的に解決することの必要性は、急速に深まり
つつある。そして、このことが、パネル設立や世界銀
行以外の開発金融機関における類似制度の設立にも反
映されているものと考えることができる 87。しかし他
方で、世銀融資プロジェクトをめぐり生じた紛争の解
決のために、近年の事例においてパネルが見せる「借

入国の国際法違反を明らかにする」という姿勢は、果
たして望ましいのか。パネルがその問題に過度に立ち
入ることは、借入国側の強い反発を生む危険性を含む。
世界銀行融資プロジェクトをめぐる紛争の解決のため
に、パネル手続を積極的に活用することが望ましいの
か、あるいは本当の意味での紛争の解決をもたらすの
かなどについては、世界銀行融資が世界銀行、借入国、
そして影響を被る私人という三者が関与する問題であ
るという点を踏まえ、さらに一層冷静で客観的な分析
が必要とされるものと思われる。
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Ⅰ. はじめに

　2003年7月16日、「性同一性障害者の性別の取扱い
の特例に関する法律」（以下、特例法）が成立し、翌
2004年7月16日に施行された。同法は、性同一性障
害（Gender Identity Disorder：GID）1と診断された者
のうち特定の条件を満たす者に対して、家庭裁判所の
審判を経ることによって法令上の性別の取り扱いを性
自認 2に合致するものに変更することを認め、戸籍上
の性別記載を変更できるものとした法律である。
　GIDに焦点を当てたこの特例法は、日本においてセ
クシュアル･マイノリティとしてのGID当事者に、正
式に社会的地位を付与した政策といえる。GID当事者
に対して、性別適合手術が行われるようになったのは
1998年のことであり、5年遅れての法整備であった。
これで、手術による身体的性別変更に加え、法的にも
性別変更が可能となった。
　「性とは何か」、「ジェンダーとは何か」という問い
に関する繊細な事柄を正面から扱ったかのように見え
るこの政策は、「ジェンダーからの解放」を掲げる男
女共同参画社会とはどのような関係にあるといえるの
だろうか。特例法の成立は、一見、性 3の多様性を認
める余地をもち、性別二元論により与えられる規範を
問い直すという点において、男女共同参画社会との親
和性は高いものであると考えられる。しかしながら、
現実に特例法によって救われるのは、ジェンダー・ア
イデンティティ（gender identity）4を明確に一方の性
に定めることのできる一部のGID当事者のみである5。
特例法の枠組みにおいて、性の多様性は、可能性すら
存在できないのが実態である。
　ここで問題となるのは、本来ならばジェンダー主流

化（gender mainstreaming）6の流れの中に位置付けら
れうるはずの特例法が、なぜ、またどのようにして性
別二元論の枠組みの中に取り込まれたのか、という点
である。その原因の一つには、議員立法という立法形
式における「見えない審議過程」があると考えられる。
法案提出後10日で成立にいたり、「スピード可決」と
評価あるいは揶揄されたこの法案は、どのような政治
過程を経て成立にいたったのであろうか。その過程を
探るための前段階として、本稿を置くこととする。
　本稿の構成について、簡単に述べておきたい。第Ⅱ
節では、議論の前提として、特例法とGIDについて
概観する。第Ⅲ節では、男女共同参画ビジョンと男女
共同参画2000年プランをベースに、ジェンダー主流
化の流れを確認する。あわせて、特例法が、ジェンダ
ー主流化の中に位置付けられるものであることを確認
する。第Ⅳ節では、特例法をめぐる諸研究を、当事者・
社会学的視点に依拠するものと、法律学的視点に依拠
するもの（主に憲法と民法）とに分けて、それぞれ概
観する。また、それらの研究においては政治的観点か
らの分析が十分でないことを指摘する。そして、ジェ
ンダー主流化の理念と特例法との親和性にもかかわら
ず、ジェンダー・バッシングの立場からの賛同が、逆
説的に、早期の成立に寄与した可能性について論じる。
第Ⅴ節では、法案成立にいたるまでの時期における議
事録を参考に、議論を概観し、部分的ながら、国会に
おいて認識されていた性別変更をめぐる論点を洗い出
す。

Ⅱ. 特例法とGID

　本稿において議論を進めていくうえでの前提となる

性同一性障害者特例法を
めぐる現代的状況

―政治学の視点から―

竹田　香織

094



事柄であるため、まず、特例法とGIDに関してここ
で見ておきたい。

1. 特例法の概要

　特例法については、既にさまざまな文献において紹
介されているため 7、ここでは詳述は控える。同法に
より、一定の要件を満たした「性同一性障害者」は、
家庭裁判所に申し立てを行うことによって、戸籍上の
性別変更が認められるようになった。以下に、特例法
第3条第1項にある、性別変更が認められる要件 8を
列挙する。
①20歳以上であること
②現に婚姻をしていないこと
③現に子がいないこと 9

④ 生殖腺がないことまたは生殖腺の機能を永続的
に欠く状態にあること

⑤ その身体について他の性別に係る身体の性器に
係る部分に近似する外観を備えていること

　なお、この法律における「性同一性障害者」には、「生
物学的には性別が明らかであるにもかかわらず、心理
的にはそれとは別の性別（以下、「他の性別」という）
であるとの持続的な確信を持ち、かつ、自己を身体的
及び社会的に他の性別に適合させようとする意思を有
する二人以上の医師の一般に認められている医学的知
見に基づき行う診断が一致しているもの」という定義
が与えられている（特例法第2条）。

2. GIDとは

　法律上における「性同一性障害」の定義は前述のよ
うになされているが、そもそもGIDとは何であろうか。
この問題については、各分野において研究がなされて
いるため、詳細に関してはそれらに譲る 10が、本稿で
も簡単に触れておきたい。
　GIDとは、「生物学的な性」と「性の自己意識（性
自認）」が一致しない状態を指す。WHO（世界保健
機関）の ICD-10（ICD=The International Statistical 

Classification of Diseases and Related Health Prob-

lems、『国際疾病分類』の第10版）、およびアメリカ精
神医学会のDSM-Ⅳ -TR（DSM=Diagnostic and Sta-

tistical Manual of Mental Disorders、『精神疾患の診断・
統計マニュアル』の第4版修正版）などの国際診断基
準によって定義付けられる精神医学上の疾患名であ
る 11。日本精神神経学会（2006）によると、GIDの診
断は以下のような手順で行われる。

（1）ジェンダー・アイデンティティの判定

　DSM-Ⅳ -TRや ICD-10を参考にしながら、以下の
ことを中心に検討する。
①自らの性別に対する不快感・嫌悪感を持つ
②反対の性別に対する強く持続的な同一感を持つ
③反対の性役割を求める

（2）身体的性別の判定

① 原則として、MTF12は泌尿器科医、FTM13は婦
人科医により実施される。染色体検査、ホルモ
ン検査、内性器ならびに外性器の診察ならびに
検査等。
② インターセックス、染色体異常など、身体的性
別に関連する異常の有無を確認。

　以上のような点を総合的に判断して、身体的性別と
ジェンダー・アイデンティティが一致しないことが明
らかであれば、GIDであると診断されることとなる。

Ⅲ. 特例法とジェンダー主流化

　特例法の成立は、一見、男／女として性を固定化す
る性別二元論とは異なり、性別を越境しうるという意
味において、性の多様性を認める立場に立った施策で
あるように見える。もしそうであれば、この法律は、
ジェンダーのあり方そのものを問い、最終的にジェン
ダーからの解放をも視野に入れた見方をもつジェンダ
ー主流化という考えとも、両立しうるものといえない
であろうか。本節では、この問いに答えるべく、特例
法とジェンダー主流化との関係を検討する。
　男女平等を実践するための政策といえば、「女性政
策」という言葉がしばしば用いられる。「女性政策」
には、「通常、女性（と子ども）を対象とする政策、
ないしは女性のための政策」（大沢 2000：2-3）や、「国・
地方公共団体が立案・実施する、女性の福祉や地位の
向上など女性の選択肢をふやし、多様な女性の生き方
を支援することを目標とする政策」（大海 2003：113

下）といった定義が与えられるのが一般的であろう。
なにも、政策の受益者が「女性に限定されているわけ
ではないが、女性が多いために、女性政策とよばれて
いる」（大海 2003：113下）のである。すなわち、女
性問題の解決や女性の地位向上に主眼をおいた政策
が、女性政策であるといえよう。大沢（2000）によれば、
1990年代後半に入って、そういった従来の女性問題
解決あるいは女性の地位向上を目指すものから、「ジ
ェンダーからの解放（ジェンダー・フリー）」および
「ジェンダー主流化」へと、政策の枠組み（パラダイム）
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が転換したという。そして、その転換の契機となった
のが、「男女共同参画ビジョン」であり、「男女共同参
画2000年プラン」であるとする（大沢 2000：2-3）。
パラダイム転換にあたるものとして、両者がそれぞれ
どのような特徴を持っていたのかについて概観する。

1. 男女共同参画ビジョンと男女共同参画
2000年プラン

　「男女共同参画ビジョン」と「男女共同参画社会の
形成の促進に関する平成12年（西暦2000年）度まで
の国内行動計画（男女共同参画2000年プラン）」は、
1999年に公布された男女共同参画社会基本法の前段
階となったものである。
　1994年6月の政令により、首相の諮問機関として、
男女共同参画審議会が総理府に設置された 14。同審議
会は、1994年8月に内閣総理大臣から受けた、「男女
が均等に政治的、経済的、社会的及び文化的利益を享
受することができ、かつ、共に責任を担うべき男女共
同参画社会の形成に向けて、21世紀を展望した総合
的ビジョン」についての諮問に対し、前年の第4回世
界女性会議において採択された北京行動綱領および北
京宣言を視野に入れ、1996年7月に「男女共同参画
ビジョン（以下、「ビジョン」とする）」を答申した。
この「ビジョン」は、目指すべき男女共同参画社会の
包括的な姿をはじめて明らかにしたものとされる（大
沢 2000：12）。大沢（2000）は、「ビジョン」の「は
じめに」の第一文「男女共同参画―それは、人権尊
重の理念を社会に深く根づかせ、真の男女平等の達成
を目指すものである」という文言と、第一部「男女共
同参画の基本的な考え方」における「この答申は、女
性と男性が、社会的・文化的に形成された性別（ジェ
ンダー）に縛られず、各人の個性に基づいて共同参画
する社会の実現を目指すものである」という文言を引
用し、次のように述べている。すなわち、大沢は、ビ
ジョンが「『男女共同参画』を『真の男女平等』の達
成に向かうプロセスととらえ」ており、さらに、「『男
女共同参画』は“gender equality”をも超えて、ジェ
ンダーそのものの解消、『ジェンダーからの解放（ジ
ェンダー・フリー）』を志向する」という趣旨をもつ
ものであることを示し、「ラディカルというに値する」
と評価している（大沢 2000：13）。
　この「ビジョン」に基づいて政府が策定したのが、
「男女共同参画2000年プラン（以下、「プラン」とす
る）」である。政府は、1996年12月12日、「ビジョン」
および北京行動綱領や北京宣言などを基に作成した
「男女共同参画2000年プラン」（案）を男女共同参画
審議会に諮問し、「妥当」との意見を受けて、翌13日
に「プラン」を決定した。これは、可能ならば1996

年末までに各国政府が自国の行動計画を開発し終える
ことを求めた北京行動綱領 15に答えるものであった。
　前述した「ビジョン」で見られるようなジェンダー
に関する考え方が、そのまま「プラン」の方にも引き
継がれているかについては否定的な意見が多い（内閣
府男女共同参画局 2004：32）。一方で、大沢（2000）は、
両者の時間的射程の違い（「ビジョン」は2010年度ま
で、「プラン」は2000年度まで）と施策の体系の差を
理由に、「プラン」は「ビジョン」の「趣旨に概ね沿
うもの」と理解しうるとする（大沢 2000：19-20）。
ゆえに、「プラン」は、「ジェンダーからの解放」とい
う戦略的ジェンダー課題 16を究極の目標として、「ジ
ェンダー主流化」を基本目標の筆頭に掲げる政策体系
といえ、女性政策の「新しい段階を拓いたもの」（大
沢 2000：20）と位置付ける。
　こうした大沢の見解は、男女雇用機会均等法の改正
というかたちとも合致していると見ることができる。
そこで、次に、ジェンダー主流化の観点から、均等法
改正の変遷を概観する。

2. 男女雇用機会均等法

　男女雇用機会均等法（正式名称は「雇用における男
女の均等な機会及び待遇の確保等女子労働者の福祉の
増進に関する法律」。以下、均等法）は、1985年、日
本が女性差別撤廃条約（正式名称は「女子に対するあ
らゆる形態の差別の撤廃に関する条約」。国連採択は
1979年）を批准したことを受けて、そのための国内
法整備の一環として制定された。1947年制定の労働
基準法が、賃金以外の男女差別については明確に禁止
する条文を持たなかったのに対し、均等法は賃金以外
の労働条件に関する男女差別を規制する具体的な立法
であった（浅倉 2007：35-36）。以下では、改正ごと
の理念の変遷について見ていくこととする。
　1985年制定の均等法の理念は、女性差別撤廃条約
に依拠している。同条約は、女性に対する差別は人間
の尊厳に反し、社会および家族の繁栄の増進を阻害
するものである、という考えを基本理念に据えてい
る。さらに、母性の社会的重要性と、子の養育に対し
ては男女および社会全体が責任を負うことの必要性の
認識の下、政治、社会、経済、文化などあらゆる分野
における女子に対する差別を撤廃するため、適当な措
置をとることを締約国に要請するものである。雇用の
分野においては、母性保護措置は差別とみなしてはな
らないとする一方、女子一般に対する保護は女性に対
して差別的効果があるとして解消を求めている（赤松 

1985：45-62）。日本においては、憲法第14条に規定
された基本的人権の一つである「男女平等」をベース
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に、雇用の分野における男女の均等な機会および待遇
の確保を促進する措置をとるとともに、女子労働者が
職業生活と家庭生活との調和を図ることができるよう
にするための就業援助の措置等を柱として、均等法は
制定された（赤松 1985：235-238）。
　均等法は1997年に改正される（1999年施行）。「福
祉法」的側面と片面的な性格 17への批判を受けて、名
称も「雇用の分野における男女の均等な機会及び待遇
の確保等に関する法律」とされ、1997年改正均等法
第1条の「目的」および第2条の「基本的理念」から
女性の「福祉の増進」という文言が削られた（浅倉 

1999：34-38）。また、募集・採用から定年・退職・
解雇にいたる雇用の全ステージにおいて努力義務規定
がなくなり、使用者による女性差別が禁止されること
となった。一方で、妊娠中および出産後の健康管理に
関する措置を、これまでの努力規定から事業主の義務
規定へと改正した。このように、改正均等法は、女性
差別の禁止と母性健康管理のための法律という側面が
強くなった（浅倉 1999：42-43）。
　しかしながら、依然として積み残した課題は多く、
同法は2006年に再度改正された（2007年施行）。も
っとも論議を巻き起こした改正点の一つに、間接差
別禁止規定がある。「間接差別」という考え方による
と、たとえ使用者が表面的に性中立的な条件や基準を
採用し、職場の男女にそれを平等に適用したとして
も、そのような条件・基準によって結果的に多数の女
性が不利益を被る場合、その条件・基準の適用自体
が、女性を「間接的に差別した」ことになりうるので
はないかと推測される。2003年に日本に提出された
女性差別撤廃委員会（Committee on the Elimination 

of Discrimination against Women：CEDAW）の「最
終コメント」の中には、国内法に差別の明確な定義が
含まれていないことを懸念し、直接差別および間接差
別を含む、女性に対する差別の定義が国内法に導入さ
れることを勧告する旨の指摘があった。この点につ
き、結局「間接差別」という表現は文言上用いられず、
その基準については、第7条「性別以外の事由を要件
とする措置」という見出しの下、省令による限定列挙
という形をもって規定されることとなった。このよう
に、限定的ではあるものの、均等法がめざす平等概念
は、男性の働き方の基準に女性を合わせる「男性なみ
平等」ではなく、家族的責任をもつ男女が満たせる基
準による平等であることを具体化したということがで
きる（浅倉 2007：38-46）。また、2006年の改正点の
一つに、「女性労働者に対する差別の禁止」から「性
別を理由とする差別の禁止」へと、差別の定義が広げ
られた点がある。
　このように、均等法は、徐々にジェンダー主流化に

沿う形で法改正が行われてきているといえる。すなわ
ち、ジェンダー主流化の流れの中に位置付けられてい
るということができよう。

3. ジェンダー主流化における特例法

　以上のように、ジェンダー主流化の理念は、男／女
を軸とした、規範としての性別二元論を問い直すこと
につながりうるものといえる。こうした考え方は、
GIDを通して、生まれもった性を固定的なものとは考
えないという意味において、性の多様性の許容という
点から、特例法とも親和性をもちうるものであると考
えられる。では、特例法は、こういったジェンダー主
流化政策の流れの中に位置付けることができるのであ
ろうか。
　ジェンダーとは、セックス（生物学的性）との対比
において社会的・文化的性を意味するとされており、
人の性自認の確立に深く関わることである。さらに、
近年では、ジェンダーという概念を、従来の生物学的
性と社会的・文化的性の二分論を越えて、「性差や性
別についての観念・知識」のように広く定義する用法
が採用されてきている。こういったジェンダー概念を
鑑みるに、GIDに焦点を当てた特例法もまた、ジェ
ンダーを扱う政策の範疇に入りうるものであると考え
られる。この点に関連して、佐倉（2006）は、公的
書類の性別記載を見直す動きがいくつもの地方公共団
体で見られることに触れて、男女共同参画社会づくり
とセクシュアル・マイノリティが生きやすい環境を整
備することとの共通性を見出している（佐倉 2006：
177-178）。このことからも、男女共同参画社会すな
わちジェンダー主流化と特例法とは、同局面において
とらえることができるといえよう。

Ⅳ. 特例法に関する先行研究

　前節では、特例法が、男女共同参画社会の理念であ
るジェンダー主流化と親和的でありうるということを
論じた。それでは、特例法の成立に対しては、性別二
元論の観点から、これまでどのような見解が示されて
きているのであろうか。特例法をめぐる研究は、当事
者および社会学的視点によるものと、法律学的視点に
よるものとに大別できる。以下、順に見ていく。
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1. 当事者・社会学者 18の視点

　特例法の成立にあたっては、GID当事者たちの強い
ニーズが大きく影響したことを考えるならば、まず、
その当事者たちがどのように特例法をとらえているか
を押さえておく必要があるだろう。
　当事者や社会学者において、特例法に対し、無条件
で評価するというものは、管見のかぎりではほとんど
ない。その問題点を指摘する声はやはり多いのである。
しかしながら、その中でも比較的、従来は認められて
こなかった性別変更を可能にしたとして、第一歩を踏
み出したことへの評価を重視するものと、他方で、成
立した特例法が新たに問題を生み出している側面を強
調するもの 19とに分けられる。それぞれについて、以
下に見ていく。
　特例法の成立自体を評価するものとしては、虎井
（2003）や上川（2007）が挙げられる。これらは特例
法の改善すべき点を指摘する一方で、見直し条項とし
ての附則を肯定的に評価し、立法自体がまずは一歩前
進であることを重視する。従来は、性別変更を望む当
事者たちが、家庭裁判所に戸籍の性別記載の変更を申
し立てるも、司法の場においてはほとんど認められて
こなかった、という。司法も行政も対応できない状況
の打開は立法によるしかないが、世論の関心、議員立
法の機運が高まっていた2003年の第156回国会の機
を逃せば「この先当分のあいだ絶望的になる」（上川 

2007：114）。そうした、当事者全員を相変わらず社
会制度の埒外に留まらせ、依然として誰一人救われな
い事態を回避するためには、批判点のある要件の削除
を求めるよりも、法案を通すことを優先させる方が「現
実的かつ唯一の選択肢」であり、「苦渋の決断」であ
ったと考えられたわけである（上川 2007：92-102、
108-116）。
　一方、特例法の問題を指摘するものとしては、佐倉
（2006）がある。「『性別には男か女しかなく、かつそ
れは出世時の外性器の形状によって決まる』というき
わめて単純」で固定的な従来の性別概念に対して、「じ
つは途中で変わったりすることもあるようなものなの
だ」と「法的に正式に制度化されたことの意義は大き
い」としながらも、特例法に対して唱えられうる異議
として6点挙げている（佐倉 2006：123-130）。第一に、
GIDの障害化と性別における自己決定の否定である。
GIDはあくまで特殊な病気であり、当事者は障害者な
のだから特別に救済するのだという発想の正しさを疑
問視する。第二に、特例法の規定により、「自己を身
体的及び社会的に他の性別に適合させようとする意思
を有する」者のみ

4 4

がGID当事者であるというような、
当事者概念の画一化が生じかねないことである。実際

には、GIDに悩む当事者の中にも、自身の「『身体を
望む性別のものに変えること』に重点を置く者もいれ
ば、社会的な性役割などを『希望の性別のもの』にす
ることを優先する者もいる」（佐倉 2006：125）。にも
かかわらず、定義の押しつけになるなら、それは新た
な差別を生む危険性すらあるのである。第三に、佐倉
は、個人のありのままの状態を病理化し、医療化して
しまうことを挙げる。第四に、家庭裁判所への申し立
てが必要であるという手続きの厳しさを挙げ、第五に、
異性愛主義に基づく固定的家族観が法に貫かれている
ことを指摘する。第六には、身体改造の義務化を挙げ
る。これは、第二の点とも関係しており、手術を希望
する人のみが真のGIDであるという画一化に加えて、
さらに、特例法には、優性思想の影と典型的な性器主
義をも見て取れることが述べられている。
　また、特例法の問題点を挙げるにとどまらず、特例
法の副作用ともいうべき現象について言及しているの
が吉野（2008）である。吉野（2008）は、一見、性
の多様性をすくいあげるかに見える特例法が、実際に
は医療状況の変化と併せて、当事者のライフコースを
限定しているのだと指摘する。吉野は、特例法には3

つの問題点があると述べる。第一に、特例法を基準に、
特例法によって戸籍を書き換え、生まれ持った性とは
「逆の性」に同化・埋没することに成功した「性同一
性障害エリート」と、そうではない当事者である「落
ちこぼれ」を現出させたこと、第二に、特例法適用と
なるための5つの要件について妥当であるか否かが疑
わしいこと、第三に、特例法制定が、GIDの枠組みを
強固に再編したこと、を挙げている。特に3つ目につ
いては、GID当事者が主張する「身体違和」「性別違和」
の概念が、「GID規範」として当事者自身を自縄自縛
にしていってしまうことを指摘する 20。
　より社会学的な研究としては、GID当事者らへのア
ンケート調査をもとに、当事者らの特例法に対する評
価を分析した田端・石田（2008a）や、そのアンケー
トにおいて回答にあらわれてこない部分（NA/DKや
欄外への書き込み）に焦点をあてた田端・石田（2008b）
がある。また、GID当事者らへのインタビューにもと
づいて分析を行った鶴田（2008）、石田（2008b）がある。

2. 法律学的視点―憲法学

　特例法に関しての法学者による検討には、憲法学的
見地からのものと、民法学的見地からのものとに大き
く分けられる。
　憲法学の嶋崎（2004）は、GIDをめぐる認識につ
いて、近年は改善されつつあるものの、「性転換手術
の実施が障害の『治療』として刑法上正当化されるに
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すぎないように、GIDは憲法とりわけ人権の問題とし
て十分把握されていない」と指摘する。「人権の問題
と考えれば、特例法での戸籍上の性別変更の制限も憲
法上問題となる」（嶋崎 2004：10）。嶋崎によると、
GID当事者であること自体の否定は、憲法第13条後
段にある公共の福祉によっては正当化できず、憲法第
13条前段の「個人の尊重」原則に反する。一方、性
別適合手術や戸籍の性別変更等は、個人の意思が働き
うるため、「個人の尊重」それ自体ではなく、第13条
後段の「幸福追求権」から導かれる自己決定権の問題
にあてはまりうる。この場合、公共の福祉による内在
的制約を受ける可能性があるが、GIDにおいて、自
己認識と自己決定権は深く結びついているため、自己
決定権に対する制約に対しては厳格な合憲性審査が必
要となるとする。この観点から、嶋崎は、特例法適用
の要件は制限として憲法上許容されうるのかについて
検討を加えている。子なし要件については、親子関係
の多様性から、一律に子を持つGID当事者を排除す
ることは、「個人の尊重」と結びついた自己決定権の
制限であり、その正当性は相当疑わしいとする。加え
て、未成年者の排除も、未成年のGID当事者が置か
れうる苛酷な環境を考慮すれば問題であるとする。嶋
崎は、立法論上の改善の余地を指摘する一方で、GID

への社会的差別や抑圧等を禁止する立法の検討につい
ても必要性を主張している（嶋崎 2004：12）。
　また、國分（2004）は、憲法上の論点として、①
自己決定権、②身体（とりわけ生殖機能）の可処分性
という2つの観点から、特例法に内在する問題点を3

つ挙げている。すなわち第一に、性別変更可能な範囲
をきわめて限定したことにより、場合によっては手術
を要しない者も手術へと向かわせる可能性がある。第
二に、法的に「性変更」と認められる範囲の限定が、
手術を望む者についても自己決定の余地を狭めるもの
となっている。第三に、なおも生物学的性別という従
来の範疇で処理されていることにより、性別とは何
かという本質的議論が隠蔽されている（國分 2004：
14）。さらに、第一の点に関連して、自己決定権の考
え方からは、自らの性自認に合わせて性を自己決定す
ることは身体処分の自己決定よりも問題なく認められ
やすい権利だと考えられるべきところを、特例法は、
身体処分をしたものについてのみ、性の自己決定を
認めるものとなっているとして、特例法には論理的
転倒があることを指摘している点は興味深い（國分 

2004：10）。

3. 法律学的視点―民法学

　憲法学的視点においては、GIDは、「幸福追求権」

や「自由」という、比較的抽象的な次元から議論され
ている。これに対し、民法学的視点からは、GIDの問
題を戸籍や性別表記の訂正という問題と関連させた、
より現実的あるいは実践的なものとしてとらえられて
いる。
　特例法に関するものとしては、新しいものでは棚村
（2008）が学説上の整理をしたうえで、各要件につい
て検討を加えている。まず、年齢要件については、あ
まり合理性もないため、医療同意年齢である15～16

歳や、経済的社会的に自立しうる18歳とすることも
可能であるとする。続いて、非婚要件については、同
性婚やパートナーの登録制度が設けられてない以上、
いまなお必要であるとしている。また、子なし要件に
ついては、性別変更により関係者の利益が害されない
ことという消極的要件を課し、家庭裁判所が審判の際
に、子の意見を聴取したうえで総合的に判断するとす
れば削除してもよく、未成年の子でもすでに受け入れ
ている場合には特に問題はないと述べている。生殖能
力放棄要件については、前述の子なし要件を外した場
合に、残すのかどうかは「微妙な問題」（棚村 2008：
8左）であるという見解を示す。最後の、性器形成要
件については、GIDであっても性器に関する手術を希
望しないなど、多様なケースが考えられることから、
今後も議論を要するとしている。加えて、日本では、
民事特別法や手続法の問題が先行し、婚姻・養子縁組・
相続などの民法上の根本的問題に関しては、細かい議
論の蓄積がなされていないことを指摘している。
　そもそも、性別適合手術を受けたGID当事者の戸
籍上の性別変更に関する最も初期の研究には、大島
（1983）がある。「法的性」の訂正として問題にして
おり、法的性の決定に際しては、「生物学的事実のみ
に依るべきものではなく、究極的には、社会通念によ
るべき」として、「外部性器の形態による性、第二次
性徴、心理学的性、社会学的性が重視されるべき」と
論じる（大島1983：103）。医学的要件としては、①
精神科医の鑑定により「変性症 21」であると認められ
ること、②ホルモンの投与あるいは外科手術による性
的外観の変様、③社会学的性の変様、④生殖能力がな
いこと、⑤将来における再転換の可能性が極めて低い
こと、他方、法的要件としては、①日本国民であるこ
と、②満20歳以上であること、③完全な行為能力を
有すること、④婚姻していないこと、を挙げる。
　また、性転換および同性愛の問題について検討した
大村（1995）は、戸籍の性別変更に関しては、既存の
夫婦関係や親子関係、さらには夫婦や親子といった概
念に深刻な影響を及ぼすという点から消極的であり、
名の変更や行政文書等への性別記載の省略等によって
中間的解決がはかられるべきであることを示した。
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　1990年代後半に入って、実際に性別適合手術が行
われるようになってからは、GIDに対する社会的認知
度も高まり、問題としてとらえられる契機が多くなっ
ていった。以降、特例法成立までの間、戸籍訂正に関
しては、より実践的な側面から研究がなされていった。
大島（2001a）は、GID当事者が公的な書類の提示を
求められる場合、GIDについて知られることとなり、
プライバシー権の侵害となること、また、憲法第24

