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第１部［寄稿論文］
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

多文化共生社会のジェンダー平等
辻村

̶イスラムのスカーフ論争をめぐって̶

みよ子

2008 年アメリカ大統領選挙における人種と性
久保

文明

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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多文化共生社会の
ジェンダー平等
―イスラムのスカーフ論争をめぐって―

辻村みよ子

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※

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

「ジェンダー」とは「社会的文化的性別を意味する

問題を明らかにするという本 GCOE 拠点の基本的立

学術用語である」
。このように定義したうえで、江原

場は、今日のフェミニズム論、ジェンダー研究、ジェ

由美子教授は、
「ジェンダーは、『民族や文化・人種・

ンダー法学（ないしフェミニスト法学 Feminist Legal

エスニシティ、階級、年齢、障害の有無などによって』

Theory）の動向とも軌を一にしている。

多様な形態をとることが知られて」おり、ゆえに、
「ジ

例えば、レヴィとヴァーヴィックのフェミニスト法

ェンダーに敏感な視点」とは、
「単に人間という種に

学のテキスト 3（2006）では、第 9 章を「フェミニズ

おける男女という生物学的性別に配慮するだけではな

ム法学とグローバリゼーション」にあて、
グローバル・

く、
『民族や文化・人種・エスニシティ、階級、年齢、

フェミニストセオリーの構築が課題であるとして下記

障害の有無などによって多様性を持つ性別＝ジェンダ

のように指摘する。すなわち、世界の 1.3billion を占

1

ー』に十分配慮する視点を、いう」と述べる 。もし、

める貧困層の 70 ％が女性であり、中国の農村やイン

ここで指摘されるようにジェンダーの「形態」や「ジ

ドの DV、女性の人権侵害など、多くの課題が世界的

ェンダーに敏感な視点」自体に、本グローバル COE

に存在している。フェミニズム思想や女性学が曲がり

2

（GCOE）拠点 で問題とする「多文化共生」の要素が

角にあるとしても 4、グローバリゼーションが公私に

内包されているとすれば、本拠点における「男女共同

関する新たな議論を提供し、
「フェミニズムと多文化

参画（ジェンダー平等）と多文化共生」を融合する視

主義」の関係が問題になっていることは否定できない。

点ないし試みは、それ自体必然的なものといえる。

とくにアメリカのフェミニストは、反本質主義を通し

すなわち、ジェンダーの観念を「社会的・文化的性

て、多文化主義をしばしば表明してきたのであり、こ

差（性別）
」という意味に定義した場合でも、それが

れによれば、フェミニストは、階級やジェンダーの問

性別以外の諸要素（人種・民族・エスニシティ、文化、

題をクロスさせて女性の経験に敏感にならなければな

階級、年齢、障害の有無など）と絶えず重なり合って

らない 5。人身売買や割礼など、非西欧諸国を中心に

いることから、ジェンダー平等の視点とこれらの諸要

女性の人権侵害が多発している今日、西欧の思考を非

素とを重視する視点とを重ね合わせて検討することに

西欧の文化に強制することなく、国際人権や尊厳の基

意義が認められる。そこで本 GCOE 拠点および本稿

本原則の考えを発展させることは可能なのか、という

では、
ジェンダーの観念を「社会的・文化的性差（性別）
」

重大な問いが存在している。

という意味に捉え、性別を含む人種・民族・宗教・文

このように、女性の人権を保障する際に、非西欧の

化等の多様な属性や要素を有する諸個人の共生を「多

文化や伝統を無視することは不可能であり、性別と

文化共生」という観念で包括的に捉えつつ、ジェンダ

いう要素を超えて、文化やエスニシティに配慮した

ー平等（男女共同参画）と多文化共生という複眼的視

多文化共生の視点が不可欠である。このことは、
「グ

点からグローバリゼーション下の問題を検討すること

ローバル・フェミニズム」に関する今日の議論にも示

010

されている。例えば 1945 年以降の現代フェミニズム

という対立構図を加えて、錯綜した問題をジェンダー

を、グローバル・フェミニズムという視点から捉えた

法学ないしジェンダー憲法学の視点から読み解くこと

B.G. スミスの編書（2000）では、女性の移民が労働

を課題とする。さらに今後のジェンダー平等政策に資

市場を求め、あるいは政治的暴力から逃れるために国

