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

Ⅱ . normative approach としての
学問的課題

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

本 GCOE プ ロ グ ラ ム は、 少 な く と も universalism

バル時代の男女共同参画と多文化共生」
（以下、「本

（普遍主義）
、gender equality（ジェンダー平等）
、mul-

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

という規範的立場を取っている。より具体的には、本

問的課題とはどのようなものなのだろうか 1。

GCOE プログラムの研究・教育活動に参加する研究

ticulturalism（多文化共生）等の価値にコミットする

本 GCOE プログラムは、近年のグローバリゼーシ

者は、これらの価値が実現する社会を望ましいものと

ョンに伴って新たに現われた、あるいは、激化した

捉え、これらの価値が社会で実現される条件を探究す

社会問題を、ジェンダー平等（gender equality）又は

る責任を負うという立場を選択している 4。そのこと

2
という視点から分析
多文化共生（multiculturalism）

から、少なくとも、次の 3 つのことが求められると考

し、そのような社会問題を解決するために採るべき政

えられる。

3

策の提言を行うことを、研究上の主目的としている 。
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

1. 定義の重要性

いう責任意識を懐きながら、グローバル化時代の現代

universalism に し ろ、gender equality に し ろ、multiculturalism にしろ、これらはいずれも極めて多義的

における様々な社会問題への接近を図ろうとしている

な概念である。したがって、たとえば、全く異なる政

という特異性である。

策や相対立する政策をそれぞれ同じ universalism

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

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。

はどのようなことが求められるのだろうか。より具体

従って、本 GCOE プログラムに参加する研究者は、

的には、本 GCOE プログラムが theoretical approach

研究を行うにあたって、これらの概念を用いる場合、

という側面に留まらず、normative approach、policy

そこで用いるそのような概念を絶えず明確に規定する

science という側面をも備えながら、学問として成り

ことが求められる。例えば、ある論文において、「多

立ち続け、あるいは発展するためには、何か必要なの

文化共生社会化」を実現する条件を探究する場合、そ

だろうか。これが本稿の主テーマである。

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。
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2. 哲学的考察の重要性

3. 研究対象とする課題の選択の重要性

既述のように、本 GCOE プログラムは、universalism、

社会には無数の事実（facts）が散在している。そこ

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、

から研究者がどのような facts を選び出して考察の対

それらの価値の根拠を常に問い直すことが求められて

場合、theoretical approach を取る場合以上に細心の注

いる。

意を払う必要がある。より具体的に本 GCOE プログ

時として、この種の価値にコミットする立場を取る

象とするかということは、normative approach を取る

ラムに引き寄せて述べるならが、何が

研究者は、それらの価値の根拠が自明であるという前

gender equality や multiculturalism に関わる重要な社会的イッ

提に立って議論をしがちであるが、それでは、限られ

シューであるかは、社会によって様々に異なる。し

た学問的成果しか期待できないだろう。

たがって、本 GCOE プログラムに参加する研究者が、

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

どのような社会的イッシューを自らの研究課題にする

自らが掲げる価値の根拠は自明であるとの立場を取っ

イッシューが切実なものであるか否かを判断基準にす

ており、universalism を擁護する研究者が、このよう

ることが求められる。

かを決める場合、その社会・集団にとってその社会的

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 universalism がどのようなもので、ある社会的コンテクストに