条2項に規定される婚姻を阻止し、GID当事者の尊厳
を著しく傷つけていること、戸籍上の性別訂正を認め
ないことはGID当事者の私生活に対する恣意的な干
渉に該当する（世界人権宣言第12条違反）ことなど
から、GID当事者に対して戸籍上の性別訂正を認め
るべきであると主張する。大島（1983）に比べて議
論を明確にしており、具体的方法としても、戸籍法第
113条に規定される「錯誤」の意味を拡大解釈して、
司法的解決をはかるべきであるとする。医学的要件と
しては、国内における性再指定手術（性別適合手術）
の実施状況を斟酌し、元の性の生殖能力喪失で十分で
あり、新しい性の外性器の形成までは要しないと考え
る、としている。さらに、子のないことを要件とすべ
きかについては否定的である。とりわけ認知の場合に
問題が浮上する。MTFの男性が婚姻関係にない女性
に非嫡出子を産ませて認知せず、その後女性へと性別
表記の訂正を行った後で、子どもを認知したとする。
認知には遡及効があるため（民法第784条）、性別表
記の訂正の時点で、このMTFの男性は子を持ってい
たこととなる。この場合、性別表記の訂正を取り消す
べきでないとするならば、結果的に子を持つ者につい
ても性別表記の訂正を認めることになり、制度として
一貫性を欠くこととなる。反対に、取り消すべきとし
ても、もし当該MTFが女性として男性と婚姻してい
る場合には、今度は男性同士の婚姻を認めることとな
る。故に、子のないことを要件とすべきではないとす
る 22。
　澤田（2000、2001）は、同性婚が認められていな
いという観点から、既婚者の性別変更は認められない
ため、当面は性別適合手術の対象を未婚の者に限定す
るのが望ましいとし、そうした厳格なスクリーニング
を経た後、正当な「医療行為」として性別適合手術を
受けた者については、手術によって事後的に戸籍の記
載と不一致を生じた時点で「錯誤」が生じたものとし
て、戸籍法第113条が規定する「戸籍の記載に錯誤が
あること」に該当するものとして同条を解釈適用する
ものとする。
　また、大島（1983、2000、2002：第6章）や石原・
大島（2001：第五部）は、諸外国における性別表記
の訂正・変更に関する制定法を詳細に紹介するもので

ある。特例法が、主としてどの国を参考にして立案さ
れたのかは必ずしも定かではないが、特例法の可決が
2003年であり、かつ、大島自身が自民党内の性同一
性障害勉強会に講師として招かれている 23ことを考え
ると、骨子案において、これらの研究が参照された可
能性はかなり高いといえる。さらに、拘置所および刑
務所におけるGID当事者の処遇について諸外国の事
例を参考に検討を加えた、大島（2001c、2002：第10

章）や、医療保険に関して各国の判例を広く紹介し、
日本について憲法に照らして保険の適用を主張する大
島（2001b、2002：第2章）など、より個別の問題を
取り扱った研究成果もある。このような研究もまた、
実際の政策実施において反映されうる、あるいは既に
反映されていると考えられるであろう。

4. 政治的視点

　以上見てきたように、当事者や社会学者においては、
ジェンダー主流化の理念と親和的であるといえる性の
多様性の存在を、現実のものとして想定している。一
方で、法律学とりわけ民法においては、ある程度の性
別二元論の枠を前提として、議論がなされていること
を確認した。
　多様な性ではなく、男／女を固定化する性別二元論
は、民法を適用するうえで、ある程度やむを得ない事
情だと考えられる。しかし、問題は、こうした性別二
元論への依拠が、はたして民法運用上の問題だけにと
どまっているかどうかである。
　この点を考える手がかりとして、一つの例を挙げる。
特例法の立案に向けて、与党性同一性障害に関するプ
ロジェクトチームが立ち上がるのは2003年5月13日
のことであるが、そのメンバーの中には、例えば、ジ
ェンダー・バッシングの急先鋒とされる山谷えり子議
員（当時、保守新党）が名を連ねている（南野 2004：6）。
特例法は、これまで、「性別とは生来のものであり、
人為的には変えることのできないもの」であると考え
られてきたことに対し、「性別とは越境の可能性を持
ちうるもの」であり、また、その境界の柔軟性を公式
に認める効果をもつものといえる。「男らしさ」「女ら
しさ」にこだわりを見せる山谷が、なぜ「男らしさ」
「女らしさ」からの逸脱例ともいえるようなGID当事
者の性別変更に関しては推進的であったのか。
　山谷のようなジェンダー・バッシング論者がGID

当事者の性別変更に対して推進的であった理由の一つ
は、GIDの「障害化」であり、もう一つは「変更後の
性別の明確化」であると考えられる。障害であれば治
療せざるを得ない。「障害化」として「病理化」する
ことによって、男／女という性別二元論を規範とした
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社会においては、GIDはいわば「正常」な状態から
の逸脱としてみなされる。つまり、それは男／女とい
う性別二元論を軸として、それに沿っているか否かを
基準に、性に関して「正常」か「異常」かを判断して
いることになる。そこには、特例法あるいはGIDが、
性自認や性的指向といったジェンダーに関する問題で
あるという意識や、あるいはマイノリティに関する問
題であるとの認識が介在する余地はなく、偏に「異常」
としての病理的な問題に落としこまれてしまう。
　加えて、障害であると認められるための医学的要件
は、第Ⅱ節2.のGIDに関する記述で挙げたように、
自らの性別に対する不快感・嫌悪感や、反対の性別に
対する強く持続的な同一感を持つこと、それから、反
対の性役割を望むことが課される。さらに、施術は不
可逆的なものであるため、性別を適合させた後は、生
まれたときとは別の性としての人生を迷いなく送るこ
とが必然とされる。こうして、どちらか一方の性に強
く同一感をもつことにより、性別を越境することを認
めたうえでもなお、十分に性別二元論の枠組みの中に
おさまることになる。そして、その性別の越境を「障害」
としてしまうことで、例外的な扱いを可能にする、ま
さに「特例」法として立案しえたと考えられるのである。
　心身ともに、生まれもった性とは反対の性になるこ
とを強く望むGID当事者のみが、この要件に該当する。
結局、性別二元論で説明のつく事例のみが、特例法の
枠内に包含されうることとなる。つまり、「障害者」
として、ジェンダー規範からの逸脱例としての扱いを
することで、性別二元論に再吸収することが可能とな
るのである。特例法が、ジェンダー主流化の理念にも、
あるいは、性の多様性にも相反するものとなってしま
ったのは、保守的な考えを持つ者にも賛同しうる解釈
が可能であったためである。しかしながら、逆説的で
はあるが、だからこそ特例法には成立の可能性があっ
たともいえ、実際、それが理由のすべてではないにせ
よ、異例ともいえるほどの速さで成立したわけである。
ジェンダー・バッシングの立場や保守的な議員の理解
を得られないのであれば、自民党の党内審査を通過す
ることはさらに困難を極めたであろう。
　以上、見てきたように、なぜ特例法とジェンダー主
流化の理念との間に乖離が生じる結果となったのかに
ついては、当事者や社会学者、法学者の視点からは十
分に説明されていない。当事者の見解は、性別二元論
への疑義を呈するにとどまり、他方、法学者の分析は、
特例法成立にいたる政治過程や、そこでの議員等の役
割についての検討を欠いている。
　ここまでの整理をふまえて、政治学的見地から特例
法をとらえてみると、当事者・社会学者の視点や法学
者の視点とはまた異なった論点が浮かび上がってく

る。それは、議員立法という形式およびそこでの政治
過程と、特例法成立との関係である。より具体的にい
えば、ジェンダー主流化とGIDに関する認識とが、
特例法の成立過程のなかでどのように乖離したのかと
いうことになる。さらに、政治学一般の文脈で考える
なら、ジェンダーに関する問題のように、議員間での
意見に著しい差があるにも関わらず、ある法律が早期
に立法化されるような状況をどう説明すればよいか、
という問題につながるであろう。しかしながら、立法
にいたるまでの過程に関しては、特例法が審査および
審議を省略して採決されたために、議事録上では議論
を十分に追うことができないという問題がある。それ
ゆえ、詳細な政治過程を分析することについては他日
を期したいが、GID（議事録では「性同一性障害」）
をめぐりどのような論点が認識されていたのかを洗い
出すことを目的として、法案提出までの議事録を次節
にて概観する。

Ⅴ. 国会における「性同一性障害」
をめぐる議論

　「性同一性障害者の性別の取扱いの特例に関する法
律」は2003年7月1日、参議院法務委員会において、
本会議への提出が認められ、翌2日、本会議にて全会
一致で可決された。7月7日に衆議院法務委員会に付
託され、9日に同委員会において可決、10日には、衆
議院本会議にて異議なしと認められ、可決成立した。
この法案は、委員会提出として本会議にかけられるこ
ととなったものであり、審査および審議が省略された
ため、委員会および本会議において、見える形での議
論というものはなされなかったのである。本章では、
委員会提出として審議を省略して採決された特例法が
成立にいたる以前の時期に、そもそもGIDに関して
国会内でいかなる議論がなされていたのかを概観し、
詳細な議論の方向性を見据える。
　委員会および本会議の議事において、性同一性障害
の問題が取り上げられたのは、第143回国会（1996年）
の参議院法務委員会が最初である 24。「法務及び司法
行政等に関する調査」を議題とする質疑において、自
民党の石渡清元議員（当時）が性別適合手術に関する
刑事上の問題点、戸籍上の性別変更の可能性について
質問しており、また、法整備の必要性についても言及
している。これは、翌月に控えていた国内初の性別適
合手術（当時は「性転換手術」が通称であった）に対
し、立法措置を含めた法整備の遅れを指摘するもので
あった。
　1998年10月16日、埼玉医科大学の総合医療センタ
ーにおいて、公式な医療手術としては国内初となる性
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別適合手術が行われた 25。女性から男性への性別変更
のケースである。国内では、1969年、男性三人に性
転換（性別適合）手術をした医師が「故なく、生殖を
不能にすることを目的とし」た手術を禁じた優生保護
法（現在の母体保護法）違反で有罪判決を受けた「ブ
ルーボーイ事件 26」以降、手術はタブー視されてきた。
しかし、1995年5月、埼玉医科大学の原科孝雄教授
が、性転換手術の倫理的な判断を同医大倫理委員会に
申請した。同委員会は1996年7月に、「性同一性障害
という疾患が存在し、性別違和に悩む人がいる限り、
その悩みを軽減するために医学が手助けすることは正
当なことである」と答申し、性転換手術を「正当な医
療」と容認した。同年9月、日本精神神経学会が「性
同一性障害に関する特別委員会」を設置し、1997年5

月には、患者の診断と治療に関するガイドライン「性
同一性障害に関する答申と提言」を発表し、手術を条
件付きで認める治療指針をまとめた。これを受けて同
大倫理委は翌1998年5月、手術の実施を承認した 27。
　この最初の性別適合手術が実施されて以降は、GID

に関する認識の広がりを示すように、他の委員会にお
いても、GIDに関係のある問題が指摘されるようにな
る。第145回国会（1999年）の衆議院地方行政委員
会では、住民基本台帳法の改正に関する質疑において、
民主党の桑原豊議員（当時）が、行政情報としての使
用以外の公開の際に、性同一性障害の当事者にとって
性別を知られることは人格権にかかわる問題でありう
ることを例に挙げ、性別と生年月日については本人の
同意が必要なのではないかと取り上げている 28。
　第150回国会（2000年）の参議院共生社会に関す
る調査会では、性教育のあり方に関する議論において、
政府参考人として出席していた社団法人日本家族計画
連盟事務局の芦野由利子次長や、民主党の岡崎トミ子
議員から、性の意識や行動様式といったものの多様性
を認めていくことを盛り込む必要性について言及され
ている 29。
　第155回国会（2002年）の参議院法務委員会にお
いては、人権擁護法案をめぐる議論の際に、公明党の
浜四津敏子議員が、GID当事者に対しての同法案で
の扱いについて言及している。GID当事者に対する
差別は、障害を理由とする差別の禁止の中に含むもの
とすることを確認し、「障害」との扱いから、手術療
法に際しての保険適用の検討を厚生労働省に求めてい
る。また、戸籍における性別変更についても触れ、司
法において戸籍法第113条の拡大解釈による性別変更
が無理であれば、特別立法を検討すべきではないのか
という指摘をしている。これに対しては、当時の法務
省民事局長が、「関係機関とも連携の上、真剣に検討
していきたい」と答えるにとどめている 30。また、約

一ヵ月後の参議院法務委員会での、戸籍法の改正に関
する議論の際に、浜四津は法務省の検討状況について
改めて確認しているが、民事局長からは、「引き続き
検討をしたいと考えております」との答弁を受けてい
る 31。
　第156回国会（2003年）の衆議院予算委員会第三
分科会では、民主党の家西悟議員と森山真弓法務大臣
との質疑と、それに対する答弁が見られる。家西が、
法務省として戸籍法改正等の対応をする意思があるの
かについて確認したところ、森山は、議員立法であれ
ば「法務省といたしましてもお手伝いさせていただき
たいというふうに考えて」いるとの見解を示した。手
術の際の保険適用に対する要請については、厚生労働
省保険局医療課長が、「個別に慎重に判断していく」
としており、また、就労問題に関しての考えを尋ねら
れた厚生労働省職業安定局次長が、啓発、指導用のビ
デオを作成し、都道府県労働局に配布する旨を答えて
いる。実際の差別に対する救済については森山から、
人権擁護機関において幅広く相談を行っているとし、
審議中（当時）の人権擁護法案の対象範囲であること
を確認している 32。
　頻繁に議論にあがっているわけではないものの、情
報、人権、戸籍に関する立法、保険、労働と、特例法
が成立した後も現実問題となっているような論点は、
すでに出されていることが分かる。この背後において、
どのように議論が展開していったのかについては、こ
れ以上を議事録から見て取ることはできないため、詳
細な分析に関しては他日を期したいと思う。

Ⅵ. おわりに

　本稿では、特例法がジェンダー主流化の流れの中に
位置付けられうるものであることを確認した。そして、
各分野における特例法をめぐる研究をレビューし、さ
らに政治学的視点からアプローチをすることの意義が
何であるか、またその場合に、重要となる問題点を明
らかにした。そこには、ジェンダー・バッシングの立
場からも賛同を得られるような、両面的な解釈の余地
があり、早期の成立に寄与した可能性を指摘した。ま
た、本格的に分析するための準備段階として、国会で
の特例法をめぐる議論を概観し、整理した。
　本稿で十分に扱えなかった、特例法が性別二元論の
枠組みの中に取り込まれた過程について、政治学的視
点から論じることは今後の課題とする。より一般的な
知見としては、ジェンダー問題のような、議員間にお
いて意見の対立が著しい問題にもかかわらず、合意に
いたる状況をどう説明するか、という論点に拡張しう
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るものと思われる。特例法をめぐる具体的な政治過程
の分析については、プロジェクトチーム結成の過程や、
議論の展開、野党との接触に関して、今後インタビュ
ー等の調査を行う予定であり、現時点におけるここで
の指摘は推測の域を出ない。
　2008年6月3日、「性同一性障害者の性別の取扱い
の特例に関する法律の一部を改正する法律案」の草案
が、千葉景子、今野東、南野知惠子、浜四津敏子の4

名より参議院法務委員会に提出された。同委員会にお
いて本会議に提出することが認められ、翌4日、参議
院本会議で全会一致をもって可決された。同日、衆議
院法務委員会に付託され、6日に同委員会において可
決、10日の衆議院本会議にて可決され成立した（第
169回国会）。この改正により、子をもつGID当事者
であっても、子の年齢が成人に達したならば、戸籍上
の性別記載変更が認められることとなっている。
　特例法は、性別二元論の枠組みを超えるものではな
いが、セクシュアル・マイノリティに部分的ではあれ、
公的に光を当てたといえる。しかし、ここで救われる
マイノリティがまた「一部」であることも、社会とし
て忘れてはならないであろう。
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⑤「性器形成要件」と呼ぶこととする。

 9 この「子なし要件」については、2008年の改正で「現に未成年
の子がいないこと」に改められた。

10 大島（1983）、吉永（2000）、星野（2001）、針間（2004）、佐倉
（2006）などを参照。

11 ICD-10やDSM-Ⅳ-TRについては、吉永（2000：62-65）、針間
他（2007：14-17）、セクシュアルマイノリティ教職員ネットワ
ーク（2003：85-88）などに詳細がある。

12 Female to Maleの頭文字。生物学的定義上の男性（M）から、
女性（F）へと性別を移行する人、移行した人のことをいう。

13 Male to Femaleの頭文字。生物学的定義上の女性（F）から、
男性（M）へと性別を移行する人、移行した人のことをいう。

14 この前後を含めて、1970年代頃から始まる男女共同参画政策の
進展ともいうべき一連の流れについては、名取（2005）が簡潔
にまとめている。

15 北京行動要領第Ⅴ章パラグラフ297。日本語版についてはhttp://

www.gender.go.jp/kodo/chapter5.htmlを参照。
16 「戦略的ジェンダー課題」とは、「ジェンダー格差そのものが問

題となる（家事労働の女性への集中や雇用機会の不均等）」も
のとし、それに対して、「格差の帰結（女性労働者の保育ニーズ
や母子世帯の貧困等）が問題になる」ものを「実際的ジェンダ
ー課題」と呼んでいる（大沢 2000：9）。

17 浅倉（1999）の説明によると、「1986年の解釈通達は、『均等法
は、……男女の均等な機会と待遇の確保のため一定の措置をと
ることを事業主に義務づけ、もって女子労働者の地位の向上を
図ることを目的として制定されたものであ』るから、『男子が女
子と均等な取扱を受けていない状態については直接触れるとこ
ろではなく、女子のみの募集、女子のみに対する追加的訓練等
女子により多くの機会が与えられていることや女子が有利に取
り扱われていることは均等法の関与するところではない』と述
べ」ており、女子の「福祉」に反しないかぎりは、賃金格差の
要因となるような採用方針を均等法違反でないとする解釈がな
された（浅倉 1999：11-13）。

18 社会学の分野においては、当事者自身による学問的視点に立っ
た研究や、セクシュアル・マイノリティでのフィールドワークを
行う研究等、当事者との距離感が非常に近いものが多いことから、
同じカテゴリーにおいて論じることとした。

19 特例法に対する批判は、本稿で取り上げた以外にも、石田（2008：
24、注36）に紹介されているようなものがある。

20 特例法によって、意識的あるいは無意識的に、手術を行うこと
を希望するようしむけられてしまう効果はかなり大きいようであ
る（石田 2008：138-144）。またその一方で、実際にカウンセリ
ングを受けることにより、吉野の指摘するような「GID規範」
から解かれる当事者もいるといえる（鶴田 2008：124-128）。性
別適合の過程は、大きく分けて（1）精神科領域の治療、（2）
身体的治療 の二段階となっており、身体的療法はさらに、1）
ホルモン療法、2）FTMに対する乳房切除術、3）性別適合手
術 という段階を踏む（日本精神神経学会 2006）。GIDであると
診断を受けた人の中にも、どの程度の療法を必要とするかにつ
いては濃淡があり、精神科における治療で症状が緩和される人、
あるいはホルモン療法で十分な人、それから上半身のみの手術
を希望する人、そして、性器の手術を必要とする人、とさまざ
まである。

21 英語の“transsexualism”に対する日本語訳としてあてられた。
この他にも「性転換症」や「性転向症」などがあった（大島 

1983：81）が、現在では「トランスセクシュアリズム／トラン
スセクシュアル」とカタカナ表記にすることが多く、これらの訳
語はほとんど用いられない。また、疾患名としては、「GID」あ
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るいは「性同一性障害」を用いるのが一般である。ちなみに、「ト
ランスジェンダー（transgender）」との違いについて触れておくと、
トランスジェンダーは、「生まれた時に与えられたジェンダーと
違うジェンダーのあり方で生活することを選んでいる人」を指し、
「広くは異性装のトランスヴェスタイト（transvestite）、性器違
和のあるトランスセクシュアルも含まれる」（田中 2006：13）の
に対し、トランスセクシュアルは、「性器違和を第一の障害とし、
性別を変えるために、生まれ持った性器への手術を必須のもの
とするトランスジェンダー」（田中 2006：巻末Ⅺ）のことをいう。

22 また、FTMとMTFとの場合においても、違いが生じうること
が指摘される。棚村（2008）によると、「婚姻して子をもうけて
さらに離婚した元女性性同一性障害者（FTM）は、子が死なな
い限り親である限り性別の変更を申し立てられない。これに対
して、元男性性同一性障害者（MTF）は婚外子を認知しなけれ
ば性別の変更が認められるなどその間に不均衡が生ずる可能性
がある」（棚村2008：7右）。

23 南野（2004：40）、大島（2001a：74）。
24 『第143回国会参議院法務委員会議録』1998年9月22日。
25 実際は10月11日に行われる予定であったが、1993年に同医科
大で、「子宮内膜症」と診断された女性患者の子宮・卵巣を摘
出する手術が、学内の倫理委員会に諮らずに行われていたこと
が発覚した。この女性は、自分の性に強い違和感を抱き、男性
への性別変更を望んでいたため、当該手術が非公式での性転換
（性別適合）手術にあたるのではないかと問題になったことを受
けて、16日に延期となった。この問題については、執刀医であ
る同医科大形成外科の原科孝雄教授が、「当時は性同一性障害
の研究を始めたばかりで知識も乏しく、性転換という意識はま
ったくなかった」と話している（『朝日新聞』1998年9月7日付）。
同医科大は9月7日、「産婦人科の治療として行われ、性転換手
術ではなかった」とする見解をまとめた（『朝日新聞』1998年9

月8日付）。
26 東京地裁の判決および東京高裁の控訴棄却の判決要旨とも、決
して性転換手術を全面的に否定したわけではなかった。しかし、
「懲役2年および罰金40万円、執行猶予3年」という有罪判決
が医師に対する判決としては大変に重いものであったことから、
性転換をタブー視する認識が医療当事者の間に広がっていった
という（吉永 2000：67-81）。実際には、優生保護法違反に加え
て麻薬取締法にも違反していたため、それと合わせた量刑にな
っていた（吉永 2000：80-81；石原・大島 2001：176-182；『判
例タイムズ』233号：231）。

27 『朝日新聞』1998年10月16日付。
28 『第145回国会衆議院地方行政委員会議録』1999年5月18日。
29 『第150回国会参議院共生社会に関する調査会議録』2000年11

月1日、11月8日。
30 『第155回国会参議院法務委員会議録』2002年11月7日。
31 同上、2002年12月10日。
32 『第156回国会衆議院予算委員会第三分科会議録』2003年2月

27日。

【参考文献】
赤松良子．1985．『詳説 男女雇用機会均等法及び改正労働基準法』

日本労働協会．
浅倉むつ子．1999.『均等法の新世界』有斐閣．
浅倉むつ子．2007.「Ⅱ　均等法の20年―間接性差別禁止の立法

化をめぐる論議」嵩さやか・田中重人（編著）『雇用・
社会保障とジェンダー』、35-48.

針間克己．2004.「第2章　Ⅰ　性同一性障害の医学的概念と現況」
南野知惠子（監修）『【解説】性同一性障害者性別取扱特
例法』日本加除出版、16-35.

針間克己、大島俊之、野宮亜紀、虎井まさ衛、上川あや．2007.『プ
ロブレムQ&A　性同一性障害と戸籍［性別変更と特例
法を考える］』緑風出版．

星野一正．2001.「第一部　六　ヒトを男と女に分けられるのか―
戸籍法改正の提言―」『性同一性障害と法律―論説・
資料・Q&A―』晃洋書房、88-108.

星野一正．2003.「民主化の法理 /医療の場合（99）　性同一性障害
者の性別取扱い特例の法制化に成功」『時の法令』1696号、
60-65.

石田仁．2008a.「第1章　総論　性同一性障害」石田仁（編著）『性
同一性障害　ジェンダー・医療・特例法』御茶の水書房、
3-35.

石田仁．2008b.「第5章　性同一性障害を抱える人びとの見解（2）」
石田仁（編著）『性同一性障害　ジェンダー・医療・特例法』
御茶の水書房、133-160.

石原明、大島俊之（編著）．2001. 『性同一性障害と法律―論説・資料・
Q&A―』晃洋書房．

自見武士．2004.「性同一性障害者の性別の取扱いの特例に関する法
律の概要」『家庭裁判月報』第56巻第9号、1-19.

上川あや．2007.『変えてゆく勇気―「性同一性障害」の私から』
岩波新書．

國分典子．2003.「性同一性障害と憲法」『愛知県立大学文学部論集
　日本文化学科編』52, 1-17.

内閣府男女共同参画局．2004.『逐条解説　男女共同参画社会基本法』
ぎょうせい．

名取はにわ．2005.「第1章　国の男女共同参画政策」辻村みよ子・
稲葉馨『日本の男女共同参画政策―国と地方公共団体
の現状と課題』東北大学出版会、7-31.

日本精神神経学会．2006.『性同一性障害に関する診断と治療のガイ
ドライン（第3版）』http://www.jspn.or.jp/05ktj/05_02ktj/

pdf_guideline/guideline-no3_2006_11_18.pdf

大海篤子．2003.「Ⅵ　女性模擬議会という女性政策―女たちの
経験の政治化過程―」日本政治学会編『年報政治学』、
113-137.

小野寺理．2003.「性同一性障害者の性別の取扱いの特例に関する
法律（特集2 第156回国会主要成立法律（2））」『ジュリ
スト』No.1252、66-69.

大沢真理（編著）．2000.『21世紀の女性政策と男女共同参画社会基
本法』ぎょうせい．

大沢真理．2002.『男女共同参画社会をつくる』日本放送出版協会．
大島俊之．1983.「性転換と法―戸籍訂正問題を中心として―」

『判例タイムズ』No.484、77-106.

大島俊之．2000.「性同一性障害と性別表記―英語諸国の制定法
を中心として―」『神戸学院法学』第30巻第2号、67-

151.

104



大島俊之．2002.『性同一性障害と法』日本評論社．
大島俊之．2001a.「性同一性障害と法」『判例タイムズ』No.1049、

63-74.

大島俊之．2001b.「性同一性障害と医療保険」『神戸学院法学』第
30巻第4号、883-1126.

大島俊之．2001c.「拘置所・刑務所における性同一性障害の処遇」『ジ
ュリスト』No.1212、73-79.

齋藤陽夫．2004.「法令解説　性同一性障害者の性別の取扱いが変
更可能に」『時の法令』1709号、36-44.

佐倉智美．2006.『性同一性障害の社会学』現代書館．
澤田省三．2000.「『性転換』をめぐる若干の法的課題（下）―

埼玉医科大学における性転換手術の実施を機縁として
―」『判例時報』1693号、14-20.

澤田省三．2001.「いわゆる性同一性障害の戸籍訂正について」『志
学館法学』第2号、65-96.

セクシュアルマイノリティ教職員ネットワーク（編著）．2003.『セク
シュアルマイノリティ―同性愛、性同一性障害、イン
ターセックスの当事者が語る人間の多様な性』明石書店．

嶋崎健太郎．2004.「個人の尊重　性同一性障害者問題」『法学セミ
ナー』No.593、10-12.

田端章明、石田仁．2008a.「第2章　性別に違和感を抱える人びと
は特例法をどう受け止めたのか―第2次量的調査の結
果をもとに」石田仁（編著）『性同一性障害　ジェンダー・
医療・特例法』御茶の水書房、37-79.