するため、各国の対応や政策を概観しておくことにす

境を越えて移動するグローバル時代に入った状況を明

る。

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

Ⅱ . イスラムのスカーフ問題の諸相

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

1. 問題の所在―コーランとスカーフ

支援も得て、トランスナショナルなフォーラムに統合

すべての発端はイスラム教の聖典コーランである。

されている 7。実際、女性の人権侵害などの問題がグ

その第 24 章 31 節は、信者の女たちが貞淑を守り、そ

ローバル化によって深刻化している反面で、ジェンダ

のためにヴェイルを胸の上まで垂れ、自分の夫または

8

ー平等を求める運動や政策もグローバル化している 。

父の外は、彼女の美（や飾り）を表してはならないこ

このようなグローバルな取り組みをも視野に入れつつ、

「性的部位」の露出が禁じ
とを定める 13。ここでは、

ジェンダー平等や人権の問題を、多文化共生という広

られており、信者の女性たちは、その部位についての

範な視点から検討してゆく課題が、今日のジェンダー

判断に応じて、頭からすっぽり全身を覆うブルカや頭

9

法学、ジェンダー研究に課せられている 。

髪と顔を覆うヴェール、あるいは頭髪のみを覆うスカ

日本でも、グローバル化のもとでのジェンダーと多文

ーフなどを被っている 14。教義に従順な信徒にとって

化共生を関連づける研究がはじまっているが、日本では

は、たとえこれが外見上女性の抑圧の象徴となってい

多文化共生の観念を外国人との共生問題、外国人政策・

るとしても、信教の自由の行使として、その自由が擁

移民政策の問題として狭くとらえる傾向がある 10。この

護される。イスラム社会では、教義に反する行為は認

点は、伊藤るり教授が、「北米の多文化主義は、民族

められないことから、同質化した社会では問題になら

だけでなく、ジェンダー、性的指向、さまざまな障害

ない。

に由来する差異も含み、包括的な人権政策としての展

しかし、彼らが移民となって国外に移住し、とりわ

開を示しているのに対して、日本においては、これら

け政教分離や世俗主義（フランスにおけるライシテ

は『多文化共生』の問題とは切り離される傾向にあ

laïcité、トルコにおけるライクリック laiklik）、あるい

11

る 」と指摘するとおりである。このため、日本では、

は公教育の宗教的中立性が定められた国家やその植民

本GCOE拠点のタイトル「男女共同参画と多文化共生」

地でスカーフ等を被る場合には、その許否をめぐって

についても、
「女性問題と外国人問題」のように短絡

熾烈な議論が起こってくる。

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。

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

しかし、すでに明らかにしたように、本 GCOE 拠

った。そのため旧植民地アルジェリアでは、すでに

点では、多文化共生を「性別・人種・民族・宗教・文

1958 年 5 月の段階でフランス軍によってイスラム女性

化等の多様な属性や要素を有する諸個人の共生」のよ

解放の名目で「ヴェールを脱ぐ」儀式がおこなわれて

うに包括的に捉えており、このような広範な視座から

いたことが知られている 15。フランス本国では、1989

グローバリゼーション下のジェンダー問題と多文化共

年にパリ郊外のクレイユの公立中学校で起こった事

生問題を総合的に研究しようとするものであることを

件（校長が 3 人の女子生徒にスカーフを取るよう命じ、

12

再確認しておきたい 。

拒否した 3 人に授業をうけさせず退学問題に発展した

このような視座にたって、本稿では、グローバル時

事件）以来、大きな社会問題となった。ここでは、公

代における男女共同参画（ジェンダー平等）と多文化

教育の宗教的中立性とイスラム女性の宗教的自由との

共生が交錯する具体例として、イスラムのスカーフ問

対抗関係が争点となり、コンセーユ・デタは、同年

題を取り上げる。

11 月 27 日、基本的に生徒の宗教的自由を重視する判

ここでは、公教育の宗教的中立性の問題と個人の信

断をしたが、プロパガンダになるものは許されないと

教の自由（あるいは普遍主義的な共和主義と多文化主

した。当時のジョスパン文部相が仲裁に入り、12 月

義）を対立させる従来の観点に、ジェンダーの視点か

12 日の通達で、個別に学校校長の判断にゆだねるこ

ら、女性の解放（ジェンダー平等）と抑圧（性支配）

とで決着した。

多文化共生社会の
ジェンダー平等
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しかしその後、2000 年「9. 11」の影響下に排外主