会において女性の国会議員の比率を割り当てる「クォ

おいて、なぜそれを他の価値よりも優先すべきなのか、

という興味深い研究報告がなされているが、この問題

を明かにしなければならないからである。例えば、外

をめぐっては次のような議論を展開する余地があるだ

国人労働者排斥を主張する政治勢力は、そのような政

ろう。ルワンダの圧倒的多数の女性にとって、近年、

な

たとえば、本 GCOE プログラムで、ルワンダの国
ータ制」が採用され、すでに相当の成果を挙げている

治主張を「愛国心」の名の下に行うことが多いが、そ

女性の dignity を極端に損ねた出来事は、1994 年のル

の場合、
ある国に生まれた人間がその国土や国民を
（他

ワンダ内戦の際に発生した「大虐殺」にまつわる事柄

の国土・国民よりも）愛することは当然であるとする

だろう。この時、ルワンダ社会では、「父系社会」の

立場をとることが多い。このような立場に対して、な

原理が大きく働き、フツ族の夫とツチ族の妻との間に

ぜ multiculturalism を採るべきなのかを明かにしない

生まれた息子は、自らをフツ族と見なして、母親を敵

まま、多文化共生社会化を採るべき政策であると主張

視し、母親の親族の虐殺に手を染めた場合も少なくな

して、
「外国人労働者排斥」論者と論争したとしても、

かった。したがって、ルワンダの女性が、切実に解決

議論はかみ合わないだろう。

を希求している gender equality の問題（少なくとも、

第二に、human dignity を尊重する立場にありなが

その一つ）は、このような「父系社会」の原理をどう

ら、相対立する見解をとる研究者が並存するという

克服するか、という問題であると推測される。ここで、

ことがしばしば起こりがちであり、そのような場合

ルワンダの国会における女性議員の割合を定める「ク

に、生産的な対話・論争を行うためには、それぞれの

ォータ制」が制度としていかに優れているかを検証し

研究者が自らの見解の価値根拠の考察を深めなければ

たとしても、それだけでは―例えば、独裁国家でし

ならないからである。例えば、本 GCOE プログラム

ばしば、貧困にあえぐ多くの国民の意思を無視して、

の重要研究課題の一つとなっている「生殖補助医療」

巨額の費用をかけて記念碑的建造物を建てたのに対し

をどこまで容認すべきかをめぐっては、ともに個人の

て、海外の専門家が「建造物として優れている」とい

human dignity を尊重しながらも、「産む自由」を

う賞賛を向けたとしたら貧困にあえぐ国民の失望・冷

優先する見解に立つのと、
「生まれてくる子供の人間

笑を招きかねないのと同様―ルワンダ社会における

的未来」を優先する見解に立つのとでは、結論が大き

gender equality の実現の手段としての妥当性を証明し

く異なってくる。ここで、例えば、「産む自由」とい

たことにはならず、それがルワンダ社会の内的要求に

う主張を掲げて自らの結論を正当化するだけでは知的

応えるものであり、又、ルワンダ社会の様々な集団が

怠慢に陥ってしまうだけであり、
「産む自由」あるいは、

主体的に関わった成果であることを示すことが求めら

自らの考える「human dignity」とはいかなるもので

れているのではないだろうか。

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。

我々の学問的課題は何か
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Ⅲ . policy science としての
学問的課題