田端章明、石田仁．2008b.「第3章　『言いたかったこと』を探る
―第2次量的調査におけるNA/DKとコメント欄の分
析」石田仁（編著）『性同一性障害　ジェンダー・医療・
特例法』御茶の水書房、81-103.

田中玲．2006.『トランスジェンダー・フェミニズム』インパクト出版会．
棚村政行．2008.「性同一性障害をめぐる法的状況と課題」『ジュリ

スト』No.1364、2-8.

鶴田幸恵．2008.「第4章　性同一性障害を抱える人びとの見解（1）」
石田仁（編著）『性同一性障害　ジェンダー・医療・特例法』
御茶の水書房、105-131.

吉永みち子．2000.『性同一性障害―性転換の朝』集英社新書．
吉野靫．2008.「『多様な身体』が性同一性障害特例法に投げかける

もの」『Core Ethics』Vol.4、383-393.

性同一性障害者特例法を
めぐる現代的状況 105



Ⅰ. はじめに

　本稿の目的は、19世紀後半から20世紀初頭のチ
ェコ政党政治に多大な影響を与えた、国民的一体性
národní jednotaと一党支配との変容の過程を分析する
ことにある。以下にその意義を説明していこう。
　国民nation1を、古代より続く原初的な実体ではな
く、近代において社会的に構築された存在としてみな
す見解が多くの研究者に受け入れられた結果、ナショ
ナリズム研究や国民形成に関する研究は大きく飛躍し
た。特に、チェコ史学においては、前近代的な地域社
会が国民社会としての近代市民社会へ編成替えされて
いく過程として 2、愛邦主義Landespatriotismusなど、
19世紀に存在した様々な思想との対立ないしは融合
を経て「チェコ国民」という概念が発展していく過程
として 3、チェコ国民の形成が研究されている。この
ように、国民という存在が自明でないのであれば、国
民を単位とする政治行動も自明ではないと捉えるのが
自然であろう。
　19世紀後半のシスライタニア 4政治においては、国
民を単位とする政治行動以外に、保守勢力や自由主義
勢力が結集する可能性が存在した。例えば、1870年
代前半には、連邦派の大土地所有者、ドイツ人保守派
とチェコ人自由派による右派勢力の結集が検討され、
逆に1870年代後半には、チェコ人自由派とドイツ人
自由派の連携による自由主義政党の設立が試みられた
（Urban 1982, 261, 323-325; Sak 1993）。この可能性の
存在は、同時に、政治家個人が国民を単位とする政治
行動を選択しないことを理論的には許容するはずのも
のであった。しかし、これらの勢力の結集は、ドイツ
人自由派の国民代表としての性格の強化という要因を

除けば、チェコ人自由派の統一的な行動により、構想
の段階で頓挫することになった。最終的に、国民を単
位とする政治行動がシスライタニア政治における主要
な原理となり、近代化による社会的・経済的な分化を
もってしてもそれを打ち破ることはできなかった。ま
た、ハプスブルク君主国領ボヘミアにおいても、チェ
コ人自由派による統一的な政治行動が、住民の約3分
の1を占めたドイツ人の政治化を招くことになった。
その結果、ボヘミアにおける多文化共生の実現を著し
く困難にしたのである。
　以上のように、チェコ人自由派による国民を単位と
する政治行動は、当時の文脈においては決して当然の
行動ではなかった。むしろほぼすべてのチェコ人政治
家が国民を単位とする統一的な政治行動をとったこと
だけでなく、そのような統一的な行動が形態を変えな
がらも長期にわたり継続したことこそが説明を要する
事象なのである。そのためには、彼らによる国民を単
位とする統一的な政治行動とその変容を明らかにする
必要がある。このことは、同時に、世界各地で排他的
ナショナリズムを掲げる政治勢力が影響力を伸ばして
いる現象を理解するために必要な視座を与えることが
できるであろう。
　本稿では、この目的を達成するために、当時のチェ
コ政治において繰り返し主張された ｢国民的一体性｣
に着目する。国民的一体性は、一方ではチェコ人政治
家に統一的な行動を要請する言説であるとともに、他
方では、単一政党への結集や複数の政治勢力の連合な
ど、彼らによる統一的な政治行動そのものを指すとい
う、非常に多義的なものであった。それゆえ、国民的
一体性を分析した研究者もその扱いに苦心することに
なった。
　まず、国民的一体性の多義性を可能な限り理解しよ

19世紀後半から20世紀初頭までの
国民的一体性とチェコ政党政治
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うとしたウルバンの研究を紹介しよう。チェコスロヴ
ァキア独立までのチェコ社会の発展を多角的に検討し
たウルバンは、国民的一体性に関しても視座に富んだ
解釈を提示している。彼は、1880年代までの国民的
一体性を、都市の知識人と上層市民層を中心に結成さ
れた老チェコ党 5がチェコ政治を支配することを正当
化する、権威主義的なものと位置づけた。この国民的
一体性は、社会的・経済的分化と選挙権の拡大により、
都市・農村の中間層を支持基盤とする青年チェコ党 6

によって、1890年前後に民主主義的な綱領を基礎に
おいた各集団の連合としての国民的一体性に取って代
わられることになった。すなわち、各社会勢力の連合
体として拡大した青年チェコ党がこの時期のチェコ政
治を主導することを裏付けるかたちで、国民的一体性
が変容したのであった。さらに、ウルバンによれば、
性格が異なるとはいえ両党によって追及された国民的
一体性は、国民の存在自体を支える ｢道徳的な指令｣
と ｢政治的なスローガン｣ でもあった。しかし、社会
的・経済的分化のさらなる進展によりチェコ社会が成
熟した結果、1890年代後半には国民的一体性は崩壊
したとしている（Urban ［1979］ 2003, 1982, 1983）。
　一方、近年では、ウルバンの研究を踏まえた上で、
ヴェレックが国民的一体性を簡潔に定義している。彼
は、国民的一体性が理想的に実現された条件として、
政治的代表の一元化、下院議員の統一団体、共通の綱
領と一人の国民的指導者の存在を挙げる。つまり、国
民的一体性がチェコ人政治家による統一的な行動その
ものであることをヴェレックは重視したのである。こ
の意味での国民的一体性は、社会的・経済的分化と選
挙権の拡大により、世紀転換期に崩壊したとされる。
最終的には、青年チェコ党によって、国民的一体性は
20世紀初頭に他のナショナリスト政党との合同・協
力を呼びかける理念に読み替えられようとしたのであ
る（Velek 1999, 2000, 2005）。
　国民的一体性が非常に多義的であることはウルバン
の研究から明らかであろう。ウルバンの功績は、統一
的な行動の要請という言説と統一的な行動そのものと
を指し示す国民的一体性を、当時のチェコ社会におけ
る社会的・経済的な発展の中に位置づけたことにある。
しかし、このような入り組んだ事象を当時の歴史的文
脈の中で描写した結果、分析における因果関係の明瞭
さを犠牲にしている感が否めない。したがって、読者
は、国民的一体性が統一的な行動を要請する言説、あ
るいは統一的な行動そのもののどちらを指しているの
か、しばしば解釈に苦しむことになる。一方、ヴェレ
ックは、ウルバンの功績を受け継ぎつつも、チェコ人
政治家による統一的な行動そのものに重点をおいて分
析を試みている。その結果、チェコ人政治家による統

一的な行動を指し示す国民的一体性とその変容を明ら
かにする可能性を示すことができたと言える。しかし、
ヴェレックのこのような限定は、言説の上で繰り返さ
れる国民的一体性をチェコ人政治家による統一的な行
動との関係において整合的に位置づけることを困難に
している。さらに、両者に共通している問題点は、社
会的・経済的な分化の進展によって国民的一体性が崩
壊したことを論理的な必然として捉えていることであ
る。なぜならば、チェコ人の統一的な政治行動は、彼
らによって国民的一体性が崩壊した時期とされている
世紀転換期以降も、その必要性が説かれたのみならず、
その実現も試みられていたのだからである。これらの
試みを時代錯誤的として批判することは簡単ではある
が、むしろ必要とされていることは、社会的・経済的
な分化の進展と ｢国民的一体性の崩壊｣ との関係を疑
うことではないだろうか。そうすることによって初め
て、世紀転換期以降のチェコ政党政治と、19世紀後
半におけるチェコ人政治家による統一的な政治行動と
の関係性を理解することができるのであり、社会的・
経済的な分化が言説と実体の両方を包含する国民的一
体性のどの側面にいかなる影響を与えたのかを詳細に
分析することが可能になるのである。そのためには、
非常に多義的な国民的一体性を分析の俎上に載せるた
めの概念操作が必要である。
　以上のことを踏まえて、本稿では、当時のチェコ人
政治家・政党が追及した国民的一体性を、概念として
の国民的一体性と実体としての一党支配に分離する。
その上で、概念としての国民的一体性を ｢同一の国民
意識を抱く政党・政治家の間における統一的な行動の
要請｣ として、実体としての一党支配を ｢ある政治単
位における政治的な代表が一つの議員クラブに一元化
されており、特定の政党がその議員クラブにおける決
定権を掌握している状態｣ として定義する 7。このよ
うな操作により、チェコ人政治家・政党による国民的
一体性に基づく政治行動を分析することが可能になる
とともに、国民的一体性の概念自体が変容していく過
程を明らかにすることができるであろう。
　以下に本稿の視点と構成を説明しておこう。1860

年代において、国民的一体性の実体としての一党支配
を容易にした条件として、政府とチェコ人政治家・政
党との関係、チェコ人が掲げた要求、政治指導者とい
う三つの条件が挙げられる。第二章でこれらを具体的
に論じるが、簡潔に説明しておくと以下のとおりにな
る。対政府関係においては協力の可能性と弾圧の可能
性を検討しなければならない。すなわち、政府との協
力の可能性が大きかったために、チェコ人政党・政治
家は自らの要求実現のために統一的な行動を選択する
ことが容易であった。一方、政府は、君主国の存続の
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ために反体制的な勢力の抑圧に躊躇しなかった。その
ため、政治家・政党の間における対立を左派に不利な
形で抑制することになった。もちろん、国民的一体性
を必要とする最大の理由とも言えるチェコ人の要求自
体も一党支配の帰趨に影響を与えた。要求の規模が大
きくなることによって、チェコ人政治家・政党の統一
的な行動を容易にしたのである。最終的に、他の政治
家を凌駕する権威を有する政治指導者が国民的一体性
と一党支配を担保したのであった。これらの三つの条
件が崩れていくことにより、一党支配が変容していく
過程を分析することが第三章と第四章の課題である。
　本稿では、国民を社会的に構築される存在として捉
えているため、国民形成の過程と国民的一体性の関係
を明らかにする必要がある。そこで、本稿では、近年
のチェコ史学の例に倣い、国民社会という概念を用い
る。国民社会の理解に関しては、資本主義社会の成立
を重視するか、公共圏の形成を重視するかにより、研
究者の間で微妙な差異が生じている。本稿では、国民
社会が、国民語を媒体として成立した、社会運動と利
益団体が活動する場と、批判的公衆が構成する言論の
空間とを共に含むものと捉える 8。しかし、国民社会
の形成過程を分析することは本稿の目的から外れるた
め、フロフ（Hroch 1985）による小規模国民の発展
段階論を元にした、福田（2006）の19世紀後半にお
ける下層民の国民化に関する三段階論に依拠して、国
民社会の形成過程と国民的一体性の関係を分析する。
具体的には、国民社会の発展による国民概念の意味の
変容と、概念としての国民的一体性の関連性を明らか
にするとともに、国民社会の規模の拡大が実体として
の一党支配に与えた影響を考察する 9。

Ⅱ. 国民的一体性と一党支配の結合：
老チェコ党の一党支配

1. 一党支配を支えた環境と条件

　イタリアとの戦争で敗北したことによりハプスブル
ク君主国が立憲制に復帰するとともに、1848年革命
時にチェコ人の間で主導的な役割を果たしたチェコ人
自由主義者は、パラツキーFrantišek Palackýとリーゲ
ルFrantišek Ladislav Riegerの指導の下に老チェコ党
を結成し、チェコ人の地位向上のために政府に働きか
けた。しかし、老チェコ党は、シスライタニア政治に
おける周辺的な地位を程無く自覚し、チェコ王冠諸邦
という歴史的な単位に基づいた自治の実現を共通の目
的として、同じく協力相手を探していた連邦派の大土
地所有者と連合を組んだ 10。この連合により、老チェ
コ党は従来の自然権に基づくナショナルな主張と反教

権的な姿勢を弱めることになり、老チェコ党内部の左
派が不満を抱くことになった。この不満が1863年の
ポーランド反乱に対する見解の相違を契機に噴出し、
1864年に彼らは老チェコ党内部において、後の青年
チェコ党の母体となった、『ナーロドニー・リスティ
Národní listy』を拠り所とする一つの派閥を形成した。
しかし、彼らは、老チェコ党内の派閥の時期のみなら
ず、老チェコ党から独立してから暫くの間、老チェコ
党の指導に服せざるを得なかった。さらに、青年チェ
コ党に属する政治家自身が、原理的な問題に関しては
老チェコ党との違いがないことを強調することで、自
らも国民的一体性を破壊するような行動を望まなかっ
たのである。
　では、この国民的一体性と一党支配を容易にした環
境と状況を確認していこう。チェコ国民社会の形成に
関する研究が明らかにしているとおり、この時期は、
まさに前近代社会が国民社会としての近代市民社会に
編成替えされてゆく途上であった。チェコ人自由主義
者は、自らを自立した市民として規定し、新聞や自発
的結社など、チェコ語を媒体とする公論の場を創出し
始めた。同時に、彼らは、自らの市民性と近代性を主
張することにより、非公式文化として私的領域に閉じ
こめられることができない、ドイツ人と同等の｢国民｣
としての権利を要求した。その際、文語的伝統よりも
「平民的」な性格が強調された、チェコ語と ｢チェコ
文化｣ に基づくエスニシティーとしてのチェコ性が、
ドイツ語を媒体とする公共圏への同化を不可能である
とする根拠を提供したのであった 11。もちろん、この
動きに積極的に参加したのは非常に限られた人々であ
り、彼らが主張するチェコ性を最も体現するとされた
農村への国民意識の浸透はまだ不十分であった。何よ
り、チェコ国民社会の形成を主導したチェコ人自由主
義者自身が、ドイツ語教育のみを受けてきた世代であ
り、チェコ語よりもドイツ語を得意とする者も多かっ
た。また、自身がチェコ人かドイツ人のどちらの国民
に属するのか、どちらにも属さないのかを選択するこ
とが可能であった。それゆえ、チェコ人政治家が ｢チ
ェコ人の要求｣ と語った場合、それはチェコ人として
の意識を獲得した者の間での ｢要求｣ であり、彼らの
周縁には国民意識を有していない多くの民衆が存在し
ていたのである12。
　このようなチェコ人政治家の ｢要求｣ を支えていた
のが選挙制度である。1873年以降の帝国議会選挙と
領邦議会選挙はクーリエ制に基づく制限選挙制であっ
た。選挙権は、全人口の約6％に相当していた、年10

グルテン以上の直接税納入者に与えられた。1873年
以降の帝国議会は、第一（大土地所有）クーリエ、第
二（商工会議所）クーリエ、第三（都市）クーリエ、
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第四（農村）クーリエから、領邦議会は、第一（大土
地所有）クーリエ、第二（都市）クーリエ、第三（農
村）クーリエから構成されていた 13。この制度が労働
者だけでなく大部分の下層市民を排除する性格を有し
ていたことは明らかであった。
　次に国民的一体性と一党支配を支えた条件を明らか
にしよう。第一の条件は政府との関係である。リーゲ
ルを中心とするチェコ人政治家は、アウスグライヒ実
現後も、政府が国制改革に着手することに期待をかけ
ていた。1863年から連邦派の大土地所有者とともに
採用していた、｢消極的反対｣ と呼ばれた議会ボイコ
ット戦術も、政府から譲歩を引き出すためのものと理
解できる。一方、帝国議会選挙に直接選挙制が導入さ
れる1873年以前においては、政府は、帝国議会多数
派を形成するに際して、その帰趨を決したボヘミアと
モラヴィアの領邦議会の大土地所有クーリエの選挙結
果に左右せざるをえなかった（平田 2007, 13-14）。そ
れゆえ、政府は、ドイツ人自由派に依拠することを望
まないのであれば、選挙操作以外には、帝国議会にお
ける多数派工作のために老チェコ党と連邦派の大土地
所有者を取り込むことが必要であった。その最大の事
例は、失敗に終わった1871年の基本条項交渉であっ
た。このような交渉の場では、政府はチェコ人議員や
連邦派の大土地所有者を指導する少数の政治家のみを
呼び出していた。その際、交渉に参加した政治家にと
って、自らが国民的一体性を体現していることを打ち
出すことは非常に重要であった。
　一方、政府による弾圧という側面からみれば、労働
運動が本格化する前の時期において、政府にとって危
険な存在は、急進的なナショナリスト及び民主主義者
など、左派系の政治家であった。とりわけ、少なから
ぬチェコ人政治家が監獄に送られた、新絶対主義期が
終わって間もない状況では、左派系の政治家は自らの
政治活動を抑制する必要があった。このように、政府
の弾圧は、左派に不利な形で政治家・政党の対立を抑
制する効果をもたらした。この効果が国民的一体性と
一党支配にプラスに働いたのは言を俟たないであろう。
　第二の条件はチェコ人の要求である。1870年代ま
での老チェコ党の要求は、先に挙げた基本条項交渉に
おいて明示的に示されたとおり、歴史的な単位に基づ
いた君主国の連邦化と各国民の平等、より正確に述べ
れば、チェコ王冠諸邦における自治の実現によるハプ
スブルク君主国とチェコ人との ｢アウスグライヒ｣ で
あった。当時のチェコ人政治家の間で独立が全く考慮
されていなかったことに鑑みれば、この要求は国民的
一体性が必要とされる理由として十分であろう。
　第三の条件は政治指導者である。この時期の老チ
ェコ党を率いていたパラツキーとリーゲルは、とも

に1848年革命における活躍によりチェコ人政治家や
社会から多大な支持を集めていた。後世に ｢国民の父
otec národa｣と評されるパラツキーは、1860年代以降、
自らの女婿であるリーゲルに老チェコ党の指導を徐々
に委ねていき、政治の表舞台から遠ざかっていったた
めに、かえって1876年に死去するまでその権威を保
ち続けることに成功したと言うことができる。また、
パラツキーに替わり老チェコ党を指導することになっ
たリーゲルも、この時期には民衆から広範な支持を集
めていた。
　この二人の指導者の影響力は老チェコ党からの離脱
を検討していた党内の左派の政治家にとって大きな問
題であった。彼らは、自らの主張を拡げるに際して、
｢我々の村民は常に綱領よりむしろリーゲルを見てい
る｣（Havránek 1992, 105）と嘆かざるを得なかった。
何よりも、老チェコ党内の左派に属する一部の政治家
は、新党の設立がパラツキーに対する明確な反対にな
らないことを望んでいた（Urban 1983, 26）。最終的に、
1860年代では、彼らは新党の設立を断念することに
なった。このように、政治家及び社会の間で権威を有
する政治指導者の存在が、国民的一体性と一党支配を
担保していたのである。
　以上のように、1860年代において国民社会の形成
を担ったチェコ人自由主義者は、チェコ王冠諸邦にお
ける自治という要求が実現されることを期待して、国
民的一体性に基づいた一党支配を実現した。これを担
保したのが圧倒的な権威を有する政治指導者であっ
た。もちろん、彼らの間に意見対立は存在したが、そ
れが国民的一体性を揺るがすような原理的なものであ
ることは明確に否定された。さらに、一部の政治家が
一党支配に対する批判をしたとしても、それが国民的
一体性に対する反対と読み替えられ、一党支配に対す
る反対者は国民的一体性を損なうとして断罪される可
能性が高かった。この意味において、1860年代の国
民的一体性と一党支配の結合は自明とされたのであっ
た。

2. 老チェコ党に対する挑戦の失敗

　では、このような国民的一体性と一党支配が1870

年代にどのように作用したのかを追うことで、その強
固さを明らかにしよう。
　1874年、老チェコ党と連邦派の大土地所有者によ
る議会ボイコット戦術の継続に反対して、老チェコ党
内の左派によって青年チェコ党が正式に設立された。
これは、基本条項交渉の失敗後、議会ボイコット戦術
の継続により政府から譲歩を引き出せる見込みが減少
したことが一つの原因となっていると解釈することが
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できる。しかし、ボヘミア領邦議会において70議席
以上ある老チェコ党に対して、7議席のみを有してい
た青年チェコ党は実際的な影響力を及ぼすことができ
なかった。また、同党のスラヴ主義的かつロシア寄り
の姿勢は政府による迫害を招くことになった（Malíř 
2005, 164）。
　何より、青年チェコ党自らが、国民的一体性を裏切
っておらずそれに貢献すると主張することに懸命であ
った。青年チェコ党は、自党の設立が国民社会を強化
するために役立つことを繰り返し主張したのである。
その論理を党の指導的な役割を担った一人であるE.グ
レーグルEduard Grégrが時計に例えて説明している。
彼によれば、青年チェコ党が ｢主ぜんまい｣ で老チェ
コ党が ｢おもり｣ であり、両党がバランスを保つこと
で正確に｢時を刻む｣ことができるのであった（Garver 

1978, 82）。青年チェコ党の主張の裏側には、他のヨ
ーロッパの国民社会と同様に、チェコ社会においても
社会的分化に対応した理念的・政治的分化が達成さ
れるべきであるという意識が存在した（Urban 1982, 

303； Kučera ［1983］ 2002, 156）。このような主張は、
確かに青年チェコ党が、自らの存在意義を主張するた
めにも、社会内部における理念や思想の多様性を容認
していることを明らかにしている。しかし、同時に、
国民的一体性が青年チェコ党内部で放棄されたのでは
なく、むしろ、それを前提として社会内部における理
念の多様性を語っていることに注意が必要であろう。
　結局、政治的な影響力を有することに失敗した青年
チェコ党は、この時期においては、国民的一体性を崩
そうとしなかっただけでなく、老チェコ党の一党支配
をも受け入れざるを得なかった。このことは、1876

年に、同党が老チェコ党との共同議員クラブを設立す
る交渉に乗り出したことからも明らかである。この交
渉は、圧倒的に優位な立場に立つ老チェコ党に対して
青年チェコ党が対等な立場を要求したことや、リーゲ
ルが議会ボイコット戦術による国制改革に期待を寄せ
ていたこともあり、妥結までに二年を要することにな
った。とはいえ、交渉における最大の争点が領邦議会
への出席の是非であったことは （Kučera ［1983］ 2002, 

141-47）、チェコ人の利益を追求するための戦術が問
題になったのであり、国民的一体性自体は疑問に付さ
れていなかったと言えよう。
　その上、両政党の交渉はあまり耳目を集めることは
なかった（Havránek 1992, 109）。多くの人は、両政
党の交渉に端を発した、リーゲルとスクレイショフス
キー Jan Stanislav Skrejšovskýとの間における老チェ
コ党内部の抗争に目を向けたのであった 14。リーゲル
がチェコ人の代表者として活躍する一方、スクレイシ
ョフスキーは、政治的な戦略や政府に対する反対行動

を立案・実施することにより、老チェコ党内部での影
響力を高めていた。その立場ゆえに、彼は、設立され
て間もない青年チェコ党に対する対応を引き受けるこ
とになった。その際、彼が選択したのは、チェコ国民
社会に政党は一つでなければならないという考えに従
い、手段を選ばずに青年チェコ党を壊滅に追い込むこ
とであった。しかし、リーゲルは、彼の手法が他の問
題に応用されることを恐れて、むしろ青年チェコ党と
の論争を沈静化させることを望んだ。このような国民
的一体性と一党支配の維持に関する手法の違いから発
生した両者の対立は、パラツキーの死によりさらに先
鋭化した。最終的には、両者の対立はリーゲルに軍配
が上がることになった。この論争を契機に、日頃から
専制的と評されたスクレイショフスキーに対する党内
における不満が増大した結果、彼は、党内で孤立する
ことになり、次第に党の会議に顔を出さなくなった。
一方、党内での支持を確保したリーゲルは、スクレイ
ショフスキーの孤立を憂慮して、公式の場では彼を擁
護した。
　しかし、リーゲルの努力も水泡に帰した。最終的に、
元々、青年チェコ党に近い見解を有していたスクレイ
ショフスキーがリーゲルと老チェコ党の大部分に対し
て理念的な観点から論争を引き起こした。青年チェコ
党の設立よりはるかに国民的一体性と一党支配を脅か
したこの論争は、個人的なスキャンダルによりスクレ
イショフスキーの政治的キャリアが終了したことによ
り、決着を見ないまま終結することになった（Urban 

1982, 316-318）。確かに、論争の終結は偶発的な事件
ではあったが、その後、スクレイショフスキーが政治
家として復活できなかったことは、党の実力者といえ
ども国民的一体性と一党支配を脅かす存在として認知
されると、排除される可能性があることを示している
かもしれない。
　青年チェコ党との和解に強硬に反対したスクレイシ
ョフスキーの失脚は、ベルリン会議後に国際環境が安
定したために議会ボイコット戦術では政府からの譲歩
を引き出せないことをリーゲルが自覚したことと相ま
って、1878年、老チェコ党の帝国議会への復帰とと
もに、連邦派の大土地所有者、老チェコ党と青年チ
ェコ党によるチェコ国権党クラブKlub České strany 

státoprávní15の設立を導いた。さらに、1880年代には、
彼らはこの枠組みで政権への協力を開始した。この一
連の出来事は、議員クラブにおけるリーゲルの立場を
強化するとともに、国民的一体性と一党支配を保つこ
とに役立った。以上のように、1860年代前半に形成
された国民的一体性と一党支配の結合は、挑戦を受け
ながらも、1870年以降も保たれることになったので
ある。
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Ⅲ. 指導政党の交代と国民的一体性：
青年チェコ党による一党支配の確立

1. 国民社会におけるチェコ性の重要性の高まり

　1860年代のチェコ人自由主義者によるチェコ国民
の形成においては、市民であることと自立した人間で
あることが最も重要視された。自らの市民性を強調す
ることにより、ドイツ人と同等の ｢国民｣ として権利
を要求したのである。一方、「平民的な」性格が強調
された「チェコ語」と ｢チェコ文化｣ に基づくエスニ
シティーとしてチェコ性については、自らの独自性を
主張するための副次的な意味しか持たなかった。しか
し、1880年代以降になるとチェコ性自体が重要性を
有することになった 16。この質的な転換には、国勢調
査の開始やチェコ語による高等教育の普及などが挙げ
られる（福田 2006, 23-24）。その結果、チェコ語に絶
対的な価値が付与される傾向が登場した。一方、社会
的・経済的な近代化とボヘミア経済の急成長により、
中小商工業者の地位は不安定化した。また、農業の近
代化と国外からの農産物の流入は、甜菜と穀物価格の
長期的な下落を引き起こし、ボヘミア農民を苦境に陥
れた。これらの変化は都市･農村の中間層の政治化を
招いた。
　選挙制度に関しては、1882年に帝国議会の農村・
都市クーリエの課税制限の5グルテンへの引き下げに
より帝国議会選挙権が拡大されるとともに、チェコ人
政治家と連邦派の大土地所有者に有利な形で選挙制度
が改正された（平田 2007, 16）。また、ボヘミア領邦
議会の課税制限も1884年に5グルテンに引き下げら
れた（Tobolka 1934, 105-106）。国民社会におけるチ
ェコ性の重要性の増加と都市・農村の中間層が政治化
した時期と重なるように、彼らが政治に参入できるよ
うになったのであった。
　中間層の急進化と彼らの政治参加は、典型的な名望
家政党であった老チェコ党には不利な環境であった。
その上、老チェコ党は以上のような社会の急激な変化
に対して鈍感であった。一方、社会の変化を敏感に察
知して勢力の拡大に乗り出した青年チェコ党は、それ
を武器に老チェコ党に挑戦するのである。

2. 青年チェコ党の一党支配の確立

　ドイツ人自由派政権の崩壊後に組閣したターフェ
Eduard Taaffeは、ドイツ人の教権＝保守派と大部分
のスラヴ人議員による多数派に基づく、いわゆる ｢鉄
の環Eiserner Ring｣ 内閣を組織した。同政権に協力
したチェコ人議員に対して、彼は、チェコ語をボヘミ