の違憲性を争うことが可能となる）
。また、欧州人権

義や反イスラム感情（イスラム・フォビア）が強まり、

裁判所は、2008 年 12 月 4 日、1999 年に退学処分にな

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

った 2 つの事例について、欧州条約違反にはならない
る。

外のバンダナ事件や、郊外におけるイスラム女性に対

ⅱ）トルコ

する性犯罪などを契機に、世論がスカーフ禁止法の方

との判断を示した 19。フランスの 議論の状況は後述す

（スンニ派）
トルコでは、
国民の 99％がイスラム教徒
でありながら、トルコ革命の指導者で「建国の父」ケ

向に一気に進んだ。

マル・アタチュルクが 1928 年憲法で国教条項を撤廃し、

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）

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

イスラムのスカーフ問題は、いまやヨーロッパのみ

うに世俗主義ライクリック（laiklik）を採用した。 そ

ならず世界の課題となり、各国でも規制の方向をとり

の結果、トルコでは、公的な場面での女性のスカーフ

つつあるといえる。しかしその対応には差異があり、

着用だけでなく男性のあごひげも禁止されてきた。こ

移民政策において厳格な政教分離を貫こうとするフラ

れに対して、2002 年からエルドアン政権が世俗主義

ンス・トルコなどの統合型と、移民の文化に寛容な態

を緩和する方針を打ち出し、2005 年からＥＵ加盟交

度をとるオランダやイギリスなどの並列型に分けるこ

渉をひかえて議論が激化した。2008 年 2 月 9 日、トル

16

とが一般的である 。ドイツは、緩やかな政教分離原

コ国会は、従来の禁止措置を改め、大学内での着用を

則をもつ点で後者に属するが、昨今では州のレヴェル

認める法律を制定したが、同年 6 月 5 日、トルコ憲法

での規制が進んでいる。

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

（1）統合型

。11
せた（トルコ憲法第 2 条、第 4 条、第 148 条参照）

ⅰ） フランス

人の裁判官の内、9 人が前掲の国内法は違反と見なし

フランスでは、2003 年 7 月 3 日にシラク大統領がベ

たもので、国内ではなおも議論が続いている 20。

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

（2）並列型
ⅰ）イギリス

委員が禁止論に賛成し、12 月 11 日に、禁止論を基調

イギリスでは、インド・パキスタン系中心のイスラ

としつつ、ユダヤ教の休日とイスラムの休日を学校休

ム教徒は約 200 万人で人口の 3.4 ％である。宗教色排

日にすることなど 26 の提案を含む報告書が提出され

除や宗教的シンボルの着用についてはフランスと異な

た。これを受けたシラク大統領は、12 月 17 日に演説

る立場をとり、スカーフや十字架像、キッパの着用な

し、禁止法への理解を国民に求めて、2004 年 3 月 15

ども自由である。公立学校でも、校長が自由に校則を

日に、
「公立学校における〈あからさまな〉宗教的表

決めることができることから、殆どの校則ではスカー

象の着用禁止法（La loi interdisant le port〈ostensible〉

