
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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