ア・モラヴィアの行政機関における外務言語として使
用することを認めたシュトレマイヤー言語令（1880

年）やプラハ大学のドイツ語部門とチェコ語部門への
分割（1882年）など、チェコ人の要求を実現した。
　しかし、ターフェは一方的にチェコ人の要求を受け
入れたのではなく、公教育における宗教教育の強化な
ど、チェコ人に受け入れ難い法案への協力を求められ
た。また、基本条項案に代表されるチェコ王冠諸領に
おける自治が実現される見通しは立たなかった 17。何
より、彼は、上に挙げた例を含めて、リーゲルに対し
て要求の実現を明示的に約束したことはなかった。さ
らに、選挙権資格が引き下げられた後の1885年帝国
議会選挙でドイツ人自由派が敗北したことにより、彼
は、むしろ老チェコ党にその協力を求めることが多く
なった。
　このようなターフェの姿勢に対して、｢鉄の環｣
内閣への協力を積極的に推進したリーゲルですら、
1880年代後半になると、内閣への協力の撤回を考慮
するようになった。しかし、ドイツ人自由派の政権復
帰を恐れていた彼は内閣への協力を続けた（Skilling 

1970, 263-264）。その結果、老チェコ党は、支持基盤
の一つでありチェコ国民社会の中核であった市民層か
ら遊離することになった（Křen 1990, 217）。また、
リーゲル自身も、歳を取るとともに時代の変化に逆
行するかのように保守的な思考を強め、自身に対す
る批判に過敏になっていった（Pech 1955, 284-285； 

Garver 1978, 64）。その結果、チェコ社会において老
チェコ党とリーゲルに対する不満が高まった。
　老チェコ党が袋小路に入り込みつつある一方、青
年チェコ党はこの状況を利用して次第に老チェコ党へ
の攻撃を強化していった。1878年の議員クラブの設
立以降、リーゲルと連邦派の大土地所有者が議員ク
ラブの指導権を握っており、青年チェコ党は党として
の自律的な行動をする余地がなかった（Vojtěch 1977, 

561）。さらに、保守的な性格を有するターフェ内閣へ
の協力は、自由主義的・民主主義的な自己認識を抱い
ていた青年チェコ党にとって、矛盾を生じさせること
であった。それゆえ、よりナショナリステックで民主
主義的な党内の急進派は不満を鬱積し、議員クラブへ
の参加を続ける党内の穏健派と対立した。しかし、リ
ーゲルと老チェコ党に対する国民社会における不満の
高まりと農民層・中小商工業者の急進化を感じ取った
青年チェコ党は、それらを自党への支持に転換するこ
とを試みた。1885年より、青年チェコ党は、政治クラ
ブや政治協会の増設と党友網の整備など、党組織網の
整備に着手するとともに、農業運動と商工業者運動、
知識人、学生運動との提携を推進した 18。この戦略が
功を奏した結果、青年チェコ党への支持は拡大し、そ

19 世紀後半から20 世紀初頭までの
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れを背景に同党は老チェコ党への攻撃を次第に強めて
いった。
　そのような中で発生したのが ｢パン屑事件drobeč-
ková aféra｣ であった。1887年に布告された政府支出
の抑制を目的とした学校予算の削減はチェコ人の間で
極めて不評であった。それにもかかわらず内閣への協
力を続ける老チェコ党に対する非難が高まり、青年チ
ェコ党はリーゲルを強烈に非難した。青年チェコ党の
事実上の機関紙であった『ナーロドニー・リスティ』
に掲載された記事においては、内閣への協力が ｢今で
はパン屑を集めなければならない｣ と評された 19。こ
の記事に激怒したリーゲルは青年チェコ党議員を議員
クラブから追放した。
　これが1870年代までであれば、追放された議員は
政治活動を大幅に制約されることになったであろう。
しかし、リーゲルの権威が低下し青年チェコ党の支持
が拡大している状況においては、この決定は、むしろ
青年チェコ党に有利に作用することになった。彼らは、
翌年、チェコ人無所属議員クラブKlub neodvislých 

poslanců českýchを設立するとともに、老チェコ党に
対する攻撃と党の支持勢力の拡大に努めた。また、こ
れらのことが党内の穏健派と急進派の対立を緩和し
た（Vojtěch 1977, 568）。その結果、青年チェコ党は、
1889年のボヘミア領邦議会選挙で大幅な躍進を遂げ
た。 

　この躍進に恐怖を覚えたのがターフェであった。彼
は、1886年よりボイコット戦術を続けていたドイツ
人自由派と中央集権派の大土地所有者をボヘミア領邦
議会に復帰させるために進めていた、チェコ人とド
イツ人との間の和解に向けた努力を本格化させた。
1890年1月には、ターフェは、中央集権派と連邦派
の大土地所有者、ドイツ人自由派と老チェコ党による
交渉を主催し、交渉参加者の間での妥結に導いた。こ
れが、ウィーン和協Punktaceである。しかし、その
内容にボヘミア・モラビアの行政機関を言語に基づい
て領域的に分割する条項が含まれていたことがチェコ
国民社会の反感を招いた。なぜなら、同条項は老チェ
コ党が長年にわたって主張してきたチェコ王冠諸邦に
おける自治の要求と相反する上に、それを断念するに
値する代償がないという議論がチェコ人の間で広がっ
たためであった。その結果、ボヘミア各地でウィーン
和協に反対する街頭運動が展開された。
　青年チェコ党は、この反対運動の先頭に立つととも
に、急進的なスローガンを掲げて自らの勢力のさら
なる拡大に乗り出した 20。同党はマサリクTomáš Gar-

rigue Masaryk、カイズル Josef Kaizl、クラマーシュ
Karel Kramářらのリアリスト・グループ 21との提携を
も成立させた。老チェコ党内部でも、党指導部が推進

したウィーン和協に反対する声が上がった。彼らの一
部は、リーゲルの決定に公然と反旗を翻し、老チェコ
党を離党して青年チェコ党に合流した（Garver 1978, 

150； Urban 1982, 399）。リーゲルの権威は完全に失
墜してしまったのであった。
　さらに、翌年には帝国議会選挙が予定されており、
選挙における老チェコ党の敗退が濃厚になってきた。
選挙での敗北を覚悟した老チェコ党も11議席前後の
確保を望むのみであった（Urban 1982, 399-400）。し
かし、1891年帝国議会選挙の結果はその望みすらも
打ち破ってしまった。老チェコ党はボヘミアにおいて
2議席しか獲得できず、選挙は青年チェコ党の地すべ
り的な勝利で終わったのであった。リーゲル自身も、
帝国議会における議席を維持することに失敗し、その
後、事実上の引退生活に入った（Pech 1955, 274）。
この選挙は、まさに一党支配を主導する政党の交代を
意味したのであった。
　しかし、帝国議会選挙後、青年チェコ党は党内対立
に苦しむことになる。1880年代後半以降の党の拡大
の結果、青年チェコ党は農村と都市の中間層から知識
人までの、互いに対立する非常に幅広い層を包摂する
連合体に変容した。そのため、党内で対立する利益を
調整して社会的・経済的な問題に対応する必要性が存
在した。また、ウィーン和協の際の成功は、老チェコ
党や連邦派の大土地所有者に対する反対という消極的
な理由と急進的なスローガンに依拠していた（Garver 

1978, 161）。それゆえ、青年チェコ党の一党支配を裏
付ける何かしらの積極的な理由が模索されなければな
らなかった。その一つが、同党が伝統的に掲げてきた
普通選挙権の要求であった 22。しかし、1891年の選挙
後、党内では、チェコ人の利益を実現するための手法
をめぐって、政府との協力も視野に入れた穏健派と党
設立以来の理念の継続を主張する急進派の対立が激化
した。そのため、社会的・経済的な問題に対応できな
かった上に、普通選挙権の実現という目的以外には、
国民的一体性と一党支配を維持する積極的な意味を付
与することができなかった。
　しかし、社会的・経済的な要求の充足の失敗と穏健
派と急進派の対立は、一部の農業団体を除けば 23、こ
の時点では青年チェコ党の分裂には至らなかった。ま
た、党内における穏健派と急進派の対立も、次第に穏
健派が優位を占めるようになった。この理由を進歩主
義運動の発展と崩壊について検討することで明らかに
しよう。
　1880年代後半に登場した進歩主義運動は、学生新
聞や学生団体を中心とする、青年チェコ党に好意的な
運動であった（Urban 1982, 430）。彼らは、文化面で
の向上とチェコ社会の政治的・社会的改良の更なる進
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展を目指すとともに、急進的なチェコ・ナショナリズ
ムを信奉していた 24。1891年の帝国議会選挙以降、運
動は過激化の一途を辿った。特に、大規模な街頭行動
にまで発展した1893年の普通選挙運動の拡大に進歩
主義運動は大きな役割を果たした 25。しかし、この過
激化により、進歩主義運動は、青年チェコ党内部の穏
健派からの不興を買うだけでなく、政府から危険分子
とみなされることになった。同年9月には普通選挙運
動の鎮静化のためにプラハに戒厳令が布告された。さ
らに、12月には進歩主義運動の有力な指導者達が大
逆罪で逮捕された 26。
　以上のように、進歩主義運動は急進化により政府か
らの弾圧を招いた。政府からの弾圧を契機に進歩主義
運動は分裂していったが、同運動の継承を主張した急
進的なナショナリスト政党は選挙において大きな支持
を集めることができなかった。また、1893年のプラ
ハへの戒厳令布告は青年チェコ党内の急進派に不利に
働き、カイズルやクラマーシュを含む党内の穏健派が
主導権を握ることになった。政府による弾圧が一党支
配を維持する方向に作用したと言えよう。

3. 消極的な国民的一体性

　では、1880年代から1890年代前半までの時期におけ
る一党支配を容易にする条件の変化をまとめてみよう。
　政府との関係に関しては以下のとおりにまとめるこ
とができる。｢鉄の環｣ 内閣への協力により、1880年
代前半まで老チェコ党による安定的な一党支配が継続
した。しかし、1880年後半以降、内閣に協力する意
義が薄れていくにつれて、青年チェコ党による老チェ
コ党への攻撃が可能になった。また、ウィーン和協以
降における政府と協力する可能性の低下は進歩主義運
動の拡大を許した。しかし、政府による進歩主義運動
の弾圧とプラハへの戒厳令布告は、国民社会内部の急
進的な勢力の活動を制約することになった。
　一方、この時期になると、チェコ王冠諸邦における
自治の実現は、言説では繰り返されるが、実際的な政
治課題としては取り上げられなくなった。むしろ、ボ
ヘミア・モラヴィアにおける行政機関の内務言語にチ
ェコ語を採用することが要求された。自治から行政機
関における使用言語への要求の縮小は一党支配に不利
に働いた。一方、青年チェコ党がその設立当初から主
張してきた、普通選挙権の要求は国民社会において大
きな支持を集めた 27。それにより、普通選挙権の要求
が一党支配を維持する動機を提供するようになった。
　さらに、1880年代後半以降のターフェ内閣への協
力はリーゲルの権威を低下させることになった。それ
に加えて、当時の急激な社会的・経済的な変化に対応

できなかったことも、彼が国民社会からの支持を失う
要因になった。その結果、青年チェコ党によるリーゲ
ルに対する攻撃について、チェコ国民社会において多
くの賛同が得られるようになった。
　以上のような条件の変化により、1860年代に形成
された一党支配の崩壊は現実味を帯びたが、政府によ
る急進派への弾圧と普通選挙権の実現という要求によ
り、一党支配は継続することになった。同時に、一党
支配を容易にする条件の変化が一党支配の指導政党を
老チェコ党から青年チェコ党に交代することを引き起
こした。以下では、この交代について分析した後で、
この時期における国民的一体性の性格について検討し
よう。
　1891年の帝国議会選挙においては、両党は全選挙
区で選挙戦を行ったとはいえ、その選挙戦は二大政党
による選挙における競争とは異なる様相を示した。ま
ず、老チェコ党から青年チェコ党に移籍した議員の存
在である。1890年から翌年にかけて、ボヘミア領邦
議会の青年チェコ党議員は39議席から51議席に増大
する一方、帝国議会選挙においては、党籍を数度替え
た者の立候補やかつての所属政党が同じ者による選挙
戦の展開がみられた（Urban 1982, 399-400）。また、
青年チェコ党の地滑り的な勝利により、老チェコ党
は保守的な小政党に転落してしまった。それゆえ、
1891年帝国議会選挙においては二つの政党が競い合
うという構図は誕生せずに、老チェコ党から青年チェ
コ党への指導政党の交代いう一回限りの事象に終わっ
てしまった。
　では、青年チェコ党の地滑り的な勝利を引き起こし
た要因は何であったのだろうか。この問いに対して、
少なくとも一つの解答として、青年チェコ党の選挙戦
術と国民社会の共鳴が挙げられる。青年チェコ党は、
ウィーン和協を推進した老チェコ党に対する反対とい
う消極的な理由を掲げることで、各種利益との提携と
国民社会における支持の拡大を図った。一方、1880

年代以降の国民社会においては、「チェコ語」と「チ
ェコ文化」に基づくチェコ性自体が重要性を有してい
た。青年チェコ党が提示する消極的理由と国民社会に
おけるチェコ性が交錯した結果、老チェコ党によるウ
ィーン和協の推進はチェコ国民社会に対する裏切りで
あるとして、青年チェコ党による老チェコ党に対する
反対が正当化されたのである。その結果、青年チェコ
党の主張が国民社会に受容されるとともに、青年チェ
コ党と各種利益の提携が成功したのであった。しかし、
既に述べたとおり、青年チェコ党は、選挙後、この提
携に何かしらの積極的な理由を付与することに失敗し
た 28。以上のことより、この時期の国民的一体性は、
統一的な行動の必要性を積極的な理由に基づいて提示

19 世紀後半から20 世紀初頭までの
国民的一体性とチェコ政党政治 113



できないという意味において、消極的な性格を帯びた
のである。
　

Ⅳ. 国民的一体性と一党支配の変容：青年チ
ェコ党の一党支配の動揺と多党化現象

1. 国民社会内部の階層分化の進展と
｢想像の共同体｣

　さて、19世紀後半に成立しつつあった国民社会は、
概念的には下方に向けて開かれているものであった。
しかし、1860年代においては、女性に対する障壁など、
様々な差異を再生産しながらも国民社会が形成されて
いった。それゆえ、世紀転換期になると、以前には排
除されていた下層民を国民社会に包摂するという問題
が登場した。しかし、社会的・経済的な近代化により
政治的な分化はさらに進行しており、この問題を解決
することは決して容易なものでなかった。
　一方、1896年には、都市・農村クーリエの課税制
限がさらに引き下げられるとともに、既存の議会に男
子普通選挙に基づく第五クーリエが設置された。上位
四クーリエの有権者には二重投票権が与えられ、第五
クーリエは、現状の議会構成には本質的な変動を招く
ことなく、普選の影響をテストするものになった（平
田 2007, 18）。この事実は、後に選挙結果の評価が青
年チェコ党内部で割れる原因になるのであった。
　チェコの体操運動を分析した福田は、チェコ国民社
会における代表的な体操協会であったソコルSokolと
社会民主党系及びカトリック系の体操団体との対立
を、国民的シンボルをめぐる闘争であったと位置づけ
ている（福田 2006, 101）。また、福田は、チェコ人
少数地域へのチェコ語を教育語とする私立学校の設
置・支援する運動とともに、ソコルによるチェコ人少
数地域への援助活動を通じて、物理的に離れたチェコ
人少数地域の問題を ｢我々全体にとっての問題｣ へと
昇格させる過程を明らかにしている（福田 2006, 103-

135）。福田自身が留保をしているように、体操運動に
おける以上のような傾向が他の分野に敷衍できるか定
かではないが、国民社会の少なからぬ部分において、
以前よりも増して ｢国民｣ や ｢我々全体にとっての問
題｣ という言説が展開されるようになったことは想像
に難くない。このような中で国民的一体性も変容を迫
られたのであった。

2. 多党化現象と一党支配

　官僚内閣を組閣したバデニKazimierz Badeniは、
プラハへの戒厳令の解除や大逆罪で有罪になった進歩
主義運動の指導者に対する恩赦など、安定的な政権運

営のために青年チェコ党から協力を得ることを当初か
ら試みていた。しかし、政府との交渉を積極的に推進
しようとしたクラマーシュらを除けば、青年チェコ党
内部の穏健派の大部分は政府からの便益の提案を協力
の前提として捉えていた（Tobolka 1936, 96-97）。一方、
穏健派として党内での影響力を拡大していたカイズル
は ｢段階的な政治etapová politika｣ を主張していた。
これは、現実を踏まえた部分的な問題――当座の目的
として選挙権改革と言語問題――を解決していくこと
で ｢段階｣ を踏んで、チェコ王冠諸邦における自治の
実現というチェコ人の最終的な目標を達成することで
あった（Velek 1999, 133-134）。この主張を掲げるこ
とにより、政府との協力だけでなく、要求の内容が事
実上縮小している状態をも正当化することが青年チェ
コ党の穏健派によって目論まれたのであった。
　カイズルの ｢段階的な政治｣ は、普通選挙クーリエ
の実現後に行われた1897年帝国議会選挙で青年チェ
コ党が第一党になることにより、その真価を試される
ことになった。選挙結果を受けてバデニは、ハンガリ
ーとの経済アウスグライヒの更新のために必要な議会
多数派を確保するために、ボヘミア・モラヴィアの行
政機関における内務言語をドイツ語とチェコ語の二
言語にすることを規定した言語令（バデニ言語令）
を1897年4月に発布した。それを受けて青年チェコ
党もバデニ内閣への協力を開始した。しかし、行政機
関における内務言語の二言語化に伴い官吏にチェコ語
とドイツ語の習得をも義務付けた同言語令に対して、
ドイツ人自由派は強硬に反対した。彼らによる議事妨
害のために帝国議会は混乱に陥るとともに、街頭にお
いても言語令に反対するドイツ人による抗議運動が広
がった。この議事妨害を排除するために11月には議
場への警官隊の導入を認める法案が可決されたが、こ
のことが逆に街頭での抗議運動に油を注ぐ結果となっ
た。結局、この混乱を収められずにバデニは辞任した。
しかし、バデニの辞任が逆に期待を裏切られたと感じ
たチェコ人による街頭行動を誘発した。また、帝国議
会副議長としてこの混乱の渦中にあり、議場への警官
隊の導入にさえ賛成したクラマーシュは最初の挫折を
味わうことになった（佐藤 1991, 45）。
　しかし、青年チェコ党はバデニの辞任後に必ずしも
野党に転じたわけはなかった。言語令の改定によりボ
ヘミア・モラビアの行政機関を言語に基づいて領域的
に分割する案（ガウチ言語令）が復活した後も、同
党は政府に対する態度を曖昧にしたままであった。
1898年に成立したトゥンFranz Thun-Hohenstein内閣
へは、カイズルは、党指導部の一部に伝えたのみで党
の正式な許可を得ずに入閣すら果たすことになった
（Winters 1970, 311； Garver 1978, 259）。しかし、政
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府から協力に対する見返りは得られないまま、同内閣
の倒壊とともに言語令自体も廃止された。結局、青年
チェコ党は、ドイツ人左派への恐れから、事実上、非
公式に政府を支持することを続け、1880年代の老チ
ェコ党の歴史を繰り返したのであった（Urban 1982, 

471）。しかし、進歩主義運動が分裂した状態では、
｢第二の青年チェコ党｣ になりうるような、青年チェ
コ党の批判の受け皿になる単一の勢力は存在しなかっ
たし、その存在を可能にするような条件も整ってい
なかった（Cohen 1979, 771）。むしろ、農業党Česká 

strana agrárníと国民社会党Česká strana národně soci-

álníという部分利益を代弁する大衆政党が青年チェコ
党から独立していくことになった。一方、社会民主党
とカトリック政党が既に設立されており、これらの政
党をあわせて、世紀転換期に五つの陣営 táborが誕生
したのであった 29。以下では、青年チェコ党から独立
して誕生した農業党と国民社会党について概観してお
こう 30。
　農業党の母体は、甜菜生産者が中心となって1896

年に設立されたチェコ農業者同盟Sdružení českých 

zemědělcůであった。同盟は、当初、青年チェコ党へ
の支持を明確にしており、青年チェコ党の農業関連の
綱領に自らの要求を反映させようとした。また、青年
チェコ党も党の傘下団体として同盟を党勢拡大に役立
てようとした。しかし、同盟の自律性と党の決定過程
への同盟の関与をめぐる対立のため、両者の関係は決
して良好ではなかった（Velek 2000, 124-126）。結局、
青年チェコ党が保護していた製糖業者と同盟の支持者
であった中小の甜菜生産者との対立と、経済アウスグ
ライヒの更新への青年チェコ党の対応への不満が契
機となり、1899年に同盟は農業党を設立した（Velek 

1999, 137； 2000, 129； Kubricht 1974, 47-49）。しか
し、設立後も、党の主要な関心は経済問題にあり、ナ
ショナルな問題と政治的な問題に関する農業党の主
張は青年チェコ党と大差がなかった（Harna a Lacina 

2007, 17）。
　国民社会党は、1897年帝国議会選挙において初め
て議席を獲得した社会民主党に対抗するために、青年
チェコ党を支持していたナショナリズムに傾倒した労
働者と、進歩主義運動の系譜に連なる社会問題に関心
を持つ知識人によって設立された 31。国民社会党の設
立時期はまさに言語令をめぐってシスライタニアにお
いて国民感情が高まっていた時期と重なっており、こ
のことは同党の急速な成長を助けた。しかし、設立当
初は青年チェコ党から財政的な支援を受けており、ま
た党の指導者であったクロファーチVáclav Klofáč自
身が、設立後しばらくの間、『ナーロドニー・リスティ』
の編集者を兼任していた。そのため、設立当初、国民

社会党は青年チェコ党の労働者向けの支部とみなされ
ていた。同党は、以上のような青年チェコ党との関係
から脱却し独自色を強化していくが、20世紀におい
ても、しばしば、青年チェコ党と秘密裏に結託してい
るという風評を流されることになった。おそらく、青
年チェコ党の急進派と国民社会党の間における思想的
及び行動面での親和性がそのような風評の原因の一つ
になったのかもしれない。
　これらの五つの陣営がすべて参加した初めての選挙
が1900/1901年帝国議会選挙であった。青年チェコ党
は、当初は楽観的な姿勢でこの選挙に臨んだ。しか
し、当時の社会状況と急速な近代化による社会的分化
の把握を誤っていたのみならず、党内の穏健派と急進
派の対立による党自体の弱体化により、青年チェコ党
は農村クーリエと普選クーリエにおいて多くの議席を
失った。青年チェコ党の穏健派は、国民的一体性の終
焉を嘆くほど選挙結果に落胆したのであった（Velek 

1999）。
　しかし、全体の選挙結果を考慮するのであれば、ク
ーリエ制度に助けられて、青年チェコ党がチェコ人政
党の中では圧倒的に第一党であったのも事実である。
国民社会党との連携に期待を寄せていた青年チェコ党
の急進派は、むしろ選挙結果に満足していた（Velek 

1999, 142）。また、他のチェコ人政党の議席は一桁台
であったため、政府は、これらの政党を交渉相手とみ
なさず、青年チェコ党をチェコ人の代表として扱った。
そのため、1900/1901年帝国議会選挙は青年チェコ党
にとって決して大きな失敗ではなかったのである 32。
　青年チェコ党の政府に対する不明瞭な姿勢はケルバ
ーErnest Koerber内閣においても変化がなかった。ケ
ルバーは、大規模な公共事業に代表される経済的利益
の配分による国民間の対立を緩和する試み以外に、政
府の仲介によりチェコ人とドイツ人との間の和解を模
索した。その際に提出された和協案は、ボヘミア・モ
ラヴィアの両国民に関する体系的な分析に基づいて政
府が提出した初めてのものであった（Křen 1990, 285, 

291）。ここに、仲裁役としての政府が本格的に登場
したのであった。ケルバーの手法は、確かに両国民を
平等に扱おうとするものではあるが、同時に、特定の
国民に対する政府の大幅な譲歩を不可能にした。その
結果、政府への協力から得られる利益が減少したので
あった。

3. 国民的一体性の自明化

　では、この時期における一党支配を容易にした条件
の変化を明らかにしよう。
　政府との関係においては、ボヘミア・モラヴィアの
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行政機関における内務言語の二言語化を規定したバデ
ニ言語令は当時のチェコ人にとっては十分な譲歩であ
った。しかし、言語令の導入が挫折したのにもかかわ
らず、青年チェコ党は政府に対して曖昧な態度を取り
続けた。それが、農業党や国民社会党の結成をもたら
す契機となった。また、ケルバーは、チェコ人とドイ
ツ人との和解交渉を主催するなど、国民間の対立を緩
和させることで自らの政権基盤を強化しようと試み
た。このことは、逆に政府への協力の見返りが交渉の
仲裁という規模の小さいものになる原因となった。一
方、政府による弾圧も減少傾向にあった。確かにナシ
ョナリスト政党や社会主義政党に対しては、検閲や監
視などは継続した。しかし、オムラディナ事件のよう
な弾圧はもはや発生しなかった 33。この結果、急進派
にとっての活動の余地が増加することになった。
　チェコ人の要求に関しても、政府との協力と同様に
一党支配を容易にするには規模の小さいものになって
いった。この時期になると、青年チェコ党の穏健派の
中心人物であったカイズルが ｢段階的な政治｣ を主張
することにより、要求の縮小を正当化する試みがなさ
れた。さらに、ボヘミア・モラビアにおける行政機関
の言語に基づく領域的な分割の阻止という、現状維持
的なものが要求に加わることになる。その結果、一党
支配を容易にする効果を縮減させることになった。し
かし、多くの政治家・政党を引き付ける要求として帝
国議会選挙における普通選挙権の完全実施という要求
がまだ残っていた。
　また、リーゲルの引退後、彼やパラツキーに匹敵す
る権威を有する政治指導者は登場しなかった。確かに、
青年チェコ党の穏健派の指導者であったカイズルやク
ラマーシュは、チェコ政治を指導する立場にいたが、
パラツキーやリーゲルが有していた1848年革命時の
実績のような成功や栄光を欠いていた。それゆえ、パ
ラツキーやリーゲルと比較すると、カイズルやクラマ
ーシュの政治指導者としての権威は劣るものであった。
　以上のように、1860年代に形成された一党支配を
容易にする条件は、帝国議会選挙における男子普通選
挙権の完全実施という要求を除けば、この時期までに
失われてしまった。しかし、それが必ずしも国民的一
体性と一党支配の崩壊には結びつかなかった。この点
について検討してみよう。
　既に述べたとおり、普選クーリエは現状の議会構成
には本質的な変動を招くものではなかった。そのた
め、たとえ農村クーリエと普選クーリエの選挙結果が
男子普通選挙権を完全実施した際の結果を予想させる
ものであったとしても、全体としてのクーリエ制選挙
は青年チェコ党にとって有利に作用した。その結果、
1900/1901年帝国議会選挙後も、青年チェコ党はボヘ

ミアにおけるチェコ人政党が獲得した議席の約5分の
4を占めていた。また、政府も青年チェコ党のみをチ
ェコ人を代表する政党とみなした。
　一方、新たに登場した部分利益を代表する大衆政党
は国民的一体性と一党支配を打ち崩す動機をまだ有し
ていなかった。確かに、どの政党も多かれ少なかれ青
年チェコ党と対抗関係にあった。しかし、青年チェコ
党との議席数における格差を考慮するならば、チェコ
政治における青年チェコ党の主導権を打ち破ることは
ほぼ不可能であった。新政党による攻撃は、国民的一
体性と一党支配に対する原理的な反対というより、青
年チェコ党との差異化を図ることで自らの支持基盤を
強化するためであったと解釈したほうが妥当であろ
う。この時期においては、新政党は、党組織の整備や
傘下団体の構築、綱領の作成など、自党の基盤を整え
ることに主眼を置いていた 34。その結果、各政党があ
たかも青年チェコ党による一党支配を ｢消極的｣ に容
認しているような状況を呈したのであった。
　すなわち、クーリエ制選挙による過大代表と政府に
よる承認という外在的な条件と各チェコ人政党による
｢消極的｣ な容認に依拠しながら、この時期の一党支
配は存続したのである。しかし、このような｢消極的｣
な容認は、要求の規模の縮小と相まって、一党支配を
空洞化する方向に作用した。さらに、国民社会におい
て以前より増して繰り返される ｢国民｣ や ｢我々全体
にとっての問題｣ という言説がこの空洞に入り込んだ
のである。その結果、1860年代にチェコ人自由主義
者によって形成された国民的一体性と一党支配の結合
の自明性は、国民的一体性そのものの自明性に読み替
えられたのである。