フ、キッパ、シーク教徒のターバンなどの着用が許可

17

de signes religieux à l'école publique） 」が成立した。
〈ostensible〉の語は、「これみよがしな」「誇示的な」

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

とも訳されるが、いずれにしても他者に対してすぐさ

内ですら認められているといわれる。

ま宗教的意味が理解されるような明白な宗教的シンボ

ⅱ）オランダその他

ルの着用を意味しており、イスラムのスカーフやユダ

オランダでは、イスラム教徒 30 万人で人口の 1.9％

、大きな十字架などが含まれる
ヤ教の帽子（Kippa）

である。身体を覆い尽くすヴェールについて規制論議

とされる。

があるものの、宗教に基づくあらゆる差別が法律で禁

この法律は、議会の圧倒的多数（国民議会

494 対

止されており、スカーフは公立学校で許容されている。

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、

るベルギーでも、学校に関する連邦法が存在しないた

違憲審査の方法に修正が加えられ、破毀院やコンセー

る。フランス語圏で見られた衝突も話し合いによって

ユ・デタから憲法院に移送される憲法異議の制度が導

解決してきたが、ブリュッセルの学校でスカーフが禁

入されたことにより、将来的には、個人からこの法律

止され、イスラム系コミュニティが抗議に立ち上がっ

012

同じくイスラム教徒が約 30 万人で人口の 2.9％を占め
め、各校がそれぞれ独自に校則を制定できる制度であ

て以後、衝突が再燃した。フランス語系の 2 人の議員

かったことも関係している。すなわち、国家の宗教的

が学校内と公務員に関して宗教的な服装を禁止する法

中立原則を前提とした場合でも、十字架とスカーフは

案を提出したが、その後の議論は停滞している。この

異なる、という論理が優勢である。ここでは、十字架

、
ほか、スペイン（イスラム教徒 30 万人、人口の 0.7％）

は罪の赦しを公に象徴するもので抑圧の象徴ではない

イタリア（イスラム教徒 80 万人、人口の 1.4％）でも

が、イスラム教徒にとってのスカーフは、女性の抑圧

ほぼ同様であるが、次第に議論が高まりつつある 21。

を背景にしていることが含意されている。また、教師

ⅲ）ドイツ

と生徒の立場も区別する必要がある。とくに、国家公

これに対して、ドイツではイスラム教徒が 320 万人

務員のスカーフ着用は適切とは言えないにしても、女

（人口の 3.8％）であり、トルコ（またはクルド）の出

子生徒がスカーフをつけて登校することを禁じる場合

身者が多い。1949 年のドイツ基本法は、1919 年のワ

には、教育を受ける権利の侵害になる、という理由で

イマール共和国憲法の条文を継承して「国教会は存在

ある 24。

しない」と定め、国家と教会との明確な分離は規定し

上記のように、この問題の背景には、政教分離・ラ

ていない。各宗教に対して平等な取扱いを保障してお

イシテ（国家の宗教的中立性）の問題のほかに、移民

り、公立学校では修道女が修道服姿で教壇に立つこと

の統合問題、さらに女性の解放、女性の権利保護とい

ができ、十字架像を教室に置くことが認められ、宗教

う論点が複雑に錯綜している。そこで、次に、フラン

の授業を選択科目としてカリキュラムに含めることが

スの議論を例にとって、3 つの観点からこの問題を検

義務付けられている。したがって、公教育の宗教的中