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

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

って、 welfare state （福祉国家）という目標が多く

turalism を社会において実現するためにとるべき政策

の地域で推進され、かなりの程度、実現されるに至っ

を提案することを、一つの大きな学問的課題としてい

た。これは、言うまでもなく、権力が nation-state に

る。そのことから、少なくとも、2 つのことが求めら

集中している現実世界において、グローバル規模で

れる。

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

1. theoretical な裏付け

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。

本 GCOE プログラムは、社会運動でなく学問なので、

そしてさらに、グローバリゼーションが進行した今

ある政策提言を行う場合には、その政策を実施すべき

日においては、そのような矛盾が、次の 2 つの意味で、

理論的根拠を明らかにすることが不可欠である。すな

より顕在化する傾向が見られる。

わち、ある社会で gender equality や multiculturalism

第一に、地球環境破壊が進展するにつれて、単独の

が十分に実現されていない場合、そのような現象をも

国家が自国領土内の環境保護を図ることが難しくなっ

たらしている要因が何であるかを明らかにして、次に、

たり、経済のグローバリゼーションによって、福祉国

そのような要因を取り除くためにはある政策が有効で

家体制を維持することがほとんどの国家で困難になっ

ある、ということを論証しなければならない。そのよ

たりしていることに端的に現われているように、単独

うな手順を踏むことなく政策提言を行ったとしても、

の国家が一国内で普遍主義的目標を実現・維持するこ

それは学問的成果とは言えないだろう。

とが今日では困難になっている。すなわち、グローバ

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

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。

ような問題解決のための政策提言を学問的に行うため

第二に、今日の世界では、「一国普遍主義」が行き

には、まず、第 2 次大戦後、日本社会では、女性が男

詰まるにつれ、普遍主義の価値そのものへの批判・懐

性と同等の参政権が制度上認められているにもかかわ

疑論が台頭する傾向が見られる。すなわち、現実の世

らず、女性の国会議員の割合が依然として低いのはな

界が nation-state system という権力基盤の上に成立し

ぜか、その要因を明らかにするという theoretical な考

ているのだから、universalism を追求するのは非現実

察を行う必要があるだろう。そして次に、そのような

的であり、それよりは、nation-state と結びつきやす

要因を取り除くために実施し得る複数の政策を選び出

い parochialism 的原理に立った政策を追求すべきであ

し、それらの政策を、実行可能性や実施した場合の効

るという主張が有力になる傾向が現われている。例

果について、比較・評価し、その結論として、ある政

えば、外交政策における unilateralism の台頭、多文化

策をとるべき政策として提言する、という作業手順を

共生に対する ethnocentric nationalism の攻撃、 伝統

踏む必要があるだろう。

的

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

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

多文化共生社会化が進んでいないが、このような問題

ラムに参加する研究者が今後何らかの政策提言を行う

解決の政策提言においても、上述のような theoretical

場合、その政策を一国内の枠組みで実施することばか

な考察を行うことが不可欠である。

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

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

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。

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

註

理に基づくものであるが、もしこのような原理を推し

1.
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本稿は、2008 年 11 月 19 日の GCOE 月例研究会で筆者が行っ

た報告を基にしている。同報告では、本 GCOE プログラムの学

2.

identify の回復を求めて、その「障害」となる移民・外国人労

問的課題が何か、という議論に加えて。2008 年 10 月 22 日、23

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

日に北京の清華大学で、本 GCOE プログラムが清華大学と共

いる面が強いと考えられる。
（加茂利男・大西 仁・石田 徹・

に主催した Tsinghua-Tohoku Workshop on New Social Issues

伊藤恭彦『現代政治学・第 3 版』有斐閣、2007、pp.204-206 参照）

in the Age of Globalization についての報告も行ったが、同

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

Workshop のあらましは、既に本 GCOE のウェブサイト（http://

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

www.law.tohoku.ac.jp/gcoe/）等で紹介されているので、本稿に

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

は、同 Workshop の報告は含まないことにする。

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

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

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

cultural Conviviality in the Age of Globalization である。ここ

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

で一般的に多用されている multiculturalism という言葉でな

及に代表されるように、普遍主義（universalism）の世界的普及

く multicultural conviviality という耳慣れない言葉を用いる

がますます進展している。

に至った経緯については註 4 で述べる。

3.

4.

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

本 GCOE プログラムの主目的については、例えば、前掲の本

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

GCOE プログラムのウェブサイトを参照。なお、本 GCOE プロ

ーションの進展に伴う universalism と parochialism との対立の

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

一側面と捉えることができる。そのようなことから、本 GCOE

はじめとする若手人材の育成を、主目的としている。

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

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

ことにした。ここで、本 GCOE プログラムでは、universalism

して 2003 年から 2008 年にかけて展開された 21 世紀 COE プログ

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

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

conviviality 又は multiculturalism （通常よく用いられるのは

として申請し、採択された。ここで、同 21 世紀 COE プログラ

multiculturalism あるいは「多文化主義」という言葉であるが、

ムと本 GCOE プログラムを比較すると、
「男女共同参画」から「多

この言葉は主として複数の ethnic cultures の共存を連想させる

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

ため、本 GCOE プログラムでは、より広汎な種類の複数の要素

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、

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

次のような考察に基づく。

用いた conviviality という言葉を採り入れて、 multicultural

すなわち、21 世紀 COE プログラムを申請した 2003 年当時

conviviality という言葉を新たに造り、本 GCOE プログラムの

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

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

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

解を取っている。なお、本 GCOE プログラムは、申請に当たっ

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

て、universalism とは、すべての人間の human dignity（人間の

社会にも、広い合意が存在した。これに比べて、本 GCOE プロ

尊厳）は等しく尊重されるべきであるという考え方、uniformity

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

とは、universalism を実現するためには社会の均質性を維持・

の他国においても、
「伝統的」規範や「効率主義」に基づく、男

強化することが必要であるという考え方、multiculturalism（又

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

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

backlash ）が有力になっている。
とこ ろ が、こ の ような backlash

要であるという考え方、という概念規定を採用した。

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

5.

（parochialism）に基づいて、人間の尊厳（human dignity）の普

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

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

表現したものと言えよう。

る。
（このような傾向については、例えば、Derek McGhee, The

6.

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

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

backlash については、註 4 参照。

Rights---, Open University Press, 2008. 参 照）例えば、今日、

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

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

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

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

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。

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、
（underdog）が、強い national
identity crisis に陥った「弱者層」

我々の学問的課題は何か
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