Ⅴ. おわりに

　チェコ国民社会の形成を担った1860年代のチェコ
人自由主義者は、シスライタニアにおける自らの地位
向上のために、統一的な行動をする必要に迫られた。
彼らは、統一的な行動を実現するに際して、国民的一
体性の名の下での老チェコ党による一党支配を選択し
た。老チェコ党による一党支配を容易にしたのは以下
の三条件が揃っていたからであった。まず、老チェコ
党と政府との協力の可能性が高かったと同時に、政府
が左派を弾圧することにより政治家の間での対立を抑
制したからであった。次に、チェコ人政治家の間にお
いてチェコ王冠諸邦における自治の実現という要求が
共有されていたからであった。さらに、圧倒的な権威
を有する政治指導者が政治家による統一的な行動を担
保していた。その結果、多くのチェコ人政治家は概念
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としての国民的一体性と実体としての一党支配の結合
を疑わなかったし、それを疑った政治家はチェコ人政
治家の間で影響力を有することができなかった。
　しかし、選挙権の漸進的な拡大と国民社会の発達に
より、一党支配を容易にしていた条件は徐々に崩れて
いった。1880年代における政府と老チェコ党との協
力はチェコ人の地位向上に一定の役割を果たした。し
かし、その代償として、老チェコ党とリーゲルは、チ
ェコ王冠諸邦における自治を事実上断念せざるをえな
かっただけでなく、政府寄りの姿勢に対するチェコ人
からの批判を招いた。一方、青年チェコ党は、老チェ
コ党に対する反対を掲げて、各種利益との提携を推し
進めた。この戦略が国民社会における「チェコ語」と「チ
ェコ文化」に基づくチェコ性の重要性の高まりと共鳴
した結果、青年チェコ党は、1891年帝国議会選挙に
よる圧倒的な勝利により、支配政党の地位に就いた。
しかし、青年チェコ党は、選挙後、老チェコ党に対す
る反対に代わる、一党支配を裏付ける積極的な理由を
各種利益との提携に与えられなかった。この意味にお
いて、1880年代から1890年代前半までの国民的一体
性は消極的な性格を帯びたのであった。
　この青年チェコ党が主導する一党支配は、同党と政
府との協力とも敵対とも言えない曖昧な関係と、｢段
階的な政治｣ に代表される、要求のさらなる縮小によ
り、1890年代中盤に危機を迎えることになる。その上、
国民的一体性と一党支配を担保する圧倒的な権威を有
する政治指導者はもはや存在しなかった。その結果、
国民社会の下方への拡大も活かしながら部分利益を主
張する大衆政党が登場する一方、一党支配を容易にす
る条件は帝国議会選挙における男子普通選挙権導入の
要求しか残されなかった。しかしながら、皮肉なこと
に、普選要求を掲げることによって維持されていた青
年チェコ党の優位を実質的に担保していたのは、他で
もないクーリエ選挙制度のもとでの同党の過大代表に
他ならなかった。クーリエ選挙制度による青年チェコ
党の過大代表を他のチェコ人政党が ｢消極的｣ に容認
することによって、一党支配の継続が、対政府関係と
チェコ人が掲げた要求、政治指導者という条件の喪失
により空洞化されながらも、可能になったのであった。
これらの諸条件により、国民社会における ｢国民｣ や
｢我々全体にとっての問題｣ という言説の高まりと相
まって、1860年代における国民的一体性と一党支配
の結合の自明性が国民的一体性の自明性に読み替えら
れたのである。一党支配という内実を失ったときに、
自明とされた ｢国民的一体性｣ は、その主導権を要求
する複数の政治勢力の間で、要求のせり上げという急
進化のメカニズムを作動させることになる。
　1905年、ロシア第一革命の影響を受けて各地で普

通選挙権の実現を目指した街頭行動が展開された。最
終的に皇帝フランツ･ヨーゼフは帝国議会における男
子普通選挙権の導入を指示した。これにより、一党支
配を容易にする最後の大きな条件が消滅したのであ
った。男子普通選挙権に基づいて初めて実施された
1907年帝国議会選挙の後、青年チェコ党を含む各チ
ェコ人政党は、新たな政党間関係の構築という課題を
背負うことになった。この課題に直面した各政党は、
自らに有利な形で、チェコ政治における主導権の主張
ないしはそれに対する抵抗を試みた。その際、各政党
が自らの主張に正当性を付与するために用いた概念の
一つが国民的一体性であった。その結果、各政党の間
で内実を伴わない論争が繰り広げられ、チェコ政党政
治は次第にせり上げの政治に陥っていくことになる。
　本稿では、19世紀後半から20世紀初頭までのチェ
コ政治において繰り返し主張された、チェコ人政治家
に統一的な政治行動を要請する言説と統一的な政治行
動そのものとを指す国民的一体性を、概念としてのそ
れと実体としての一党支配に分離するという操作を行
った上で分析した。この操作により、国民的一体性の
多義性を捨象せずに分析の明瞭さを担保することが可
能になった。その結果、この時期における国民的一体
性の変容は、実体としての一党支配が失われていく一
方、言説としては自明化していく過程であった。チェ
コ国民社会の発展と社会的・経済的な分化は、一党支
配を容易にした条件を掘り崩すことでそれを空洞化す
ると同時に、概念としての国民的一体性に変容を迫っ
たのである。以上のことから、社会的・経済的な分化
により国民的一体性が世紀転換期に崩壊したというウ
ルバンやヴェレックの説明が成り立たないことは明ら
かであろう。最後に、国民社会とハプスブルク君主国
との関係を考察することにより、チェコ人政治家によ
る国民を単位とする統一的な政治行動が長期にわたり
継続した理由を明らかにしよう。
　近年、いわゆるエスニック紛争に関する研究におい
て、ナショナルな対立のみを取り上げるのではなく、
むしろ、既存の政治制度や社会的なコンセンサスなど
の崩壊によって生じた ｢真空地帯｣ にナショナリズム
やナショナルな対立が入り込むという解釈が誕生して
いる 35。このような研究は、民衆がナショナルな対立
に絡め取られていく原因を鮮やかに描き出している
が、同時に、ナショナルな対立の存在を所与のものと
しないために、逆説的に ｢真空地帯｣ にナショナリズ
ムやナショナルな対立を ｢送り込む｣ 集団の詳細な研
究を要求しているといえる。排他的ナショナリズムに
よる紛争を回避するためにも、単純な責任論や ｢べき
論｣ に還元されない排他的ナショナリズムを掲げる集
団に関する詳細な研究が必要とされているのである。

19 世紀後半から20 世紀初頭までの
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　19世紀後半以降のチェコ政治の場合、1860年代に
追及された国民的一体性と一党支配は、本来、チェコ
人自由主義者という非常に限られたサークルにおいて
成り立っていたものであった。このことによって、彼
らの統一的な行動の理由であったナショナルな要求は
実現されなかったが、シスライタニア政治において国
民を単位とする政治行動の一般化には ｢成功｣ したと
言える。一方、19世紀後半におけるハプスブルク君
主国は、複数の国民社会の成立を可能にする枠組みを
提供したが、そもそもそれらを有機的に国家秩序に統
合する機制を欠いていたし（篠原 2003a, 22）、国民社
会を基礎に再編されたわけでもなかった（小沢 1994, 

77-78）。ハプスブルク君主国と国民社会の間には ｢隙
間｣ が当初から存在していたのである。その結果、国
民社会の下方への拡大と選挙権の漸進的な拡張による
国民意識を有する中層・下層市民の政治参加に対して、
各国民社会を指導する勢力は、国家秩序を欠いた状態
において、彼らを政治的に統合するという問題を抱え
ることになった。チェコ国民社会の場合、国民的一体
性と一党支配が当初の意図を超えて変容したことがこ
の問題に対する一つの解答を提供した。すなわち、チ
ェコ人政党・政治家による統一的な行動とその要請は、
国家秩序に代わって、新たに政治に参入してくる階層
を政治的に統合することをも担保したのである。この
ことが、国民的一体性と一党支配が変容しながらも継
続した理由でもあった。しかしながら、社会的・経済
的な分化の進展の結果、国民的一体性は、ウルバンや
ヴェレックの主張するように単純に崩壊したのではな
く、むしろ一党支配という実体を失った言説として、
逆に、大衆政治の到来に伴う既存秩序の動揺によって
招来された ｢真空地帯｣ にナショナリズムが猛威をふ
るうことを許すことになるのである。この過程の分析
は別稿の課題としたい。
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 3 愛邦主義Landespatriotismusは、中世以来の歴史的な政治単位
である領邦Landを基盤とした地域主義である。19世紀に存在
した様々な思想とチェコ国民形成との関係についてはコジャル
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詳細な過程はヴォイテェフ（Vojtěch 1977）に詳しい。また、マ
リーシュの青年チェコ党の発展に関する概観（Malíř 2005）も
簡潔にまとめてある。農業団体と青年チェコ党の関係について
はヴェレック（Velek 2001, 20, 21-22）を参照せよ。
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おける法制化を必要としたので、青年チェコ党は、議会におい
て和協案に異議を唱えることでも、自らの主張の正当性を高め
ることが可能であった。その結果、ウィーン和協の主な成果は
ボヘミアの教育審議会と農業審議会に国民別の部門を設置した
ことのみであった。
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の改良と政治の変革を図った集団であった。政治に参入するに
あたり、同グループは、老チェコ党と交渉するが不調に終わっ
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ループについてはウィンターズ（Winters 1970, 283-289）と林
（1993）を参照せよ。
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40）を参照せよ。
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される保守的な思想や青年チェコ党との不明瞭な関係のために、
農民クラブは多くの支持を集めることができなかった。この経
緯についてはヴェレック（Velek 2001）やクブリヒト（Kubricht 

1974, 16-34）を参照せよ。
24 しかし、進歩主義運動の内部には、急進的なナショナリズムを
称揚する集団から社会主義運動に近い思想を抱く集団まで、様々
な潮流が存在していたことに注意が必要である。

25 社会主義勢力も普通選挙権の獲得のために嘆願運動や街頭行動
を繰り広げた。この情勢を受けて青年チェコ党も同年に普通選
挙権法案を議会に提出した。1893年の普通選挙権運動について
はハヴラーネック（Havránek 1964）を参照せよ。

26 ｢オムラディナOmladina｣ と称する秘密結社による反政府活動
の計画が逮捕理由であったため、この事件はオムラディナ事件
と呼ばれた。なお、同事件は政府による捏造であることが後世
において判明した。

27 一方、老チェコ党は、普通選挙権の導入には消極的であった。
特に、リーゲルは立憲制と制限選挙制を理想としていた（Pech 

1955, 54）。また、普通選挙権の導入に際しても、それを完全
実施するのか、クーリエ選挙制を維持したままで実施するのか、
国民社会内部における要求の程度の差は大きかった。

28 この点は青年チェコ党の党組織の面からも説明することができ
る。青年チェコ党は、大衆政党に移行したのではなく、選挙
運動が党組織を補完する役割を果たすなど、名望家政党とし

ての性格を色濃く残した（Vojtěch 1977； Garver 1978； Malíř, 
Marek a kol. 2005）。つまり、青年チェコ党は支持の組織化に失
敗したと言えよう。

29 近年のチェコ人政党研究は、世紀転換期から戦間期におけるボ
ヘミア・モラヴィアのチェコ人及びドイツ人の大衆政党が、オ
ランダの｢柱｣、ベルギーの｢霊的家族｣やオーストリアの｢陣営｣
と比肩しうる、社会的亀裂に沿ったサブ・カルチャーである「陣
営 tábor」を構築したことを強調している。詳細は、マリーシュ
によるモラヴィアの政党・政党システム研究（Malíř 1996）、マ
リーシュとマレック編集の論文集（Malíř, Marek a kol. 2005）
とルフト（Luft 1991a, 1991b, 2000）を参照せよ。なお、同じ
「tábor」という語句を用いる注12のターボル運動はサブ・カル
チャーの「陣営」とは無関係である。

30 カトリック政党と社会民主党は、両政党と国民的一体性との関
係を分析する前に、ナショナリズムと両政党が信奉する教義・
理論との ｢両立｣ について検討する必要がある。それゆえ、本
稿では両政党に関しては言及を避ける。

31 以下の記述に際しては、ハルナ（Harna 2005）とケリー（Kelly 

2006）を参照した。
32 この評価はクシェンを参考にした（Křen 1990, 294-295）。なお、
トボルカは、この選挙が青年チェコ党の衰退の始まりであった
としている（Tobolka 1936, 303）。

33 政府の弾圧が減少した理由については、推論の域を出ないが、
帝国議会に議席を有する政党への赤裸々な介入が困難であった
ことと、日増しに増加していた国民間の対立に起因する街頭行
動への対応が優先されたことが考えられる。

34 各政党による党組織の整備については、マリーシュとマレック
編集の論文集（Malíř, Marek a kol. 2005）を参照せよ。

35 ユーゴ解体と内戦に関する研究におけるこのような見解につい
ては越村・山崎（2004）と佐原（2008）の研究を参照せよ。なお、
近年では、ユーゴ解体と内戦に関する研究を鈴木（2008）が詳
細に紹介している。
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Ⅰ. はじめに

　中国の経済発展は一方で深刻な環境問題をもたらし
ている。しかも、現在の中国では沿海部と内陸部、及
び都市部と農村部との間で経済発展の格差が極めて大
きいため、都市部では環境問題への対応が進んでいる
が、農村部では環境問題の現れ方も異なり、またそれ
への対応も異なってくるという困難がある。
　経済力のある地域では企業も行政も環境対策への取
り組みが進んでいる一方、地方の農村部では、地方政
府と企業が一体となって、経済開発を優先し環境を犠
牲にするという事態が発生している。
　このような経済発展における格差の存在と、中国の
政治・行政システムが絡み合って、環境問題への対応
をいっそう複雑なものにしている。その結果として、環
境政策として実施されている諸制度が、その目的通り
の実効性を発揮していないことが指摘されてきている。
　中国政府は2008年3月に環境保護総局を環境保護
部 1に格上げし、中央政府が環境保護に関する積極的
な取り組みを見せる一方、地方の環境保護対策が改善
しないまま、局地的な公害 2が各地で頻繁に発生して
いる。その原因として国家の環境汚染防止対策の不十
分性があり、特に、次の3点があげられる。
　①工業の不合理な配置
　全国約40に近い数の大都市に工業が集中している。
さらに、その内の13の大都市と超大都市に集中する
状況を呈している。こうした工業の過度の集中は、当
該地方の環境汚染を急速に深刻化させている 3。
　②地域総合予防制度の欠如 4

　環境汚染防止の予防的措置として後述する「三同時」
制度がとられてきた。しかし、この制度は建設プロジ

ェクトを中心に実行されてきた対策であるため、基本
的に依拠するのは環境基準あるいは排出基準である。
地域総合予防制度に結びつくものではない。
　③中小企業の環境管理が不十分
　1978年から中国の都市と農村の中小企業が急速に
発展してきた。1978年当時は140万近くだけだった
ものが、1985年に493万になり、1995年に718万に
増加した 5。1985年以降の10年間で、約46%の増加
があることがわかる。
　中国政府は80年代に ｢4つの現代化｣ を実現するよ
う国民に呼びかけ、一部の人が先に豊かになり、最後
はみんなで豊かになれるという方針をとってきた。い
わゆる｢改革開放政策｣6であり、今日にいたっている。
しかし、環境問題への取り組みが同時に行われてきた
が、その効果が発揮されたとはいえない。国として環
境保護関連法を制定・公布してきたが、地方での環境
政策が十分に行われていない。さらに、予防ではなく、
事後的対策を中心とする従来の考え方では、ますます
深刻な環境破壊に至るに違いない。また、環境保護関
連法はもっぱら国内法上の行政の規制を中心とする仕
組みであるが、グローバル化の中にあって、中国も、
環境に関連する国際的条約を国内の環境法制定に向け
て受け入れることも急務であるように思われる。
　2008年2月に水質環境汚染防止法が改正されるこ
ととなった。国民の健康、ひいては生態系の保護のた
めに、水環境を守らなければならない。このような行
政目的を達成するためには従来の目的である「公共性」
の実現に加えて、国民の健康利益とのバランスをとり、
効率のみならず公平であることが問われなければなら
ない。改正された水質環境汚染防止法は、法律レベル
では都市の水質環境汚染防止を中心としているが、細
則等によって地方の水質環境汚染防止をも視野に入れ

環境問題の視点からみた中国に
おける都市と農村の地域格差

―水質環境汚染防止法制度を中心に―

バインジリガラ
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たものになっていくか否か、注目されよう。本稿では、
1996年に公布された水質環境汚染防止法と2008年の
改正法とを比較し、水質環境汚染防止の観点から都市
と農村における水質環境保護対策を分析し、どのよう
に対応してきたのか、また、どうすべきかについて検
討を試みたい。

Ⅱ. 水質環境汚染防止法による規制

　中華人民共和国が誕生してから、数段階に渡り、
水質環境汚染防止に関する法律・法規を制定し・公
布した。年代順に並べると、1973年「工業三廃排出
標準」を公布し、1976年「生活飲用水衛生標準（試
行）」を公布し、1979年「漁業水質標準（試行）」と
「田畑灌漑水質標準（試行）」を公布した。しかしなが
ら、水質環境汚染防止法の正式な制定が遅れ、ようや
く1979年「環境保護法」の制定により、水質環境汚
染防止の基本原則を規定することになった。その後、
1984年に「水質環境汚染防止法」が制定され、これ
が中国初めての総合的な水質環境汚染防止に関する法
律となる。同法は水質汚濁の防止原則、監督管理体制
と制度、地上と地下水質汚染防止、法的責任など、全
面的な規定をおいている。「水質環境汚染防止法」の
具体的な実施をはかるため、国務院が1989年に、国
家環境保護行政部門に権限をあたえ、「水質環境汚染
防止実施細則」が発表された。その後、1996年5月
15日第8回全国人民代表大会常務委員会19目会議で
修正され、2008年6月に二度目の修正をおこなった。
20世紀70年代における世界の環境汚染（例として日
本の4大公害）をきっかけに、中国でも環境汚染防止
法が相次ぎ制定・公布されることになったが、一方、
経済の飛躍的な発展に伴い、環境破壊がますます深刻
になり、川にヒ素が流れ込み淮河周辺に ｢癌の村｣ 7

ができてしまう結果に至った。また、2005年11月松
花江で起きた水汚染事故がマスコミの報道により、そ
の深刻さを世界に知らせ、大きな波乱を起こし、当時
の中国環境保護総局局長が辞任に追い込まれるという
事態になった。このように、国民の生活飲用水を守る
べき行政の責任が追及される事態が生じている。局地
的な公害汚染を抑制し、拡大させないため、水質環境
汚染防止に関する2008年の法律改正が行われた。以
下、現行水質環境汚染防止法の目的、対象範囲、諸制
度について概観し、検討する。

1. 改正における立法者の考え方

　重大な水質環境汚染に対し、国家環境保護総局（現

環境保護部）は、「河川・湖沼における生息を保護する」
政策を提案した。改正後の水質環境汚染防止法は、「河
川・湖沼における生息を保護する」政策を実施するに
あたって、最有力の法的な保障となるものである。こ
の政策においては、厳格な環境対策、時代遅れの生産
能力陶汰、全面的な汚染防止、総合的手段の強化、公
衆参加、これら5つの対策が含まれ、以下に見るよう
に、改正後の水質環境汚染防止法の中にとりこまれて
いる 8。

2. 目的と対象範囲

　水質環境汚染の防止、環境の保護と改善を図り、飲
料水の安全を保障し、経済社会を全面的に持続可能な
発展と調和するように誘導することを目的としてい
る。改正前水質環境汚染防止法の1条にあった「水資
源の有効な利用」という文言を目的からはずし、「飲
料水の安全確保の保障」が新たに法目的となった。
　対象範囲として、中華人共和国領域内の河川、湖沼、
運河、水路（排水用と灌漑用）のほか、ダム等の地表
水と地下水の汚染防止を含む。海洋については水質環
境汚染防止法が適用されず、海洋環境保護法の定める
ところによる。

3. 管理基本原則と監督管理体制

　まず、管理基本原則として
　①予防（中心）と改善の総合原則
　②工業汚染、都市（城鎮）の生活汚染を厳格に抑制
し、農業面における汚染を防止する原則

　③生態系を守る建設プロジェクトを推進し、環境汚
染及び生態系破壊を予防し、抑制し、減少させる
原則がとられている（同法3条）。

　次に、監督管理体制については
　改正前水質環境汚染防止法において、各級の地方人
民政府の環境保護行政部門が水質環境汚染防止を実施
する統一管理機関であった（4条 9）のに対し、改正
法では、県以上の人民政府の環境保護行政主管部門が
水質環境汚染防止を実施する統一管理機関となった
（8条）。また、交通主管部門の海事管理機構が船舶汚
染水域管理機関となった（8条2項）。なお、県以上に
おける人民政府水行政、国土資源、衛生、建設、農業、
漁業管理部門および重要河川・湖沼領域水源保護機構
は、各自の職責の範囲内で、水質環境汚染防止の管理
を実施することとなった（8条3項）。しかし、人民政
府における環境保護行政部門と8条3項における人民
政府のその他の部門における管理権がどのような関係
にあるのかははっきりしていない。
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　改正前水質環境汚染防止法における保護と防止を接
合する原則（9条 10）が、予防を中心とする総合改善の
原則（同法3条）に改められた。生態回復プロジェッ
トを積極的に行い、水質環境汚染または生態破壊の抑
制、削減といった生活飲用水の保護を優先し、工業の
汚染を厳しく規制する総合的な手法である。改正前水
質環境汚染防止法が工業配置と水質環境汚染防止の相
互調和を図る（11条 11）こととしていたのに対し、改
正法では上記の②で述べたように厳格に工業汚染を抑
制することをはっきりと規定したことが注目されよう。

4. 主要な水質環境汚染防止措置

（1）水質汚染物質総量抑制と公表制度

　汚染を削減する方式としては、排出標準（日本の
「排出基準」）により排出を規制する手法が一般的であ
る。しかし、排出標準が遵守されていても、河川等の
水質が、水質環境質量標準（後述）を満たすとは限ら
ない。そこで、2008年改正後の水質環境汚染防止法
では、国家は重点的な地域における水質汚染物質排出
に対し、総量抑制制度を実施すると規定した（18条）。
この総量抑制制度とは、政令で定める一定の区域にお
ける特定の水質環境汚染物質の排出量について総量目
標を設定し、汚染物質排出者にふり分けることを内容
としている。県以上の人民政府の環境保護行政主管部
門は水質環境汚染防止法または条例に違反し、なお、
重大な水質環境汚染をもたらした企業を公表する（19

条2項）。具体的な方法と実施手順については国務院
が規定する。

（2）飲用水保護制度 12・13

　人の健康と社会生活の安定のために飲用水を保護す
ることが中国にとって急務になっている。国家は飲用
水水源保護区を設置し、一級保護区と二級保護区に分
け、必要なとき、飲用水水源保護区の圏外であっても、
一定の準保護区を画定することができる（56条）。飲
用水水源保護区の画定は、市、県の人民政府が案をつ
くり、省、直轄市、自治区の人民政府が批准する。一
級保護区では、水質環境汚染物質排出口の設置（57

条）・新設・増設・改造及び給水施設と水資源保護に
無関係な建設事業、ネット箱養殖、旅行、水泳、魚釣
りその他の飲用水体に影響を及ぼす可能性がある行為
は禁じられている（58条）。また、既に一級保護区内
で給水施設と水資源保護に無関係な建設事業を設置し
ている企業に対しては、県以上の人民政府が改善命令
ではなく、排除または閉鎖を命じることができる。
　飲用水水源二級保護区においても、上の新設、増
設、改造及び給水施設と水資源保護に無関係な建設事

業が禁じられている。既に二級保護区内で設置されて
いる施設に関しては、県以上の人民政府が企業に排除
または閉鎖を命じる。ネット箱養殖、旅行、水泳、魚
釣りその他の飲用水体に影響を及ぼす可能性がある行
為は、禁じられていないが、飲用水体汚染防止措置を
とらなければならない（59条）。
　準保護区域においては、水体に重大な汚染を及ぼす
新設、増設工事が禁じられている。また、汚染排出口
を増やす改造を行ってならない（60条）。
　中国における飲用水水源保護制度においては、上記
の条文から分かるように、飲用水水源保護区は、市、
県の提出した飲用水保護区計画案を直轄市、自治区、
省が批准することによって定められる。市を跨ぐ飲料
水保護区については、省、直轄市、自治区の人民政府
が批准 14するが、協議が調わない場合は、省、直轄市、
自治区の環境保護行政主管部門と水行政部門、国土資
源、衛生、建設部門が計画案をつくり、省、直轄市、
自治区人民政府が批准することとなっている。省を跨
ぐ飲用水水源保護区について、最終的には国務院が批
准することとなっている。環境保護部の権限がはっき
りとしておらず、そこに属する環境保護行政主管部門
の権限も明らかではない。
　飲用水保護一級保護区と二級保護区に関しては、汚
染排出口の設置は禁じられている（57条）。給水施設
と水資源保護に無関係な建設事業を設置し、汚染物質
排出施設を建設した場合、50万元（約650万円）以
下の罰金と施設の撤廃または閉鎖を命じることができ
る（81条）。しかし、飲用水準保護区について、重大
な汚染物質排出は禁じられる。問題は、中小企業の汚
染物質排出が深刻になっていることである。しかもそ
の特徴として、企業数の多いことと、分散しているこ
とが指摘されている。つまり、ひとつひとつの企業に
ついてはともかく、多数の企業による汚染物質の排出
が全体として問題となる。また、飲用水準保護区に企
業が集中していない都市における郊外地域、市、県に
おける小都市（郷鎮）といわれる地域が想定されるが、
これらの地域は環境保護整備が十分に施されていない
ことにも注目する必要がある。これらの問題を解決し
得る今後国務院の公布する「水質環境汚染防止法実施
細則」が注目されよう。
　
（3） 水質環境質量と水汚染排出に関するモニタリン

グ制度

　国家は水質環境質量と水汚染排出を観測する制度を
設けなければならない。国務院環境保護行政主管部門
が環境観測規範を制定し、水質環境状況を統一的に発
表する（25条）。
　国が指定した重要河川、湖沼流域については、水資
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源保護工作機構が、その所在する流域の省界水体 15の
環境質量状況を観測し、その結果をすみやかに国務院
環境保護行政主管部門と国務院水行政主管部門に報告
しなければならない（26条）。
　環境保護行政主管部門と管理監督権を授権されたそ
の他の部門は、管轄区域内の汚染排出企業・事業者に
対し現場検査を行う権限をもち、企業・事業者は、真
実を説明し、必要な書類を提供しなければならない
（27条）。
　
（4） 時代遅れの技術と設備の淘汰とクリーン生産の

推進

　水質環境汚染防止法において、国家は重大な水質環
境汚染をもたらす時代遅れの技術と設備を淘汰すると
し（41条）、企業は効率がいい材料を採用し、水質汚
染物質排出量が少ないクリーン生産技術を導入しなけ
ればならないと定め、同時に、水質汚染物質削減の管
理を強化している（43条）。国務院経済総合マクロ調
整部門とその他の関係部門とが協議し、重大な水質環
境汚染生産技術禁止リストと重大な水質環境汚染設備
の生産・販売・輸入・使用禁止リストを公布した。生
産者、販売者、輸入者あるいは使用者はリストにあげ
られた技術と設備を期間内に停止しなければならな
い。　
　生産者、販売者、輸入者あるいは使用者が重大な水
質環境汚染に関する上記のリストの中の技術あるいは
禁止されている設備を使用した場合、県以上の人民政
府経済総合マクロ調整部門が改善命令を出し、5万元
～20万元以内の罰金を課されることになる。極めて
重大な場合、同級の人民政府が業務停止、閉鎖を命じ
る（77条）。