討しておこう。

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。

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

スカーフの問題については、バーデン・ヴュルテン

フランスでは、上記のようなスカーフ禁止論は、

ベルク州でアフガニスタン出身の女性教師が教員採用

1905 年の政教分離法によって確立されたフランス共

試験と授業の際にスカーフ着用を望んだところ、教員

和主義の基本原理としての「ライシテ」の原理に基

として不適格として任用が拒否されたルディン事件が、

礎をおくものであり、個人（イスラム教徒）の宗教

大きな問題となった。原告が連邦憲法裁判所に憲法異

的自由を制約してでも守るべき価値であると解され

議を申し立てたのに対して、2003 年 9 月 23 日の判決

ている 25。2003 年 12 月 17 日に、シラク大統領はエ

は、信教の自由と信仰告白による不利益の禁止を定め

リゼ宮で共和国におけるライシテ原則の尊重につい

たドイツ連邦共和国基本法 4 条 1，2 項、33 条 3 項に

て演説した。「ライシテは、我々の伝統に刻まれてお

違反するとして、スカーフ着用女性の教員任用拒否を

り、我々の共和主義のアイデンティティー（identité

違憲と判断した。ここでは宗教によって公務就任権は

république）の中心にある。……すべてのフランス人

制約されないことが示され、州の当局はそもそも「万

男女に注意を集めたいのは、
共和国の礎石であり、
我々

人に受け入れ可能な規制」のあり方を探り、法律を制

の尊敬、寛容、対話における共通の価値の束ね柱であ

定しておくべきであったと判断された。教師のスカー

るライシテの原則への忠誠のなかである。……ライシ

フ禁止はイスラム女性を公職から引き離す効果をもつ

テは、思想良心の自由を守るものである。思想をも

ため、このような判断が示されたが、その後、実際に

ち、もたない自由を擁護する。……さまざまな宗教の

23

は、2006 年までに多くの州で法規制が行われた 。

協調的な共存を可能にするのは、公共の場での中立性

ザールラント州、ヘッセン州とベルリン特別市では

である。他のすべての自由と同様に、思想表現の自由

公務員全員について、またバーデン・ヴュルテンベル

もただ他人の自由や社会規範への考慮という限界をも

ク州、バイエルン州、ニーダーザクセン州では公立学

っている。……ライシテ原則への尊重を確保するもの

校についてのみ、禁止法を制定した。ただし、キリス

は、幾世紀にわたって根気よく確立されてきた、この

ト教やユダヤ教のシンボルまで標的にしていない。そ

貴重だが壊れやすい、巧妙なバランスである。だか

れは、
キリスト教民主同盟（CDU）のメルケル党首（当

らこそ、それは我々の憲法の第 1 条におかれたのであ

時）が 2006 年に党指導部に宛てた文書の中で、キリ

り、それは売り渡すことのできないものである。
」
「学

スト教的な伝統は「我々の文化」の一部を成すとして、

校におけるライシテを再確認しなければならない。そ

宗教的シンボルを公共の場から排除する必要を認めな

れは、学校が絶対的に保護されている（préservée）

多文化共生社会の
ジェンダー平等
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だからである。……学校は、諸価値の獲得における平