5. 水質環境汚染防止標準と区画

　中国は土地が広く、地域ごとに水質環境と水の功能
に大きな差異がある。水質環境質量標準（環境基準）
と水質汚染物質排出標準（排出基準）に分け、かつ各
地域における異なる状況に適合することを踏まえ、水
質環境汚染防止法では、国家水質汚染物質標準（環境
基準）と地方水質汚染物質標準（環境基準）との二段
階構造をとっている。
　国務院環境保護行政主管部門は国家水質環境質量標
準（環境基準）を制定する（11条1項）。省、自治区、
直轄市人民政府は国家が未制定の項目について地方水
質環境質量標準を定め、国家環境保護行政主管部門に
報告する（2項）。
　国務院環境保護行政主管部門は、国家環境質量標準
（環境基準）と国家経済・技術条件による国家汚染物

質排出標準を制定する（13条1項）。省、自治区、直
轄市人民政府は国家が規定する項目あるいは既に規定
してある国家標準項目に上乗せする形で、地方水質環
境汚染排出標準（排出基準）を規定することができる
（2項）。地方における水質環境汚染物質排出標準（排
出基準）が既に制定されている場合、地方水質環境汚
染物質標準により執行する（3項）。
　水質環境汚染防止標準に関する規定としては、改正
前水質環境汚染防止法の6条、7条、8条の規定がそ
のまま保持されており、重要河川、湖沼流域の省界水
体について適用する水質環境質量標準を省、自治区、
直轄市人民政府が制定する、とされている（12条）。

6. 河川と湖沼における流域また区域区画管理

　改正法15条は、国家は重要な河川流域と湖沼区域
について水質環境汚染防止を統一的に区画管理すると
定める。国務院環境保護行政主管部門と国務院マクロ
経済部門、水管理部門等、省、自治区、直轄市人民政
府が河川の区画管理を企画し、国務院に報告する。
　その他、省あるいは県を越える河川流域と湖沼区域
については、省、自治区、直轄市の人民政府環境保護
行政主管部門と水管理部門等が防止計画を編成し、省、
自治区、直轄市の人民政府の審査をへて、国務院が批
准する。
　省、自治区、直轄市内の河川流域と湖沼区域につい
ては、自治区、直轄市の人民政府環境保護行政主管部
門と水管理部門等が防止計画を編成し、省、自治区、
直轄市の人民政府が批准し、国務院に報告する。
　県以上の人民政府は法律により批准された河川、湖
沼の流域における水質環境汚染防止計画を制定する。
　改正前水質環境汚染防止法は、河川における水質環
境汚染防止計画の大半を国務院が批准することとして
いた（9条）。改正法は、省、自治区、直轄市あるい
は県以上の人民政府にそれぞれの行政管轄内におい
て、水質環境汚染防止計画を編成し、批准する権限を
与えた。これは、河川あるいは湖沼における国と地方
の役割分担を明確にし、区域管理制度により、地方に
おける行政の責任を明らかにするねらいがあり、行政
の適正な執行を果たす観点からはひとつの前進だとい
えよう。
　中国には、長江、黄河、淮河、海河、遼河、松河江、
株江によって構成される7つ大水系がある。7つ大水
系の地表水資源量は地表水全体の77%を占め、その
流域に全人口の90%が経済社会活動を営んでいる。
この中で、汚染されていない河川はないといっても過
言ではない。中国の地表水の水質基準は、汚染の軽い
順に5段階に分けて基準値を設けている。たとえば、
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生物化学的酸素要求量（BOD）は、3㎎/ℓ以下がⅠ類、
3㎎/ℓがⅡ類、4㎎/ℓがⅢ類、6㎎/ℓがⅣ類、10㎎/ℓが
Ⅴ類という具合に基準値を定めている。Ⅰ類を満たす
水質には、汚染が認められないが、Ⅴ類基準の水質は
極めて汚染されていることになる。What's New in 深
圳の報道によると、黄河水利委員会が発表した『2007

年黄河水質資源公報』において、2007年度の調査で、
黄河全長の三分の一のエリアで、水質基準の最悪レベ
ルとなる劣Ⅴ類となることが分かった。また、汚染が
ほとんどないⅠ類、Ⅱ類に属するのは全体の16.1％、
Ⅲ類に属するのは27.5％、Ⅳ類に属するのは15.8％、
Ⅴ類に属するのは6.8％だった。
　黄河はひとつの例に過ぎないのであるが、全体的に
みるとそれほど大きな水質環境汚染がないようである。
しかし、少なくとも7つの省に跨っているから、どの
部分が深刻であるかが、重要である。しかも、上流が
汚染されていれば、下流の方にながれていくので、比
較的に重い責任を負わなければならない。上で述べた
ように、区画管理は、汚染された場合の責任の明確化
と防止するための政策の確定にも役にたつと思われる。
　また、黄河における汚染排出量については、2007

年度の黄河流域の汚水排出量は年間42.86億トンで、
このうち第2次産業からの排水が全体の70.6％、生活
排水が23.0％とされ、生活排水が大幅に増えているの
である。中国では、地表水の水質汚染を防止するため
に、工業・企業への汚染防止対策、小規模な生産活動
の禁止、河川へのモニタリングが行われている例から
分かるように、事業者あるいは生活排水が多くなって
きていることから、強制的な手段で削減させるとして
も、一つ一つの家庭ごとに水質汚濁物質排出量をチェ
ックするというのは、不可能なことであり、しかも、
これからの人々の消費観念にも関係してくるものであ
るから、生活排水の問題は、大きな課題として残って
いるといわざるをえない。

7. まとめ

　改正《中華人民共和国水質環境汚染防止法》の全文
は8章92条で構成され、改正前 16の7章62条より拡充
された内容となっている。すなわち、①総則、②水質
環境汚染防止の標準と区画、③水質環境汚染防止の管
理監督、④水質環境汚染防止措置、⑤飲用水水源とそ
の他特殊水質環境保護、⑥水質環境汚染事故措置、⑦
法律責任、⑧附則である。中国ではここ数年、水質汚
染がさらに進み深刻な状況となっており、そうした事
態に対応するため、中国政府はさまざまな抑制政策を
とってきた。たとえば、各種の水質環境汚染防止計画、
環境影響評価制度、汚染排出費用徴収制度、総量規制

制度などが導入された。しかし、依然として深刻な汚
染が続いている厳しい状況を前にして、第11次5カ年
計画の汚染物質排出目標を達成するためには、違法行
為を処罰する法的根拠も各規則によりばらばらな現状
を打開し、それらの関連政策を《水質環境汚染防止法》
に統合化して法律の効力を強化する必要があった。そ
のような主旨の下、2008年の改正案が2月末に可決さ
れたのである。
　主要な改正点としては以下のものがあげられる。
①従来の末端での処理から、汚染発生源での抑制を重
視し、地方人民政府の責任をより明確にした。②重点
水質汚染物質の総量規制を強化し、県級以上の人民政
府は違反企業名を公表することを明確にした。③汚染
物質排出許可制度の実施を国家の法律で初めて規定
し、汚染排出行為の規制を規範化した。 工業廃水を
排出する企業に対し、モニタリング装置の設置、監測
データの保存を要求している。④小都市（郷鎮）に対
して汚水集中処理施設を建設・運営することを規定し
ている。⑤飲用水水源保護区の管理制度をより具体的
な形で規定している。⑥企業に対し、水質汚染事故の
予防体制、及び事故が発生した際の応急措置・報告体
制を規定している。⑦違反行為の処罰を強め、損害賠
償の規定で賠償額を引上げて違法行為の減少を図るな
ど、企業及び企業の役員の汚染及び汚染事故に対する
賠償責任を明示している。 

　しかし、発生源（工業・企業）抑制を直接目的とし
て規定しておらず、4章において5節に分類し、対策
を規定しているが、結局、その権限は国務院に属する
こととしている。日本の水質汚濁防止法の1条（目的）
は ｢工場及び事業場から排出される水の排出及び地下
に浸透する水の浸透を規制する…｣ とし、水質汚濁を
もたらしている工場、事業場あるいは人々の生活排水
を規制することを目的としているに対し、改正法は汚
染源の抑制を明確にしないまま施行することになっ
た。しかしながら、都市における工場・事業場、また
は小都市（郷鎮）における小企業の増加につれ、それ
らの水排出によって水質汚濁が起きている状況はいま
だに変わりはない。以下では、水質環境汚染防止法を
踏まえ、同法における都市と地方［小都市（郷鎮）と
農村地域］における水質環境汚染対策について検討す
る。

Ⅲ. 工業・企業とその水質環境汚染
防止

　中国では約80%以上の汚水（工場からの排水と生
活における排水）が処理されていない。全国の3分の
1の河川が汚染されている。さらに、90%以上の都市
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の水域が深刻な汚染状況にあるとの統計も出されてい
る 17。
　表1-1排水量推移から分かるように、工業の排水に
おいて90年代後半は減少傾向にあったが、2001年以
降は高度成長に伴って再び増加傾向にある。主な業種
は科学工業、製紙、電力、金属精錬で、全排出量の
54.6%をしめる。生活排水は、中国の急速な都市化を
反映して増加傾向にあり、1999年以降は生活排水量
が工業排水量を上回っている。
　このような深刻な水質環境汚染状況にもかかわら
ず、中国では環境と経済の両立を図ろうとして、｢都
市農村一体建設｣ が進められている。その狙いは、工
業を都市・農村の発展の基本とし、それによって大都
市と小都市（郷鎮）および第2次産業と第3次産業の
発展につなげるもので、工業の配置は集中発展区に集
めることが予定されている 18。その結果、大都市の行
政区画が広がり、開発が進められ、環境への汚染排出
が懸念されよう。水質環境汚染防止法では都市の汚水
は集中処理しなければならないと規定されている 19。
国務院と地方各級人民政府は都市の水源を保護し、水
質環境汚染を防止することを都市計画に取り入れるこ
ととなっている。大都市排水管を建設し、計画的に汚
水集中処理施設を建設し、都市水質環境の総合整理を
図る。国家の規定に従い、汚染者に有償で処理施設を
使用させ、汚水処理費用を徴収する。汚水処理費用は
都市における汚水処理施設の建設と運営に使用し、そ
の他の目的では使用してはならない。
　北京市は、2008年12月15日、今後3年以内に、市
内の全下水処理場からの排水を再利用可能な水質にま
で徹底処理すると報じられた。北京排水協会によると
現在、同市の下水処理率は93％。うち、再生処理水
に生まれ変わる下水は6億 tに達しており、その利用
率は50％に上る 20。下水処理場に送られない残り7％
の下水は郊外の農村部に集中しているが、これらの処

理問題解決には、莫大な費用がかかり、郊外の農村部
においては処理施設を設置または管理しえないことが
懸念されている。

1. 工業に対する水質環境汚染防止について

　工業に対する水質環境汚染防止対策は、中国建国と
ともに積極的に国が取り組み、1973年に ｢工業三廃
排出試行標準｣ が公布され、1984年に水質環境汚染
防止法が制定された。環境汚染を防止する観点から中
国独自の ｢三同時制度｣ と中国環境影響評価法がセッ
トとなり、工業からの汚染を抑止する機能を果たすも
のとして、汚染を排出した企業・工業に対する ｢汚染
排出費用徴収制度｣ がある。
　
（1）三同時制度

　三同時制度は、中国の環境管理制度のなかで、最初
の制度として規定された 21。「三同時」とは、工場の
基本建設、技術改造、地域あるいは自然資源開発、そ
れらの改造・拡大を含めて段階的に汚染防止・管理施
設（その他の公害の施設）を本体工事と同時に設計、
施工、操業する制度である 22。これと同じく環境汚染
の事前防止をはかる中国環境影響評価制度は、環境へ
重大な不利益を与える建設事業を行う際に、予防する
制度である。
　三同時制度は、1979年 ｢環境保護法｣ の中に規定
され、1981年の ｢基本建設に対する環境保護管理方
法｣ で、基本建設事業における三同時制度に関する具
体的な規定をおいた。1984年に国務院は ｢環境保護
に関する決定｣ の中で、上記の4つの行為に加えて、
環境を汚染させる可能性がある事業と自然開発も「三
同時」の適用範囲に含めるとした。その後、大気汚染
防止法、水質環境汚染防止法、環境騒音汚染防止法も
相次いで、異なる角度から「三同時」を実施する規定

1－1排水量推移

生活排水 工業廃水 合計 生活（%） 工業（%）
1997 189.1 226.7 415.8 45.5 54.5

1998 194.8 200.5 395.3 49.3 50.7

1999 203.8 197.3 401.1 50.8 49.2

2000 220.9 194.3 415.2 53.2 46.8

2001 230.3 202.7 433.0 53.2 46.8

2002 232.3 207.2 439.5 52.9 47.1

2003 247.6 212.4 460.0 53.8 46.2

2004 261.3 221.1 482.4 54.2 45.8
　注　：生活排水は都市部のみ。工業排水には農業部の工場からの排水も含まれている。
出所：『中国環境統計年報2004』
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を定めた。2008年に改正された水質環境汚染防止法
では、新設、改造建設、拡大建設により、直接あるい
は間接に水体に汚染物質を排出させる行為あるいはそ
の他の水上の施設については、環境影響評価を行わな
ければならないとし、水質環境汚染防止施設における
建設は、主体プロジェットと同時に設計し、施工し、
操業しなければならないと規定されている（水質環境
汚染防止法17条）。
　以下、企業・工業における三同時制度について若干
の検討を試みることにする。
　①実行率
　中国の三同時制度は環境汚染を事前防止する意味で
はとても重要な制度である。しかし、その実行率が低
いことが指摘されている。1994年までには、県以上
のレベルの事業者数ベースの三同時実行率は67.3%で
あった 23。しかも、汚染処理施設の稼動率が低いとい
う問題がある。すなわち、「三同時」のうち、同時操
業が実行されていないのである。三同時制度の最終目
的は、発生した汚染物質を汚染処理施設の稼動を通じ
て処理し、汚染物質排出量を削減することである。
　1995年までは、中国の鉱工業・企業に設置されて
いる各種環境設備は合計38万6930基に上り、その中
で、汚水に関する廃水処理施設は、70,709基に上る。
しかし、それらの設備は、3分の1は正常に稼動し、
3分の1はまったく稼動しておらず、残った3分の1は
稼動が正常ではない（国家環境保護局情報研究科）24。
つまり、環境設備の本来の目的は達成されていない。
　その原因としては、建築主が、生産活動を正常に行
うため、「三同時」を実行しているだけであって、行
政部門の検査に合格したら、汚染処理施設の運転を止
めてしまう可能性が高いことが指摘されている。なぜ
ならば、後述の汚染排出費用徴収制度による費用を支
払ったほうが運転するときのコストより低いからであ
る。
　もっとも、年々の改善を見ることによって、2001

年になると、三同時制度及び環境影響評価の執行率が
97%に上る（『中国環境年鑑2002年』）。91事業（そ
のうち、新設が65、拡大及び技術改善が26）について、
環境保護設備竣工の検証に合格した。その際の環境保

護における投資が152.50億元である。
　総合的にみると、1995年に比べ、実行率が相当高
くなった。しかし、その環境保護整備の投資のほとん
どが火力、道路、水利発電、鉄道、機械製造、公共事
業、製紙業に集中している。廃水処理施設における汚
染処理能力の増加表から分かるように、中国の国有企
業を中心とする工業に対して環境保護整備の投資を行
うことになり、しかも、産業業種ごとにかなりの差が
出ている。もっとも、建設類と紡織類の建設について
は、汚水処理増加能力がほとんど発揮されていないが、
その原因は明らかにされていない。このような状況か
ら、推測すると、環境保護整備の投資が偏っているこ
とにより、水質環境汚染が深刻になっていることを指
摘できよう。
　一方、「三同時」を実行監督する環境行政機関は、
操業開始までの企業行動を監督できるが、それ以降の
行動を日常的に監督することができないと考えられ
る。その理由は、企業の数が増え続けているにもかか
わらず、環境保護機関の監督能力がそれに応じて増加
していないことである。
　
　②大企業と中小企業による三同時制度への評価
　三同時制度に対して積極的な評価をするものは、国
有企業の比率が高く、企業規模も比較的大きいものが
多い。しかも、三同時制度が適用されたことのある企
業による評価が高くなっている 25。また、環境政策を
とっていることは将来の中国企業の国際競争力を強め
ると回答する企業が多かった。
　他方で、地方企業（郷鎮企業）は県レベルの監督行
政組織の不備から、三同時制度の実行率が低い。地方
人民政府が地域の経済発展あるいは雇用問題への対応
を維持するため、企業を保護することが地域の環境政
策に悪い影響をもたらしている。
　
（2）中国の汚染排出費用徴収制度 26

　①汚染排出費用徴収制度の経緯
　「三同時」という直接型環境汚染対策制度に対し、
汚染排出量に応じて費用を徴収する間接型の環境汚染
対策の手法もある。後者も中国の環境汚染防止対策と

廃水処理施設における水質環境汚染処理能力t/dの増加表

火　力 道路建設 石　油 化学工業 水利発電 鉄道建設 金属類

34418 50 59641.19 58330.4 475 2100 286145

電子類 機械製造 公共事業 建設類 製　紙 紡　織

16155.298 485 230700 ― 86706 0
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して汚染の削減機能を果たしてきたが、中央と地方の
格差の広がりにしたがい、それへの再検討が求められ
ているといえよう。
　日本で出版されている本の中では、｢汚染課徴金｣
あるいは ｢排汚収費制度｣ など、論者によって統一さ
れていない。後者は中国語の文字通りの訳である。国
の基準を超える汚染排出に対する費用徴収は課徴金の
性格を持っているものもあり、1979年の ｢環境保護
法（試行）｣ 公布以降に建設・増設された工場からの
汚染物質排出に対して2倍の超過排出費を徴収するこ
ととなっているように罰金類似の性格をもっているも
のもある。その使用目的が環境保全事業に提供しなけ
ればいけないことから、特定財源としての役割も果た
すことが期待されている。
　1978年に中国共産党中央が定めた ｢環境保護工作
彙報要点｣ において基本方針が示され、1979年の ｢環
境保護法（試行）｣ で法制化された。1984年から工業
からの廃気、廃水、廃物（固定廃棄物）に対し、超過
物質排出量を対象に徴収されていた。現在日本で検討
されている環境税が地球温暖化対策であるのに対し、
中国の汚染課徴金は大気汚染物質、水質汚濁物質、廃
棄物、騒音に対しても広く賦課される 27。
　
　②汚染排出費用徴収の基準・手続・対象
　汚染排出費用徴収の根拠規範としてのそれぞれの法
で、汚染源から一定の汚染課徴金を徴収することが定
められているが、徴収目的や徴収基準、徴収手続等の
具体的な制度内容については規定されていない。この
ように、課徴金は政府による強制的な金銭の徴収であ
るにもかかわらず、その具体的な制度内容については
国務院の行政法規や国務院の各行政部門の規則（規章）
によって定められている。
　汚染排出費用の徴収対象は、汚染物質を排出するす
べての組織及び個人経営の商工業者とされており、工
業・企業だけではなく、病院、ホテル、畜産業者も含
まれる。1979年環境保護法（試行）では排出基準違
反者から徴収していた（同法18条）が、1984年の水
質環境汚染防止法は、排出基準違反ではなくても、徴
収することとなった。2003年に大幅な制度改革が行
われ、資金の使用に関する ｢汚染源の改善に関する基
金の有効利用暫定方法｣ が廃止され、｢汚染排出費用
の徴収、利用及び管理に関する条例｣ が同年7月に基
本法規として施行された。水質環境汚染排出に関し、
基準を超える汚染物質に対する徴収額は基本額の2倍
とされ、これまで、水質環境汚染物質排出と大気汚染
物質排出が重なるとき、排出量が大きいいずれか1種
類の汚染物質に対しのみ徴収がなされてきたが、今後
は、排出量の大きいもの3種類について合計された額

が徴収されることとなった 28。
　
　③地方への環境汚染対策の観点から見直すべき点
　（a）企業の内発的なインセンティブへの働き
　国の主管省庁という所有者が存在する国有企業で
は、民営化されていないため、環境対策投資を含む設
備については、所有者としての建設費あるいは更新改
造費として必要な費用を計上する財政が長らく維持さ
れてきた。共同原則に基づいて一般財源の税収から国
家環境保護財政を支出するものであり、独立採算制を
とる私企業にあっては考えられないことである。設備
投資資金が企業の努力によって捻出されないのであ
り、内発的なインセンティブが働く環境汚染対策にな
っていない。特に、国有企業における環境汚染対策費
用は、企業コストの一部分をなしていることから、結
局利益の中に反映され、国が負担していることになっ
ている。
　（b）地方の環境保全事業への資金確保
　中国では公的な環境保護事業に、租税の一般財源資
金ではなく、特定財源資金を充ててきた。都市の公共
施設、公園緑化、河川浄化および浄水場などの社会資
本投資は都市環境の整備と関係していることから、地
方の租税収入から賄われることが当然である。しかし、
この支出のために計上される都市維持建設費の財源
は、建設管理や水源など地方の目的税、汚水処理費の
徴収金及び公益事業の収入であり、共同社会のニーズ
を満たすには程遠い金額である。このように、地方の
都市基盤や環境衛生など生産性の低い領域には、同じ
社会資本投資でも共同原則は重視されてこなかった。
また、地方人民政府の特定財源となる租税が多ければ
中央政府財政の比重が低くても問題はないが、地域格
差もあり、伸び率に限界のある税収に依存していたの
では、都市環境の整備がいつまで経っても経済成長に
追いつかない。
　（c）水質環境汚染防止への強化
　中国における汚染排出費用徴収制度は、水質汚濁を
改善する制度というより、排出権の性質を持っている
と批判する論者もいる。それは、企業が排出費用を払
うことによって排出が認められることにある。もっと
も中国における国営企業は、排出量が多いため、その
効果は著しく低い。徴収費用が低額になっているため、
汚染防止施設を建設または操業するより、汚染排出費
用を支払ったほうが企業にとって負担が軽いことがあ
げられよう。
　
（3）工場における水質環境質量標準について

　規制の根拠になる環境基準あるいは排出基準は、人
の健康に影響を与える人間の活動の禁止だけではな
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く、生態系に影響を及ぼす可能性がある人間の活動も
当然に考慮しなければならない。生態系の破壊により、
間接的に人間の生活基盤が失われる恐れがあるからで
ある。
　日本においては、環境基準を人の健康の保護及び
生活環境の保全のうえで維持されることが望まし
い基準とし、終局的に、大気、水、土壌、騒音を
どの程度に保つことを目標に施策を実施していく
べきかという目標を定めたものが環境基準である。
　環境基準は、「維持されることが望ましい基準」で
あり、行政上の政策目標である。これは、人の健康等
を維持するための最低限度としてではなく、より積極
的に維持されることが望ましい目標として、その確保
を図っていこうとするものである。また、汚染が現
在進行していない地域については、少なくとも現状
より悪化することとならないように環境基準を設定
し、これを維持していくことが望ましいものである。
　また、環境基準は、現に得られる限りの科学的知見
を基礎として定められているものであり、常に新しい
科学的知見の収集に努め、適切な科学的判断が加えら
れていかなければならないものである。このように、
｢保持すべき基準｣から｢望ましい基準｣になったのは、
当時、経団連と通商産業省の猛烈な反発があり、｢保
持すべき｣ というのは義務づけられることになるので
あって、科学的な知見が必要となるとし、｢望ましい
基準｣ という言葉に改めた経緯がある。しかし、法律
または政令で排出基準を制定し、これに違反すれば、
罰則あるいは改善措置命令を行える仕組みになってい
る。
　これに対し、中国における環境標準とは、国家が環
境質量の保護、汚染の抑制はもとより、人の健康、社
会の財産と生態系のバランスを保つため制定した技術
的指標と規範の総称である 29。最初は工業密集、人口

集中、重大な汚染地区における汚染抑制法の中に汚染
排出標準として定められていた。
　環境標準には、規範性あるいは法的拘束力があると
されており、法的授権により、国の環境保護部と地方
の環境保護行政主管部門が制定する。また、中国の
環境標準体系は、2級4種類に分けられる。つまり、2

級とは国家級と地方級（省級）のことであり、4種類
とは、環境質量標準、汚染物質排出標準、環境保護基
礎標準、手続標準である。
　水質環境汚染防止法のなかには、前述の通り環境質
量標準と環境汚染物質排出標準という2種類の環境標
準がある。環境質量標準は、人の健康を保護する目的
で定められているのに対し、環境汚染物質排出標準は
人の健康と生態系の良好な循環を目的して定められて
いる。後者は、制度としてより厳しい規制をかけるも
のである。
　水質環境汚染防止法では、水質環境に関する水質環
境質量標準と水質汚染排出標準が定められている。具
体的な標準については、国務院が公布する「水質環境
汚染防止実施細則」により規定されている。地方（省、
自治区、直轄市）条例で、国の水質環境質量標準ある
いは水質汚染排出標準で定められている基準より厳し
い基準を規定することが認められている（上乗せ）こ
とはもとより、国の法律・法規に定められていない水
質環境汚染物質についても地方の事情を勘案して個別
の基準を定めることができる（横出し）。
　①地表水と地下水ごとに地表水環境質量標準（陸上
水域でのCOD､ BOD､ pH､ 重金属､ 農薬等の濃度抑
制基準）と地下水質量標準（地下水のCOD､BOD､pH､
重金属､ 農薬等の濃度抑制基準）とがある。②重要な
水質環境汚染物質について、汚水総合排出標準（最も
普遍的かつ重要な水質環境汚染物質の排出基準、69

種類の水質環境汚染物質の許容排出濃度、許容排出汚

1-2COD排出量推移

生活系 工業系 合　計 生活系（%） 工業系（%）
1997 684.0 1,073.0 1,757.0 38.9 61.0

1998 695.0 800.6 1,495.6 46.5 53.5

1999 697.2 691.7 1,388.9 50.2 49.8

2000 740.5 704.5 1,445.0 51.2 48.8

2001 797.3 607.5 1,404.8 56.8 43.2

2002 782.9 584.0 1,366.9 57.3 42.7

2003 821.7 511.9 1,333.6 61.6 38.4

2004 829.5 509.7 1,339.2 61.9 38.1

2005 1,413.0

10・5計画目標 1,300.0
出所：『中国環境統計年報2004』
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水量等を規定）があり、③工業の業務によって、造紙
工業水質環境汚染物質排出標準（製紙・パルプ工場に
おける5種類の水質環境汚染物質の許容排出濃度、許
容排出汚水量等を規定）、鋼鉄工業水質環境汚染物質
排出標準（製鉄所における9種類の水質環境汚染物質
の許容排出濃度、許容排出汚水量等を規定）、そして
紡織染色工業水質環境汚染物質排出標準（紡織･染物
工場における10種類の水質環境汚染物質の許容排出
濃度、許容排出汚水量等を規定）がある。
　代表的な水質環境汚染物質の指標であるCOD（化
学的酸素要求量）は以下の表1-2COD排出量推移から
分かるように、工業系の排出量は、排出規制の強化、
工場からの汚染物質抑制等により、1997年1,073.0t

から2004年の509.7tと半減した。しかし、生活系の
排出量は年々増えつつある。工業系の排出量と生活系
の排出量とを総合的に見れば、2000年の1,445.6tと
2004年の1,339.2tと比較すると7%減少に止まってい
る。

（4） 水質環境汚染防止法における工業・企業への汚

染防止

　水質環境汚染防止法40条、41条、42条、43条にお
いて工業水質環境汚染防止措置を定めている。これは
改正前水質環境汚染防止法11条、22条、23条をその
まま保持し、若干の内容を付け加えたものである。
　
　①工業の立地について
　国務院関係部門と県以上の人民政府は合理的な工業
配置を企画しなければならないとし、水質環境汚染企
業に対し技術改造を要求し、総合的な防止措置をとり、
水の重複利用率を高め、廃水及び汚染物質排出を削減
すると定めている（40条）。
　
　②水質環境汚染防止における行政の管轄
　この条文において、改正前水質環境汚染防止法11

条の「各級地方人民政府」が「県以上の人民政府」に
替えられ、また、「合理的な利用」の文言が削除された。
前者について、改正後水質環境汚染防止法の条文（41

条に限らず）から規制をかける主体が国務院と県以上
の人民政府との二段階構造になっている。これは、日
本における国と地方公共団体との分権と大いに異なる
ところであり、最終的には国務院の管轄に帰属される
ことになっている。後者については、水質環境汚染防
止法1条、つまり法の目的から水の合理的な利用をは
ずしており、上記の条文からも、そのような趣旨が読
み取れる。水の合理的な利用は、｢中華人民共和国水
法｣ 30の定めによる。

　③工業・企業の技術開発
　国家が時代遅れの著しい技術と設備の淘汰を実施す
るとし、その権限は国務院経済総合管理部門と関係部
門に属するとされ、結局、国務院の権限に属すること
になっている（41条）。
　
　④中小企業に対する水質環境汚染防止に関する規制
　国家は国家産業政策に適しない小企業の新設を禁止
する（42条）。しかも、改正前水質環境汚染防止法11

条の規定にある製紙、染色、燃料（石炭洗選）、製革、
電鍍（メッキ）、農薬に加え、コークス硫黄、ヒ素、水銀、
石油、アスベスト、セメント、ガラス、鉄鋼、火力発電、
及びその他重大な水環境を汚染させる生産事業を規定
した。
　水質環境汚染防止法における工業・企業への規制は、
大きく2種類ある。ひとつは、水質環境汚染物質排出
標準を定め、違反した場合、罰則あるいは改善命令を
し、一年以内に改善されなかった場合、生産停止を命
じることによって環境保全が確保される（上記Ⅲの
3）31というものである。しかも、有害物資と油類の水
質環境汚染も禁止されており、違反した場合、罰則（最
大で50万元）が科されることになる（76条）。もうひ
とつは、中小企業の新設にかかる禁止である（42）。
水質環境汚染防止措置が施されてない場合の新設が禁
止され、違反した場合には閉鎖命令が出される。中小
企業が急速に増加してきている現状から見ると、環境
への支障を減らすため、このような厳しい規制が期待
されよう。

2. 水質環境汚染防止法における地方企業（郷鎮
企業）に対する汚染防止

　水質環境汚染防止法では、小都市（郷鎮）における
汚水は集中処理しなければならないとしている（44

条1項）。集中処理施設について県以上の人民政府が
財政予算とその他の手段で資金を用意し、汚水集中施
設及び配管を建設しなければならず、行政区域におけ
る汚水の集中率と処理率を上げるよう努力しなければ
ならない（2項）。
　中国での地方産業は貴重な地元財源である。これま
で各省や県レベルの人民政府は、公権力を発動してま
で企業の汚染に目を光らせるという空気があまりなか
った。それが地方企業（郷鎮企業）による環境汚染を
招いた要因でもある。ただ、日本のように、住民や被
害者の声が自治体を突き動かし、ついに人民政府に重
い腰を上げさせるというパターンは現状では望めな
い。結局、中央が強力な指導力を発揮して地方政府を
引っ張っていくことが、産業公害対策を前進させる一
番の近道であろう。後は、費用や維持・管理面で、ど
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れだけ国情にあった汚染処理施設を開発できるかにか
かっている 32。
　問題提起において述べたように、中国における地方
企業（郷鎮企業）は経済発展の原動力となっている。
特徴として、規模が小さいことと、農村の安い労働力
を利用した労働集約型の生産構造となっており、1人
あたり固定資産額も国有企業に比べて著しく低いこと
が上げられる。地方企業（郷鎮企業）の発展は、農村
部の所得を飛躍的に向上させた一方、環境問題も農村
部へもたらすこととなった。地方企業（郷鎮企業）は
農村部の管轄にあり、環境保護も農村部が一括して管
理を行っていたため、環境汚染への規制が国有企業よ
り弱かった。それに、地方企業（郷鎮企業）は一般に
規模が小さく、資金力や技術力も国有企業に劣るもの
が多いため、十分な環境対策をとる余裕のある企業は
少ない。故に、地方政府の監督や施策も、地方企業（郷
鎮企業）の数が多く、農村部に散在しているといった
ことから、必ずしも十分に行き届いていない。
　環境汚染防止政策として、三同時制度と汚染費用徴
収制度は地方企業（郷鎮企業）に対しても原則として
適用されるが、地方企業（郷鎮企業）の数が多いこ
と、分散していること、資金が不足しているなどの原
因で、事前防止の機能を果たしていないことが明らか
である。たしかに、国家環境保護部と監察部が全国的
に検査を行ない、しかも短い期間を区切って、工場閉
鎖という強硬な手段を地方企業（郷鎮企業）に対して
用いることが認められ、水質環境汚染防止法も42条
において、国家産業に適しない小企業に対し、新設を
禁じている 33。しかし、全体としてみると、なお、十
分な成果があがっているとはいえないのである。
　一方、銀行は地方企業（郷鎮企業）への融資を停止
し、他方、環境対策のための技術改造や「三廃」の総
合利用、農業生態の環境政策をサポートしているよう
に、国家及び地方人民政府が環境保全事業への投資を
積極的に進めていくことがこれからの地方企業（郷鎮
企業）への環境汚染防止対策にとって重要な課題であ
るといえよう。

3. 水質環境汚染防止法における農業に関する汚
染防止

　農業集中水域からの地表水による窒素の流出 34のよ
うに、農薬を過剰に使うことにより汚染をもたらして
いることが指摘されている。これは、都市を中心に水
質環境汚染防止対策をしてきた結果、農村における水
質環境汚染が拡大し、それへの対策が遅れていること
の現れである。以下に2点を指摘しておきたい。

（1）農村改革と都市化

　農村部では開発の影響をうけ、土地を失う農民が増
加し、彼らが出稼ぎ労働者として都市部に大量流入し
て社会問題となってきた。それが「三農問題」（農民、
農業、農村）である。農村部と都市との収入格差があ
まりにも大きく開いたため、2004年に中国中央政府
より「農民の増収を促進する若干の政策に関する中共
中央・国務院意見」（一号文件）を発表し、農業税率
の引き下げや農業特産品税の廃止となった。また、政
府財政支出を増やし、食糧の流通体制を改革し、食糧
を生産する農民への直接補助をおこなうなどの政策が
策定された。しかし、これだけでは、根本的な対策と
は決してならない。奥田進一教授（拓殖大学政治学部）
の言葉を借りれば、中国の「三農問題」の本質は、農
民の収入をいかに増加させるかではなく、農民を重荷
からいかに解放し、平等な権利を持つ中国の国民にさ
せるかということである 35。
　土地は農民にとって生命線である。国の政策によっ
てそれを失わせることになるから、当然生活の保障も
できなくなる。上記で述べた、太湖周辺の農村農地で
観測したデータから分かるように、窒素が作物の施肥
時期に増加、稲の生長時期には減少していることを、
農民だけではなく、国と地方人民政府も認識していな
いといっても過言ではあるまい。
　水質環境汚染防止法は、農業に関し2ヶ条の規定を
おいている。国が農薬の安全使用に関する標準を定め
（47条）、県以上の人民政府農業行政主管部門とその
他の部門が科学的な農薬の使用を指導し、化学肥料と
農薬の過剰使用を抑制する（48条）というものである。
　中国においては、農薬対策について非常に消極的な
姿勢を示している。上記の条文からは、農薬の過剰な
利用だけを禁じていると読むことができよう。農薬を
使うことによって、基準値を満たしていても、あるい
は化学的な使用方法にしたがっていても、土壌での残
留性の程度から見て、土壌汚染が生じ、それによって
汚染される農作物の利用が原因で、人に被害を生じさ
せることは否定できない。

（2）農村における公害と患者

　淮河は中国の7大河川の1つであり、汚染は現在に
至っており、公害被害を被った患者の救済は不十分な
ままである。淮河流域の生態環境破壊の現実を変える
ため長年にわたり支援活動を実施してきた霍岱珊氏は
現状について「生態災難は、現地でこれまで起こった
いかなる時期の災害をも越えており、戦争、伝染病、
飢饉すべて比べものにならない。たったひとつの小さ
な村、黄孟営村で、近年116名の村民が癌でなくなり、
84%の村民が毎年下痢を起こし、多くの妊娠適齢期の

132



夫婦が不妊症となり…児童が先天性の疾病、知的障害、
奇形に侵されている。このような村は100はある」と
述べている。このようなことから上流にある企業がい
かに川を汚染してきたかということの深刻さがわかる。
　人の生活及び健康に被害を与える恐れがある場合に
事前防止を図ることと同じように、人の健康に影響を
与えた場合にも、事後的救済の必要がある。中国の不
法行為制度に関しては、「民法通則」が原則的に規定
するのみで、専門分野に関する個別法は未制定の状況
にある。被害者の救済のための損害賠償については、
数多くの行政規則や司法解釈が出ており、ある程度は
体系化されてきたが、なお、不十分であるといえよう。
　日本の水質汚濁防止法では、「工場および事業場か
ら公共用水域に排出される水の排出および地下への浸
透を規制する」ことと「生活排水対策の実施を推進す
る」ことの2つの面から公共用水域及び地下水の水質
汚濁の防止を図っており、また工場及び事業場から排
出される汚水及び廃液に関して人の健康に係わる被害
が生じた場合における事業者の損害賠償の責任につい
て定め、被害者の保護を図ることを目的としている（第
1条）。健康項目にかかわる排水基準については、事
業場の規模を問わずすべての排出者に適用されるが、
生活環境項目にかかわる排水基準は、一日の平均的な
排水の量50立方メートル超の工場または事業所を対
象として規制を適用している。しかし、中国における
水質環境汚染防止法では、このような、事業者に責任
を負わせる規定は存在しない。次世代にも影響するよ
うな二次被害から救うために、地方人民政府が積極的
に資金集めをし、地域住民またはNPOを含めた、外
国からの民間環境保護組織の救援活動を受け入れるこ
とが期待されよう。

Ⅳ. 環境汚染防止の視点からみた
公共性

　中国は社会発展あるいは経済発展を目指し大きく変
わってきた。計画経済から市場経済へ転換したときか
ら、環境汚染への規制が緩和され、環境破壊がますま
す著しくなってきた。現在の中国にあっては、従来か
らの政治、文化、経済、民族、宗教の問題に加え、積
極的に環境保全の取り組みを政策段階で検討すること
が急務になろう。とりわけ、政策決定段階において、
環境配慮、財とサービスの配分、クリーンエネルギー
と環境保全事業への投資を積極的に受け入れなければ
ならない。
　本稿では、環境問題の視点から、公共性の再構成を
試みるため、地域格差に焦点をあて、水質環境汚染防
止法制度を中心に、諸制度について検討を加えた。中

国は都市と農村を一本化し、都市と農村の格差を無く
そうとしているが、一方、小都市（郷鎮）・農村部で
環境問題への対策の遅れ、または資金の不足が原因で、
かえって、環境汚染が深刻になっていることがⅢでの
分析から判明した。

1. 環境管理 36とその限界

　日本においても規制的な手法が、今日でも依然とし
て重要な地位を占めていることでは疑いない 37。通常
の公害の場合のように、個々の排出を規制するものが
主である。また、難分解性の有害物質のように、その
製造・輸入自体を禁止することが必要なものもある。
しかし、必ずしも緊急の必要はない場合で、かつ解決
に見込まれる莫大な費用をできるだけ低減させる必要
がある場合においては、規制的手法はあまり適合的で
はない。
　中国でも、水質環境汚染防止法において規制的手法
が中心となっている。水質環境汚染防止法でいえば、
69条から90条にかけて21ヶ条が制裁の規定となって
いる。しかし、このような規制の強化は、特定施設あ
るいは指定施設からの汚染排出を入口で抑制し、改善
命令を出し、罰則を設ければ効果があると思われるが、
水俣病のような水銀中毒の場合は、相当の時間が過ぎ
てから、身体に影響を及ぼすことが発覚するため、患
者のその後の生活保障、治療が問題になろう。
　①1979年の環境保護法により制度化されてきた三
同時制度と汚染排出費用徴収制度は、罰則を設けるこ
とにより汚染防止を図ろうとし、現在に至っているが、
その効果は必ずしも良好とはいえない。その原因のひ
とつは、第2次あるいは第3次産業の発達により、規
制の対象となる汚染排出源が把握できなくなったこと
にあり、ここにも規制的手法の限界が見られる。
　②環境管理にはコストがかかる
　2006年において、中国政府は違法な環境危害行為
を査察するため、執行員167万人を動員し、72万の
企業を検査した結果、2.8万件の環境問題が立案審査
の対象となり、3176の企業に対し閉鎖を命じ、5701

の企業に対し警告を促した。総投資額は10152億元に
上った 38。
　そのほか、国家環境保護部および地方における環境
保護行政主管部門は、環境管理・監督を強化するにつ
れ、人員の拡大を行なっている。これらの人事にかか
る費用が、地方の財政には大きな負担となっている。

2. 地方における水質環境汚染防止政策

　環境政策が実効をあげるか否かは、環境政策にかか
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わる法的枠組がどの程度確立しているかに左右される
が同時に法の執行能力、とりわけ、地方人民政府の能
力に依存するところが大きい。中国における環境汚染
のコントロールを法律体系からみると、地方人民政府
に権限と責任がある。しかし、その地方人民政府には
環境対策に取り組むインセンティブが乏しいのであ
る。OECD（2007）39は、中国における環境政策実施
に対する最大の障害は地方政府にあり、地方指導者の
政治実績目標、地方財政収入を増大させるための圧力、
地方住民に対する乏しい責任感等によって開発が環境
に優先されていると指摘している。
　中国政府はインフラ整備に力をいれ、21世紀まで
に「三通」（道路、電気、電信）が中国のどこでも整
備されるよう呼びかけ、実施してきたが、地方財源が
乏しい地域では、いまだに実現していない。国道、鉄
道のような幹線道路が市と市あるいは市と村を結びつ
け、時間の短縮ができ、その経済的な効果がおおいに
評価されている。しかし、道路建設により環境が破壊
され、地域住民の生活安全及び存続基盤が失われてい
ることも事実であり、環境と開発のバランスが今後の
課題であろう。
　地域経済格差を是正することは、中国においては持
続可能な開発政策の一部を構成しているが、その具体
的な内容が環境問題との関連でも問題になっている。
すなわち、西部大開発、東北振興などの地域開発が大
規模な自然破壊や環境汚染を招くことになると懸念さ
れ、また、東部臨海地域の企業を内陸に誘致するため
の優遇政策をとることにより、企業の拡大が見られ、
環境汚染を帰結させている。
　地域振興政策は地域の状況に照らしてとるべきであ
り、地方の環境政策も重視すべきであろう。中国では、
「上で政策があれば、下では対策がある」という言葉
がよく聞かれる。これは、国家の政策をそのままに適
用し、地域の実情を無視するということである。この
ような、従来の考え方では、環境汚染への配慮が手遅
れとなり、環境破壊が益々拡大していくことになる。
そのため、地方人民政府が資金を集め、事業者、住民
が参加した新たな水質環境汚染防止の枠組みを構築す
ることが必要である。

Ⅴ. おわりに

　中国政府は、水質環境の安全確保を重視し、汚染が
深刻な河川、湖沼について管理監督を強化している。
環境保護総局から環境保護部へ格上げされてから、
2007年、アオコ問題で無錫の水道水が大きな影響を
受けた太湖の水質問題が発生したのをきっかけに、江

蘇省では、罰則をさらに強化して汚染防止に力を入れ
ると表明し、「江蘇省太湖水質環境汚染防止条例」が
施行され、これまで違法な水質汚濁を行った場合は、
最高10万元（約130万円）の罰金だったのが、100万
元（約1300万円）に引き上げられた。中国国内で、
環境汚染に関する罰金では最高額となった（2008年6

月8日の報道）。また、環境保護部の周生賢部長は、
2008年11月13日、中国環境・発展国際協力委員会の
年次総会で「今後3年間に、中国は各方面から1兆元
の資金を募り環境保護に当て、環境保護産業は内需拡
大の主力となる」と述べ、環境保全事業の拡大を図
るものとしても評価できる。中国政府は既に2005―
2010年のうちに、主要汚染排出物質を10％削減する
旨を計画しており、目標達成のために政府は積極的な
動きを見せている。 

　中国の環境行政と環境政策 40は、1970年代終り頃
からの改革・開放政策と共に本格的に展開されてきた。
社会主義計画経済から社会主義商品経済、社会主義市
場経済への移行による、社会と政治・経済体制の改革、
また中国の自然環境、政治制度、経済構造、産業構造、
エネルギー構造、経済発展段階に応じて、今日までの
中国の特色ある環境行政及び政策システムが形成され
た。中国の環境政策システムは、行政手段を中心とし
ているが、現在は、法的制度、経済的手段、科学技術
的手段、住民参加などの多元的な環境政策システムが
展開され始めている。
　本稿では、紙幅の制約があるため、触れることがで
きなかったが、日本の環境基本法のなかに定められて
いるように、国、地方公共団体、事業者、国民が参加
できるような新たな枠組みが中国でも必要であろう。
環境問題は、水質環境汚染防止に限らず、地域住民あ
るいは周辺住民にかかわる場合が多くなってきてい
る。それら住民の環境利益を守るために、汚染事前防
止の段階あるいは訴訟において住民を積極的に位置づ
けていくことが、中国にとっても急務であるといわな
ければならない。
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汚染防止を実施管理する。

10 「水質環境汚染防止法」9条は、国務院の関係部門と地方各級人
民政府は水資源を開発、利用、調節する際、河川の合理的な水
量と湖泊、ダムおよび地下水の合理的な水位を保護し、水体の
自然浄化能力を保護しなければならないとしている。

11 国務院と地方各級人民政府は工業配置を合理的に企画しなけれ
ばならず、水質環境を汚染する企業に対し、整理整頓及び技術
改善を行わせ、総合的な水質環境汚染防止措置をとり、水の再
利用率を高め、水資源を合理的に利用し、廃水と汚染排出量を
減少させる。

12 改正前における地表水汚染防止については、次のとおりであ
る。なお、地表水とは地球表面の水体であり、河川、湖沼、ダム、
運河等流動あるいは貯積水をいい、地下水に対し相対的に使わ
れた概念である。

 ① 保護地域内における汚水排出禁止：生活飲用水源地区、風景
名勝地区水体、重要な漁業水体とその他特殊経済文化価値が
ある水体保護地区内に、汚水を排出してはならない。

 ② 水体に以下のような有毒有害物質を排出することの禁止：ａ
油類、酸液、アルカリ類、毒液、ｂ水銀、鎘、ヒ素等溶解可
能性がある毒くず、ｃ工業廃棄くず、都市のごみとその他廃
棄物、ｄ放射性がある固体廃棄物あるいは高放射性と中放射
性を含む廃水である。

 ③ その他の汚染廃棄物の規制：低放射性がある廃水、高温廃水、
菌を含む汚水、汚水灌漑、農薬汚染、船舶汚染等についてそ
れぞれ具体的な規定を設けた。

13 改正前における地下水汚染防止対策では、排出汚水が地下に浸
透することを防止するとして、以下のようなことが禁じられて
いる。

 ａ事業者が井戸、くぼみ、割れ目あるいは洞穴を利用し、有毒
汚染物を含む廃水あるいは病菌がある排出汚水とその他廃棄物
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を流すこと、ｂ浸透が悪い地層において、企業と事業者が浸透
防止措置のない水路、水溜り等を流しこみあるいは有毒汚染物
を含む廃水あるいは病菌がある汚水とその他廃棄物を流すこと、
ｃ多層の地下水を開発する際、各階の水質が大きく異なる場
合、各階ごとに開発し、汚染された潜水と混合して開発すること、
ｄ地下施設プロジェットあるいは地下探検、鉱産の開発には保
護対策を備え、地下水を汚染すること、ｅ人工的な灌漑補助に
よって、地下水を悪化すること。

14 「批准」について、中国における批准とは、下級の行政機関（例
えば、省、直轄市、自治区の人民政府）が上級の行政機関（国
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Ⅰ. はじめに

　Affi rmative Action（以下、AA）1には様々な批判が
あり、その一つがAAは能力主義に反する、という批
判である 2。本稿の目的は、AAと能力主義の関係に
関するアメリカの判例・学説を考察することを通じて、
日本国憲法上、いかなる理論からAAと能力主義が矛
盾しないとするのかについて明らかにすることにあ
る 3。

　AAの一つの性質として、既存の評価基準の下では
地位を得られない者が多いグループに属する者に対
し、既存の評価基準において高い評価が得られない原
因だと考えられている人種や性別といった特性を考慮
して地位を与える、ということが挙げられる。AAは、
AAがなければ、AAの対象者は獲得した地位を得る
ことはできなかったということを意味しており、AA

の対象者は能力が低いということが含意されている、
とされる 4。故に、AAには、既存の基準において評
価の劣る者が評価の高い者に優先して地位を得るとい
うことが多くの場合に含意されることになる 5。
　そのため、「AAは能力不足の者（unqualifi ed）や能
力の劣る者（less qualifi ed）の採用を導くだろう」6と
いう批判が提起される。憲法とは「各個人が自らを尊
しとし、相互尊重の枠組のなかにあって、自己の能力
に信頼して自己実現をしていくという個人像・社会像
を描いたはずである」とされる 7。自身の望む地位を
獲得する能力のある者がそれを獲得できなければ、各
人は自身の能力を信頼して、自己実現をすることはで
きない。AAはその対象者を能力のない者だとみなす
ことになり、能力のある者が地位を獲得できないこと

は平等に反する、と能力の観点から批判される。
　AAが関心を持つのは収入や社会的評価の高い地位
である、とされる 8。このような地位は有資格者に高
い能力が要求され、能力の観点からの批判が特に強い 9。
近年の日本では、男女共同参画に関する分野でのAA

の導入・実施について盛んに議論がされており、その
関心は主として指導的な地位におけるAAに向けられ
ているように思われる 10。日本でAAを導入・実施し
ていくのには、能力の観点からの批判にどのように答
えていくのかを考えねばならない。もっとも、AAと
能力主義の問題はAAに関する問題の一つであり、そ
れのみでAAが憲法上許容されるか否かについて判断
することはできない 11。しかし、それは、AAの可否
を判断する際し、重要な判断要素であることに間違い
はなく、AAと能力主義の関係について考察すること
は有益である。この点、AAが古くから裁判の場で問
題となってきたアメリカでは、判例・学説において、
AAと能力の観点からの批判との関係につき多くの理
論的蓄積が見られる。アメリカの議論を考察すること
は、日本において、能力の観点からのAAに対する批
判にどのように答えるのかを考えるにあたり、多くの
視点を提示すると考えるため、アメリカの議論を考察
する。

Ⅱ. 能力の観点からのAffi rmative 
Actionへの批判

　AAが能力の観点から批判されるのは次の二つの理
由からだと考えられる。
　第一に、効用との関係である。AAにより地位を与
えられるのは黒人をはじめとする人種的マイノリティ
や女性であり、不利益を被るのは主として白人男性で
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ある。Michel Rosenfeldは、AAにより「熟練し、［地
位の役割を果たすのに］十分な能力のある白人男性
に、地位［の役割を］果たすのには不十分な能力しか
ないだろう者を取って替わらせることは、大きく効用
を減じることになり、それ故、すべての者に損害を被
らせることになる」12と述べる。この点、社会効用論
の観点からAAを正当化するRobert K. Fullinwinderも、
適切なAAとは少なくとも地位の役割を最低限果たす
ことができる者に地位を与えるものだとしている 13。
　第二に、AAが地位の役割を果たすことができない
者に地位を与えるとAAの受益者自身が害悪を受ける、
という理由である。この点につき、Rosenfeldは以下
のように述べる。「黒人にとっての［その地位の］価
値は、その地位を首尾よくこなす能力があるかどうか
に依るだろう。そのような能力があれば、その地位は、
その者の物理的な必要性と同様に、自尊と職業上の満
足感に対するその者の考えに十分に貢献するだろう。
しかし、［地位の役割を果たす］十分な能力がなけれ
ば、その地位は、不快、不安、［自身の］能力のなさ
を感じさせる。故に、地位を与えないことは、その者
の資格によっては、その者の人生計画の追求に消極的
な影響を持つかもしれないし、そうでないかもしれな
い。」14

　修正一四条における平等保護の一つの意味は、ステ
ィグマによる害悪を生じさせないことである 15。ステ
ィグマによる害悪は、あるグループに属する者の数が
ある分野で著しく少ないときに生じる。故に、スティ
グマの害悪の発生を防止するには、過小代表のグルー
プに属する者をAAの対象とし、地位を与える必要が
ある。しかし、AAの受益者が自らに与えられた地位
の役割を十分に果たすことができなければ、自らに対
して劣等性の感情を抱くことになり、他者からも劣等
性の烙印を押されることになる。地位の役割を果たす
ことができない者に地位を与えることはスティグマの
害悪を生じさせることになり、それ故、平等保護に反
していると言える。
　AAの対象者の中でも、AAがなくとも地位を得る
ことができる者は存在する。AAはこのような者にも
害悪をもたらす。AAが実施されている場合、AAの
対象者の中で地位を得た者が、AAがなくとも既存の
選抜基準の下で地位を得ることができたのかどうか、
選別するのは困難である 16。このことから、AAの対
象者の中で地位を得た者は、たとえ既存の選抜基準の
下で地位を獲得できる評価を得ていても、地位を獲得
できる評価を得ていない、とみなされることになる。

　以上のように、AAは地位の役割を果たすことがで
きる者に地位を与える施策でなければならない。アメ

リカ連邦最高裁の判例においても、AAは、地位の役
割を果たすことができる者に地位を与えるのでなけれ
ば、正当とはされていない。この例として、Johnson

判決Brennan裁判官法廷意見（Marshall, Blackmun, 

Powell, Stevens裁判官同意）が挙げられる 17。Santa 

Clara郡交通局は、マイノリティ（女性も含む）の割
合が顕著に少ない伝統的に差別が存在する職種に関し、
採用および昇進に際して、マイノリティであるという
特性を考慮することを認めていた。そのため、昇進に
際し、男性である Johnsonは女性である Joyceよりも
面接試験で高い点数を獲得したが、昇進を拒否され、
Joyceが昇進した。Johnsonは当該昇進施策が市民権
法第七編に違反するとして提訴した。
　Brennan裁判官法廷意見は、問題となった職種では
最も能力の高い者を選抜するのは困難であり、当該職
種をこなす能力があると判断された者のいずれを昇進
させるのかは人事担当者に認められている旨を判示し
ている 18。これに対し、Scalia裁判官反対意見は、「『能
力の差を考慮に入れることにより』本法廷が意味する
ことは、志願者の競争能力が常に考慮されるというこ
とではなく、当該職種［の役割を果たす］最低限の能
力さえない者を除くにすぎない」19のであり、「使用者
が『能力を考慮に入れる』のを要求することは、志願
者の競争能力が常に考慮されるだろうということでは
なく、人種や性別のみを理由に、他の志願者に優先し
て選抜される志願者に全く無能力の者はいない、と
いうことを保証するにすぎない」20と批判する。これ
に対し、Brennan裁判官法廷意見は、JohnsonとJoyce

の間に能力差があるとしてもそれは最小限のものであ
り、最低限の能力さえない者を昇進の対象から除くに
すぎないとするScalia裁判官の批判は誤りだとする 21。
　Brennan裁判官法廷意見とScalia裁判官反対意見の
やり取りを見ると、Brennan裁判官法廷意見は、地
位を与えられたのは有能な者であったとしている。
Scalia裁判官反対意見は法廷意見を批判するが、法廷
意見が地位の役割を果たすことができる者への地位の
付与は保証していることを認めている。
　次にGrutter判決を参照する 22。Michigan大学ロー・
スクールは、人種を一要素として考慮する入学選抜施
策を実施していた。そのため、自身よりも試験の点数
の低いマイノリティ人種に入学が許可されたため、白
人であるGrutterは当該入学選抜施策が修正一四条に
反するとして提訴した。
　O'Connor裁判官法廷意見（Stevens, Souter, Ginsburg, 