義者の多くがアングロサクソンの多文化主義や共同体

等を守るために保護しなければならない共和主義の聖

主義を忌避しているという理論状況がある。ここで

26

域（sanctuaire）なのである。 」

は「グローバリゼーションのなかでフランスがフラン

この演説後の世論調査では 69％が、2004 年の世論
27

スであり続けるために共和国原理を死守しようとする

調査では、75％が禁止法に賛成していた 。その背景

『閉ざされたさ共和主義』か、
「共和国の普遍主義が生

には、移民の増加と文化的侵食に対して、共和国の基

みだした現実的不平等を、さまざまな差異を承認する

28

本原理を守るという大義名分が存在していた 。とく

ことで修復しようとする『開かれた共和国』か、とい

に公教育の場では、宗教的中立性が要請されるのであ

う二つのオプションの対立 33」が認められるにすぎな

り、個人（多数の非イスラム教徒）の信教の自由を守

いということになろう。フランス公法学でも、普遍主

るためにも政教分離を重視する必要がある。このこと

義か差異主義か、という対立よりもむしろ、
「抽象的

は、カトリックとの長い抗争の上にようやくライシテ

な普遍主義」と「具体的な普遍主義」あるいは「矯正

を確立したフランスの共和主義の最後の譲れない一線

的普遍主義」との対比によって、普遍主義を修正して

ともいえるものである。

ゆく傾向のほうが強いといえる 34。

しかし、この議論は当然にリベラリズムからの批判

なった。そして個人の信教の自由よりも「ライシテ」

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

を優越させたフランスの特殊性が再確認されるととも

別の撤廃という普遍主義的な原理がある。この論点は、

に、リベラリズムにとっても有益な「普遍性を帯びる

上記のスタジ委員会の報告書でも次のように指摘され

ライシテ」の可能性も論じられるようになる 29。また、

ていた。「若い女性たちは、さまざまな圧力や言葉よ

フランス的な共和主義原理としてのライシテを重視す

る暴力、心理的ないし物理的な暴力によって現れるセ

る立場からも、個人の価値選択の自由を重視する立場

クシズムの復活の犠牲者である」
。
「この状況では、一

が登場しており、各国の「苦悩」が示されている 30。

部の少女や女性が自発的にヴェールを被っているとし

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

ても、他の者は強制や圧力のもとで被っている。思春

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

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
、一
女性たちはまた、性的な身体の毀損（mutilation）

している。
「一にして不可分の共和国」は、多元主義

夫多妻制、妻の離縁（répudiation）の犠牲者でもある。

や差異主義ではなく、統合を求めるものであるからで

……トルコ、マグレブ、アフリカのある共同体では、

ある。この点は、ニューカレドニアの人民に対して、

婚姻が強制されている。……委員会は、証言してくれ

「フランス国民は 1 つ」であることを宣言した憲法院

た少女たちの勇気に感謝する。……女性の基本的権利

31

判決 にも示される。また、それは共同体主義をも排

は、今日、わが国でも日常的に無視されている。この

斥するものである。シラク大統領は、その演説のなか

。
ような状態は受け入れられない 35」

でこれに言及し「共同体主義は、フランスの選択肢で

しかし、報告書全体ではこの論点は必ずしも重要な

はない。それは、我々の歴史や伝統、文化に反してい

位置を与えられていたわけではない。にもかかわらず、

る。我々のヒューマニストの原則や、才能と能力にの

同委員会委員であり著名な社会学者であるアラン・ト

み基づいて社会的地位をさだめる信条、フランス人

ゥレーヌが、スカーフ禁止に慎重な立場を改めて女性

の間の平等と友愛の価値に反するものである。……そ

の解放を根拠に賛成に回ったことが注目を集めたこと

のためにフランスは、行動しなければならない」とす

もあり、2003 年 12 月 17 日のシラク大統領の演説では、

32

る 。そのうえで、機会の平等を強調し、フランス語

主要な論点として強調されることになった。

を母国語とする移民の子たちに対する就業や統合のた

シラク大統領は、「結局、我々の共和国の諸価値を

めの施策をとおして、国民の統合にヴァイタリティー

守るための闘いは、女性の権利と男性との真の平等を

を与えるべきことを主張している。

確保するために断固として行動することを決心させ

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
」を積極的に認めようとする
主義（différencialisme）

た。この闘いは、明日のフランスの姿を示すものであ

傾向はない。その背景には、フランスにおける共和主

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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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