Breyer裁判官同意）は、次の事実を示す 23。「志願者
を審査する際、入学選抜の担当者は、志願者の学部評
定平均（GPA）とロー・スクール適性試験（LSAT）
の点数を考慮しなければならない。というのも、それ
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らは、ロー・スクールでの学業達成の予測にとって、（完
全ではないにしても）重要だからである。当該施策は
『我々が、志願者が深刻な学業上の問題なく卒業する
だろう、と思わない限り、入学を許可される志願者は
いない』ということを強調する。」
　そして、O'Connor裁判官法廷意見は、当該ロー・
スクールの目的が、非常に学力があり、広く多様であ
るクラスを構成することであり 24、ロー・スクールに
より入学を許可された過小代表のマイノリティ・グル
ープ出身の学生は有能な者と考えられていた、とす
る 25。

　以上のように、最高裁は、地位の役割を果たすこ
とができる者に地位を与えるのでなければAAを正
当だとはしない。しかし、AAが地位の役割を果たす
ことができる者に地位を与えるとしても、AAにより
地位を獲得した者よりも既存の評価基準において高
い評価を得ながらも地位を獲得できなかった者がい
る。Louis P. Pojmanは「伝統的に、我々は、社会に
おける高い地位は最も能力のある者に与えられるべ
き、と考えている」26と指摘する。こうした考えに基
づいてAAを厳しく批判する見解として、Johnson判
決Scalia裁判官反対意見が挙げられる。
　Scalia裁判官反対意見は「一度、昇進を決定する者
が自身の前にいるすべての志願者が『M.Q's』（最低
限の能力のある者）であることに納得すると、複数い
る最低限の能力のある志願者よりもいくらか能力のあ
る者がいるだろうに、その次には、本件で人事担当
者がそうしたように、AAの『目標』が達成されるま
で、人種や性別のみを理由に母集団からの任命を行う
ことができる」27と判示する。この「複数いる最低限
の能力のある志願者よりもいくらか能力のある者がい
るだろうに」という部分が示すように、Scalia裁判官
反対意見は、地位を得るのはより能力のある者でなけ
ればならないとする。実際には、面接試験で70点以
上獲得した者が当該職種の適格者とされ、Johnsonと
Joyceはそれぞれ75点と73点を獲得していた。Scalia

裁判官はわずか2点の差から当該AAに反対しており、
このことから、Scalia裁判官は既存の評価基準におい
て最も評価の高い者が地位を獲得するべきと考えてい
るように思われる。この考えを採ると、タイ・ブレ
ーカーという手段を採るAAは正当化の余地があるが、
それ以外のAAの正当化は事実上不可能となる。事実、
Scalia裁判官はAAに関連するすべての判決において
AAに反対している。
　これに対し、Brennan裁判官法廷意見は、Scalia裁
判官反対意見は次の事実を無視してしまっていると批
判する。「ある職業にとって、『最も能力のある』者が

一人であることはめったにない、ということは人事管
理の標準的な見解である。効果的な人事制度は、自身
の選抜を推奨する様々な特性を有するだろう、何人か
の十分に能力のある志願者を人事担当者の前にもたら
すだろう。特に、職業が特異なものでなく、特有の職
業経験や教育歴を必要とせず、何人かの十分に能力の
ある志願者が手に入れることができる職業経験や教育
歴を必要とする、通常の技術職である場合、どの志願
者が『最も能力』があるのかについての最終的な判断
は、せいぜいのところ主観的なものである。」28

　このように、Brennan裁判官法廷意見は、当該事例
で問題となった職種では、最も能力のある者が存在す
るという前提自体に疑義がある、としている。この見
解において、AAは「能力の劣る者を優遇する措置で
ある、とする議論が形式的には成立しつつも、その内
実が相対化されている姿をみることができる」29と言
える。ただし、Brennan裁判官法廷意見は Johnson判
決で問題となった職種を特別な経験や知識を必要とし
ないものとして捉えている。Pojmanは「伝統的に、我々
は、社会における高い地位は最も能力のある者に与え
られるべき、と考えている」としており、仮に特別な
知識や経験を必要とする地位が問題とされていた場合
でも、Brennan裁判官が上記の見解を採るのかは分か
らない。

Ⅲ. 能力の観点からのAffi rmative 
Actionに対する批判を回避する方法

　前章で見たように、Johnson判決Scalia裁判官反対
意見による能力の観点からの批判は非常に厳しいもの
である。「社会における高い地位は最も能力のある者
に与えられるべき」との考えを採る限り、AAは能力
主義と調和することはないのだろうか。しかし、後述
するように能力の捉え方は多様であり、「社会におけ
る高い地位は最も能力のある者に与えられるべき」と
いう考え方を採ったとしても、AAを能力主義と調和
させることは可能である。

　この点を論じるにあたり、まず、能力が連邦最高裁
においてどのようなものとして捉えられたのかを見て
みる。
　Johnson判決Brennan裁判官法廷意見は、「Johnson

と Joyceのいずれの能力差が最小限である」ことを
認め、その際に、同法廷意見の前述の部分を参照す
る。当該部分は事案の概要を述べた箇所であり、面
接試験で70点以上を獲得した志願者が当該職種の適
格者とみなされ、Johnsonと Joyceがそれぞれ75点と
73点を獲得しており、Joyceの昇進を決定する際には
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Joyceの職業経験が考慮されたことが示されている 30。
Brennan裁判官法廷意見には、志願者の性別が職業上
何らかの役に立つという記述はなく、同意見は、既存
の基準に基づいて地位の役割を果たすことができるの
かについて判断している。同判決Scalia裁判官反対意
見は、Brennan裁判官法廷意見を批判する際、Joyce

の面接試験での点数が低いことを問題とする。
　以上のように、Johnson判決では、能力は既存の
基準における評価として理解された。このことから、
Scalia裁判官反対意見を基礎づける理由とは、既存の
基準において最も能力の優れた者が最も首尾よく地位
の役割を果たすことができる、というものだと思われ
る。
　この点につき、Pojmanは「能力に基づいて地位を
与えることには自明の十分な理由があり、我々の社会
実践において重要な推測であるべきである」とするが、
「能力は絶対的な価値ではな」く、「社会的な目標を理
由に［能力に基づく評価］が覆されることがある」と
示す 31。そして、Pojmanは「一般的に言って、我々
は、最良の地位を得るために最高の能力を欲する」と
しながらも、「優秀さよりも『［地位の役割の］十分な
遂行』が求められる職業が数多く存在する」とする 32。
Pojmanは「［地位の役割の］十分な遂行」を能力とし
て捉えていないことから、Pojmanの言う「能力」とは、
地位の役割を果たすのに関連すると考えられてきた既
存の基準における評価だと思われる。Pojmanが主張
するように、既存の基準において評価の高い者が、与
えられた地位の役割を最も首尾よくこなすとは限らな
い。このような議論につき、FullinwinderとArthurが
論じている。
　Fullinwinderは、個人の有する様々な要素が地位の
役割を首尾よくこなすのに役立つとし、簿記を例に以
下のように説明する 33。使用者が簿記を必要とすると
き、確実にその能力となるのは計算能力であり、簿記
は少なくともそれをこなすことが要求される。そして、
計算に加えた能力を有することが望ましく、几帳面さ、
正直さ、信頼等々の特性は、簿記の業務遂行に貢献す
るものは何であっても、この職業の能力として使用者
により考慮されうる。
　簿記の例を示した後、Fullinwinderは「実際には、
個人のあらゆる特性は、職務遂行に関連するものとな
りうる」のであり、「理論上、個人のあらゆる面を就
業能力として考慮することに異論はないだろう」と示
す 34。このように、Fullinwinderは能力を既存の基準
による評価に限定せず、地位の役割を促進する特性を
能力として捉えている。上記のように、Johnson判決
Scalia裁判官反対意見は人種や性別の考慮を批判する
が、それらの特性は能力として考えられるのだろうか。

　Fullinwinderは職業に関する能力について次の旨を
述べる 35。職務の効用とは個人の技術だけでなく、他
者との関係を含んでいる。例えば、警察を例に挙げる
と、すべての職員が白人で構成される警察組織よりも、
多様な人種から構成される警察組織のほうが共同体に
おける問題をうまく処理する場合がある 36。
　次にArthurの見解を考察する。Arthurは、Bakke判
決を例に挙げ、この問題について述べる。California

大学Davis校メディカル・スクールの100の定員枠の
うち16がマイノリティに留保されたため、Bakkeは
特別枠で入学を許可されたマイノリティよりも試験の
成績が高いが入学を拒否された。当該AAには様々な
目的があり、より公正な機会を確保し差別を補償する
としても、「［公正な機会の確保と差別の補償という］
要求は、Bakkeが人種ではなく能力に基づいて判断さ
れねばならない、という権利によって覆される」との
主張がなされるとArthurは指摘する 37。このような主
張は「如何にして『能力』を理解するのかについて不
一致が存在しえないということ、試験の点数、面接試
験の成績、居住している州は能力であるが、マイノリ
ティであることは能力ではないということを想定して
いる」とする 38。この想定は「賢く、勤勉である者が
社会をよくする」という考えから成立しており、そう
であれば「人種もまた［社会をよりよくする要素の］
リストに属する」とする 39。その上で、Arthurは「Bakke

は自身の能力に基づいて判断されたのであるが、彼は
自らが白人医師としてなすことのできる社会への貢献
よりも、さらなる貢献ができるだろう重要な要素 ～
黒人であること～ を欠いている」40と述べる。そして、
「能力に基づいて判断される権利が存在したとしても、
Bakkeは公正な理由から競争に敗れたと論じることが
できる」のであり、「［試験と成績以外の］他の基準が
重要な社会目的の達成を助けるとき、Bakkeは試験と
成績のみを能力として考慮させる権利を持たない」と
結論づける 41。
　以上のように、FullinwinderとArthurは、人種や
性別を含む個人のあらゆる特性が地位の役割を首尾
よく果たすのに役立つのであり、それらの特性を能
力として捉えることで、AAは能力の劣る者に地位
を与えるという批判の回避を試みた。Rosenfeldは、
Fullinwinderの議論を、既存の基準における評価に徹
底的に基づいて地位を与えるよりも、人種を考慮して
地位を与えるほうが効用をもたらすということを前提
としている、とする 42。個々の事例において、このよ
うな想定が正しいのかは議論の分かれるところだが、
両者の見解は、その想定が正しければ人種や性別とい
った特性も地位の役割の遂行に役立つものとして、既
存の基準とともに評価対象として考えることができる、
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という視点を提供する。
　最高裁においてもこうした見解が採られている。
Grutter判決O'Connor裁判官法廷意見は、人種的マイ
ノリティの入学がロー・スクールや社会全体に利益を
もたらすことを認める 43。しかし、AAにより入学を
許可された者が有能であると認めるに際し、当該ロー・
スクールがGPAやLSATといった学力的要素を十分
に考慮していることを重視している。O'Connor裁判
官法廷意見は、Bakke判決のPowell裁判官意見に依
拠している。Powell裁判官は、入学選抜の際に志願
者の人種を考慮することを認めるが、それはあくまで
プラス要因としてであり、決定的な要素であってはな
らないとする 44。そして、O'Connor裁判官法廷意見
はBakke判決Powell裁判官意見のこうした見解を踏
襲している 45。
　人種や性別といった特性を既存の基準とともに評価
対象として捉えても、あくまでも既存の基準が重視さ
れる 46。Johnson判決Brennan裁判官法廷意見におい
ても、この考えが採られている。先述のように、同法
廷意見は、Johnsonと Joyceの能力差が最小限である
ことを示す際に、面接試験での両者の点数差がわずか
であることを示す同法廷意見の部分を参照している。
そして、同法廷意見は、問題となった施策は有能な志
願者を評価する際にAAが考慮されることを認めてい
るにすぎない、としている 47。そして、Joyceの性別は、
昇進を判断する際に考慮した数ある要素のうちの一つ
にすぎないと判示し、それに続いて、人種という要素
があくまでもプラス要因として考慮されるべきとする
Bakke判決Powell裁判官意見を引用している 48。AA

と最も高い能力の者が地位を得るべきとの考えを調和
させるには、AAにより地位を得た者とAAにより地
位を得られなかった者の既存の基準における差がわず
かなものである必要がある。

　人種や性別を既存の評価基準とともに考慮する見解
に対しては、評価の対象はあくまでも試験の点数や成
績といった客観的に測ることのできるものに限られる
べきと批判される。この批判は、地位は本人の努力に
応じて与えられるべき、との考えに基づく。例えば、
ロー・スクールに入学するにはLSATとGPAで高い
点を獲得することが必要であり、志願者はそれの獲得
に向けて努力する。そして、志願者は自らの努力に応
じて高い評価を獲得することができる。これに対し、
ロー・スクールが、人種的マイノリティや女性の法律
家が社会に利益をもたらすとして、人種や性別を評価
の対象としたとする。人種や性別といった特性は志願
者が努力したことで獲得できるものではなく、これら
の特性を評価することはこの点から批判される。

　この点、Kenneth L. Karstは、「我々は達成（achievement）
に報奨」を与えるとし、それは「努力に報いることが公
正であると考える」からだとするが、そうした理由が全
てではないとする 49。Karstによれば、「社会が努力によ
って生じるものを必要とすることから、達成は認められ
て」おり、「達成に褒賞を与えるということは、ただ努力
に報いるのではない」のである50。そして、Karstは「不
意に分配され、［努力の結果として］得たのではない、生
来的な才能にも報いる」51と述べる。
　この見解に対しては、地位を得ようとする者の期待
に反すると批判されるだろう。例えば、ロー・スクー
ルでは人種や性別といった要素は考慮せず、主として
LSATとGPAを考慮することで入学選抜を行ってきた
のであり、志願者は既存の基準により評価されること
を期待しているからである。
　これに対し、Leslie Pickering Francisは伝統的に用
いられてきた評価基準が学習能力を評価するのに最良
の基準であるのかについて疑問視し、様々な能力が
様々な目的に関連するとして、人種や性別がそれらの
能力と密接に関連している可能性があるとし、評価を
する機関に人種や性別を考慮させることはそれに関連
する能力を考慮に入れる唯一の手段である旨を述べ
る 52。このように人種や性別が学習能力を評価する要
素となりうることを述べた上で、Francisは、伝統的
な評価基準が目的に関連する唯一の評価基準である場
合にのみ、志願者は伝統的な評価基準に従って判断さ
れる資格がある、とする 53。そして、「功績に基づく
主張は、伝統的に能力があるとされる志願者が伝統的
な基準により判断されるとする権利を確立しない」の
であり、「伝統的に能力があるとされる志願者の期待は、
研究機関が伝統的基準を続けるという約束に基づいて
いるため、正当だということはできない」と述べる 54。
　より能力のある者が地位を獲得する権利を持つとい
う考えには、「ある者がある地位に志願したとき、す
べての志願者に公正に適用される、合理的な信頼しう
る手段によって能力が審査されるべき」ということが
含意されている、とされる 55。人種や性別を評価の対
象として捉えることがこれに該当するのかは非常に議
論のある問題である。しかし、人種や性別を評価の対
象として捉える見解は、AAにより地位を得た者と得
られなかった者との既存の基準における評価の差がわ
ずかであれば、「社会における高い地位は最も能力の
ある者に与えられるべき」という見解とAAは矛盾し
ない、という視点を与える 56。
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Ⅳ. 人種や性別を既存の基準ととも
に考慮することの問題点

　前章では、人種や性別を評価の対象として捉えるこ
とで、AAに対する能力の観点からの批判を回避する
試みを考察した。この点、中林暁生准教授が指摘する
ように、「有用な活動を遂行することを示すものがメ
リットであるとすれば、限定的な局面においてではあ
るにせよ、メリットを重視することと、アファーマテ
ィヴ・アクションとが調和することを、示している」
のであり、「その限りにおいて、アファーマティヴ・
アクションはメリットに基づいていない、とする議論
を相対化させることが可能となる」57と考えられる。
　しかし、人種や性別を評価対象として捉えることに
は重大な欠点があり、この試みをなしたFullinwinder

自身もそれを認める。ある職業の採用に際して人種や
性別を評価の対象として捉える場合、職務の円滑な遂
行を行うために、また組織の利益を増大させるのに組
織内の黒人や女性の数を増やすことが必要だと考えら
れているのだが、Fullinwinderは「『組織の必要性』
といった要素は、就業能力としての人種や性別の使用
を正当化できるとしても、そのとき、組織の必要性が
黒人や女性の採用を常に支持するだろうという保障は
ない、ということを我々は指摘すべきである」とし、「職
務遂行の必要性や組織の必要性が黒人であることを能
力にするが、決して不利益とすることはない、という
ことはありえない」と述べる 58。
　人種や性別を評価の対象として捉えることは、能
力の観点からのAAに対する批判を回避する代わりに、
マイノリティに不利に作用する可能性があることも否
定できない。例えば、Grutter判決では、マイノリテ
ィ人種出身者がロー・スクールと社会に効用をもたら
すという理由から、マイノリティ人種であることが入
学選抜の際にプラスに作用したが、当該判決におけ
るAAの受益者は「思いがけない受益者」59にすぎず、
非マイノリティ人種出身者がロー・スクールや社会に
効用をもたらすと判断されれば、人種を理由に不利益
を被ることにもなる。つまり、人種や性別を評価の対
象として捉えることには、マイノリティに不利益を与
える可能性が理論上含まれている。そして、これこそ
が人種や性別を評価の対象として捉えることの最大の
欠点であるとされる 60。
　能力の観点からのAAに対する批判を回避するため
には、このような理論的な問題点を受容せねばならな
いのだろうか。もっとも、Fullinwinderはこの欠点を
認めながらも、社会効用論に基づいて人種や性別を能
力として捉えてAAを正当化することが、AAにより
不利益を受ける者を最も納得させることになる、とす

る 61。しかし、人種や性別を評価対象として捉えても、
この理論的な問題点は回避できる。
　この点につき、DeFunis判決Douglas裁判官反対意
見が参考になる。白人であるDeFunisはWashington

大学ロー・スクールに志願したが、入学を拒否された。
当該ロー・スクールが人種的マイノリティを積極的に
取扱う入学選抜施策を採用していたため、DeFunisよ
りも試験の成績の低いマイノリティが入学を許可され
た。DeFunisは当該入学選抜施策が修正一四条に違反
するとし、当該ロー・スクールへの入学を求めて提訴
した。DeFunisは、その後、大学側により入学が認め
られた。裁判の係争中、彼は既に卒業を迎える学年と
なっており、大学側も裁判の結果がどのようなもので
あっても彼の卒業を認めるとしていたので、最高裁は
訴えの利益なしと判断した。これに対し、Douglas裁
判官反対意見は当該事案には重要な問題があり、訴え
の利益なしではないとした。
　Douglas裁判官反対意見は、「［DeFunisの］人種が
何であろうとも、彼は人種中立的な方法において、そ
の個人のメリット（Merit）に基づいて、自身の志願
を考慮される憲法上の権利を持つ」とする 62。しか
し、「［法学で成功する］可能性が確実であると予測で
きる有用なテストは一般的に存在しない」63とし、「平
等保護条項は、当該ロー・スクールが入学選抜の唯一
の基準としてLSATとGPAに基づく定式を採用する
という要求を定めていない」として人種の考慮を認め
る 64。そして、Douglas裁判官反対意見は「志願者が
過去に打ち勝ってきた障害を考慮して志願者の過去の
業績を評価することも、ロー・スクールに対して、禁
じていない」65と判示し、また、有能な法律家になる
ための真の潜在能力の評価を試みる際、「一つの要素
として、［マイノリティの］歩みを妨げた人種差別に
照らして、個人が過去に達成したことを考慮すること
に対する禁止はない」66と判示している。
　以上のように、Douglas裁判官反対意見は、人種を
能力として捉える際に、過去の差別を意識している。
非マイノリティは自身の有する特性が差別の対象とな
ったことはなく、過去の差別の影響を受けていない。
故に、過去に差別がなければマイノリティ・グループ
に属する者は既存の基準においてさらに高い評価を得
ていたと想定し、当該分野で成功する潜在能力を有し
ていると考えることで、マイノリティに不利益を与え
る可能性があるという理論的な問題点に答えることが
できる 67。Douglas裁判官が対象としたのは人種だが、
この見解は性別にも適用できる。
　人種的マイノリティに関して言うと、AAの対象と
なるグループが被差別グループなのか、という問題が
ある。Bakke判決Marshall裁判官意見が「黒人の経験
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は他のエスニック・グループとは、まさに程度ではな
く種類が異なる」68と示すように、黒人の経験は特別
視されている。他のマイノリティには奴隷制といった
歴史がなく、特に近年移民してきたマイノリティには、
現存する不利な状況を過去の差別によって説明するの
は難しい。また、黒人についても、奴隷制を経験した
者の子孫とそれ以外の者の間には学力差があり、上位
の大学に入学を許可される大部分の黒人が後者により
占められている、ということを示す研究成果があるよ
うに 69、黒人であっても指導的な地位に就こうとする
者は過去の差別の影響を受けているのかについて疑問
視される。また、これは人種的マイノリティと女性の
双方に言えることだが、指導的な地位に就こうとする
者は経済・教育的に不利な状況にはなく、過去の差別
の影響をあまり受けていないという批判がなされると
指摘される 70。
　以上から、Douglas裁判官のように、指導的な地位
に就こうとする女性や人種的マイノリティは過去に差
別がなければ既存の基準においてさらに高い評価を得
ていた、と考えるのは困難となる場合が多い。だが、
ある分野において女性や人種的マイノリティの数が著
しく少なければ、彼らは動機づけの点で不利益を被る
ことになり、その地位の獲得に志願した者はそれを克
服したと考えられ、そうした意味で能力を有すると考
えることができる。また、ある分野であるグループの
者が著しく少ないとスティグマの害悪を生じさせるこ
とにもなり 71、将来的に差別を発生させることにもな
る。過小代表のグループが過去に差別を受けてきたと
証明することが困難であっても、彼らに地位を与える
ことは将来における差別を防止することになり、そう
した意味で人種や性別を評価対象とすることもできる。
　以上のように、人種や性別を評価対象として捉える
際、過去や将来の差別を意識することで、非マイノリ
ティであることを評価の対象として捉えマイノリティ
が不利益を被る、という懸念はなくなる。

Ⅴ. 日本国憲法と能力主義

　アメリカでのAAと能力主義についての議論を参考
に、日本国憲法におけるAAと能力主義の関係につい
て、若干考察する。
　AAは、地位の役割を果たす能力がない者に地位を
与えるものであってはならない。地位の役割を果たす
ことができない者に地位を与えると、AAにより地位
を与えられた者の自尊心を害することになる。そして、
地位の役割を果たすことができない者が地位を獲得す
ることで、AAの対象となったグループに属する者の

すべてが他の者から劣等だとみなされることになる。
AAの対象となったグループには、AAがなくとも既
存の基準の下で地位を獲得できた者もおり、そのよう
な者までも地位の役割を果たすことができない者だと
みなされることにもなる。日本国憲法における平等の
意味の一つは、各人が劣等だとみなされないことにあ
り 72、地位の役割を果たすことができない者に地位を
与えることは平等に反すると言える。
　実際に、法律上のAAの規定において、AAは地位
の役割を果たすことができない者に地位を与えるもの
ではないとされている。1997年の改正に際し男女雇
用機会均等法には、AAを許容する趣旨の規定が盛り
込まれた 73。均等法指針には、AAは採用・配置・昇
進等において基準を満たす者の中から男性より女性を
優先することだとする旨が示されている。この点、浅
倉むつ子教授はAAとは「［基準に］合格した男女の
うち女性を優先的に採用するという取扱い」であるこ
とが望ましいとして、均等法指針を支持する 74。
　また、国家公務員法三三条は「すべての職員の任用は、
この法律及び人事院規則の定めるところにより、その
者の受験成績又はその他の能力の実証に基づいて、こ
れを行う」と規定し、任用における能力主義を明確に
示している。国家公務員の採用におけるAAの実施の
可能性について、稲葉馨教授は、国家公務員の採用は
試験に合格した者から選抜されるため、試験に合格し
た女性を積極的に採用することは能力主義に反しない
としている 75。
　以上のように、既存の基準においてある程度の評価
を得ている者に地位を与えることで、地位の役割を果
たすことができない者に地位を与えるというAAに対
する批判は回避することができる。だが、AAが「合
格した男女のうち女性を優先的に採用する取扱」であ
る以上、AAは既存の基準において評価の劣る者に地
位を与えることになる。故に、特に指導的な地位に関
しては、「社会における高い地位は最も能力のある者
に与えられるべき」との考えに基づき、能力の観点か
ら批判が提起されることになる。AAにより地位を獲
得できなかった者は、地位の獲得に志願した者の中で、
最も能力のある者が地位を獲得する権利があると主張
することになる。この主張は、地位の獲得に志願した
者は既存の基準により審査される権利を有すると言い
換えることもできよう。果たして、このような権利は
日本国憲法上存在するのだろうか。
　アメリカの議論で見てきたように、個々人の有する
様々な特性が能力となりうる。AAにより地位を獲得
できなかった者の主張は、自身に有利な基準に限定さ
れた審査を評価者に要求するものでもある。絶対的で
はないにしても、評価者の側に適任者に地位を与える
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自由があることを考えると、既存の基準において高い
評価を得る者が評価者に対して自身に有利な基準のみ
に基づいて審査をさせる権利はないだろう。
　しかし、AAにより地位を獲得できなかった者は、
人種や性別といった特性により評価されない権利を持
つと主張されることになると考えられる。日本国憲法
の保障する平等は、各人が生来の特性により差別され
ないことを意味するのであり、この主張は理解できる。
ただ、ここで問題となっているのは、あくまでも既存
の基準が地位の役割を果たすのに十分な水準に達して
いる者について、これらの特性により評価をするのか
否かということである。日本国憲法一四条は絶対的平
等ではなく相対的平等を意味し、同条一項の後段列挙
事由についても合理的な区別は許される。故に、それ
らの特性を既存の基準とともに考慮することも合理的
な範囲で許容されるだろう。もっとも、AAが「たま
たまいかなるグループのメンバーかという自然的、社
会的偶然によって、その人の人生のあり方が左右され
ることのない公正な人権保障体系を希求するもの」76

であることを考えると、指導的な地位に関しては、そ
れらの特性が地位の獲得を左右するほど絶対的なもの
として考慮されることは許されない。各人は、指導的
な地位において、性別といった特性が考慮される場合
には、それらが地位の獲得を左右する程に絶対的なも
のとして考慮されない権利を持つ、と言えるだろう。
　以上のように、指導的な地位においても、地位の獲
得を左右するほど絶対的なものとならなければ、性別
といった特性を能力として考慮することは日本国憲法
上許容されると考えられる。既存の基準における評価
の差がAAにより地位を得た者とAAにより地位を獲
得できなかった者との間でわずかであれば、これらの
特性を評価対象とすることで、AAにより地位を獲得
した者はAAにより地位を獲得できなかった者よりも
能力が高いとして、AAは「社会における高い地位は
最も能力のある者に与えられるべき」という考えと矛
盾しないことになる 77。
　ただし、性別といった特性を考慮する際には、どの
ように考慮するのかについて注意せねばならない。ア
メリカの議論で見たように、それらの特性を評価の対
象とすることが、常にマイノリティに有利に作用する
わけではなく、不利に作用する可能性が理論上存在す
るからである。この理論上の問題を解決するためには、
地位の獲得を望む者が過去の差別の影響を克服したと
いう点やある者への地位の付与が将来において発生す
る差別を防止するという点を評価する必要がある。非
マイノリティは過去の差別の影響を受けておらず、将
来における差別はある分野であるグループに属する者
の数が著しく少ないことで生じるのであり、非マイノ

リティに対して将来において差別が発生するとは考え
られない。これらの特性を評価対象として捉える場合
には、差別を意識する必要がある。

Ⅵ. おわりに

　以上、本稿では、能力の観点からのAAに対する批
判を回避する理論的方法を考察し、それを用いる際の
注意点を指摘した。能力の観点からのAAに対する批
判に回答する方法には様々あり、本稿はそのうちの一
つを提示したにすぎない。AAと能力主義の関係のさ
らなる検討については、機会を改めて行いたい。
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