なければならない。私は近く個人的にこれについて約

着用の分類からはじめ、1994 年のコスロカヴァール

束するつもりだ」と述べた 36。この 2003 年から 2004

との調査に基づいて 3 種類に分ける。

年の過程で、男女平等推進の施策とスカーフ禁止法が、

第 1 は移民第一世代の女性にとってのそれであり、

同じ女性の権利保護という脈略で語られていたことが

伝統にしたがった普通のもの（banal）にすぎない。

わかる。実際、2004 年のスカーフ禁止法に対する世

第 2 は、両親によって着用を強制されている移民の子

論の好意的な反応の背景には、ムスリム女性への性的

としての少女たち（adolescentes）であるが、ここで

暴力問題にする憤りや、
「郊外の女性」の声などの運

問題になっているのは、第 3 のタイプ、すなわち自ら

37

動があった 。
このように、スカーフ禁止法成立の背景には、女性

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

解放に関する論争が存在した。そこでジェンダーの視

大学生の女性たち（post-adolescents）のそれである。

点からの論争を見ておくことにしよう。

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

Ⅳ . ジェンダーの視点からみた
スカーフ論争の争点

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、

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

「スカーフを禁止することは、男性支配を後退させる

ニズムの立場からスカーフ禁止の論戦をはったのは、

求してきたことを疑問視して次のように述べる。解放

エリザベト・バダンテールらである 38。彼女らのアピ

を主張するのはほかでもなく少女たちであり、法律の

ールは、
「ヌーヴェル・オプセルヴァトゥール」
（2-8

対象外の私立学校では、多様性を尊重する中で共生す

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

nov.1989）に掲載され、フランス知識人の間に議論

ることを学べるのではないか。差別と闘うためという

を巻き起こした 39。この問題は 2003 年に再燃したが、

世俗主義の宣伝の役割は、生徒に自ら自律的主体とな

当時ムスリム女性への性的暴力問題が大きく取り上げ

り、多様性をもった貴重な共同体の一員になることを

られていたこともあり、女性に対する暴力禁止の運動

認めることではないのか。男女平等実現の真の障害は、

に立ち上がっていたフェミニストたちをも刺激するこ

普遍主義の名のもとで、反フェミニズムや狡猾な男性

とになった。当時の主要な論調は、スカーフは女性の

中心主義の雰囲気のなかに漬かっているフランス社会

信教の自由、表現の自由、身なりの自己決定権などを

に由来する。イスラムのスカーフ論争がこんなにも混

制約するものであって、女性の人権にとってはマイナ

乱を招いたのは、フランスという国で両性平等が欠け

スシンボルであるというものであった。そのことから、

ていたからに他ならない。男女平等は所与のものでな

スカーフ禁止こそが女性解放のプラスシンボルである

く構築するものである。この原理は、たとえそれが遅

ことが強調された。ここでは、
「男女平等にコミット

れて形成されたとしても、歴史的には国家の世俗主義

した西欧文明」対「性差別的なイスラム文明」という

（ライシテ）を伴ったものである。そしてそれは教育

単純な対立構図が示された。

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

2. フランソワーズ・ガスパール

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。

これに対して、フランソワーズ・ガスパール 40 は、

上記のような、自由を求める女性個人の視点に立っ

スカーフを強制することも禁止することも、いずれも

てスカーフ禁止法を批判する立場は、イスラムの若い

女性が公的領域に現れる際に従わなければならない規

女性たちがおかれた二律背反の地位に同情をよせる他

範を定めることであり、一種の暴力を行使することで

の論者によっても共有されている。

あるとする。彼女は、公立学校でのスカーフ着用をラ

例えば、コスロカヴァール 43 は、ムスリムの若い女

イシテというプリズムだけを通してみる場合には、多

性たちは、家族やコミュ二ティのなかで伝統的モデル

様な方向を見落とし、我々の社会でジェンダー関係が

や貞淑性の要請に従うことが求められる一方で、フラ

置かれている状況を見ないことになる、と指摘する 41。

ンス社会では個人としての自律や性的生活の自由を求

ここで重要なことは、民主国家において、いかに、着

められ、この二律背反の中で葛藤していることを指摘

用しないことを望む少女や女性を助けることができる

する 44。このなかで少女たちは、親兄弟に対して純潔

かであるとして、彼女は、まず問題とすべきスカーフ

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。

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

3. クリスチーヌ・デルフィー

ア、エジプトなど、西欧の人権思想やフェミニズムの
46

この状況について、クリスチーヌ・デルフィー は、

影響がある国々では、スカーフをめぐる議論も実際に

フランス社会に存在する差別意識に対抗するものとし

激化している。本稿で検討したトルコのほかにも、チ

て、ムスリムのフランス人固有のアイデンティティー

ュニジアでは 1981 年に公の場でのスカーフ着用を禁

の証として、公立学校でのスカーフ着用の要求が出て

じる政令が出され、モロッコでも教科書からスカーフ

くると分析している。すなわち、スカーフ着用は女性

姿が削除されたことも知られている。しかし、中東ア

の劣勢の証であるが、それだけではない。フランスで

ラブ諸国では共通してイスラム回帰の潮流が強く、若

しばしば両親に反抗してまで着用されているスカーフ

い女性の間でも身体全体を覆うチャドルが大流行する

は、アフガニスタンやイラクのそれのように男性兵士

傾向があることから、これらの国内でのスカーフ着用

などから強制されているものとは異なる。それは一種

に関する批判は困難になっている 50。

の挑発（provocation）であり、フランス社会のイス

これに対して、EU 諸国やアメリカ、カナダなどに

ラムのスカーフへの挑発は、フランス的な事件なので

在住する研究者やフェミニストの議論は非常に盛んで

「普遍性から排除された」イスラムの移民た
ある 47。

あることから、本稿では、おもにこれらを参照した 51。

ちは、かつて強制された特徴（une spécificité）を「権

それによれば、たとえば、イランのフェミニズムは、

48

。それは強制でなく、
利として要求するようになる 」

イラン革命後のイスラム回帰の状況のなかで分断化さ

選びとられたもの、積極的で、不名誉でないものであ

れ、複雑な状況にある。一方で公立学校等でのスカー

り、この世代の一部はイスラムのアイデンティティー

フ禁止のような法的措置が望まれる反面、他方では、

を見出すために選んだのである。彼女らは差別と闘う

女性が公的領域でエンパワーしてポリガミー（一夫多

ことしかできないのであり、過去の差別の犠牲者であ

妻制）廃止や婚姻年齢引き下げなどの法改正を実施す

る女性や移民の子孫のために実施されるポジティヴ・

る前提として、スカーフ着用を実施せざるをえない状

アクションの方向が目指される。拙速に法律を通すか

況がある 52。このようにイスラム本国での着用の問題

わりに、彼女らの真の動機を理解するために反省に身

と本稿で問題にしたフランス等での着用とでは条件が

をゆだねるべきだった、とデルフィーは主張する。禁

大きく異なることから、前者についての詳細な検討は

止法の賛成者は国際的に類似の状況としてフランスを

別稿に委ねることにしたい。

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

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

これまでフランスのフェミニストのなかでの議論を

プリズムだけを通した見方も、また、差別からの女性

検討してきた。これらの検討結果をフェミニズム論全

の解放という点を重視するリベラル・フェミニズムか

体に一般化することはできないが、リベラル・フェミ

らの見方も、適切とは言えないことが明らかとなった。

ニズムとラディカル・フェミニズムに属する論者が、

とくに、女性解放の脈絡でのみスカーフ着用禁止の意

公立学校におけるスカーフ禁止法制に対して、それぞ

義をとらえるリべラリズムの論理は、ムスリムの女性

れ賛成と反対という異なる対応をみせ、イスラム女性

のスカーフ問題に含まれる多義的な意味を見誤るだけ

の権利をめぐって異なる視点や解決策を提示している

でなく、平等の観念とも密接に関連するはずの個人の

ことが興味深い。これらの分析結果は、フェミニズム

自律やライシテの原理そのものとも矛盾することにな

論の多様性を示すものであるとともに、フェミニズム

ってしまう。イスラムのスカーフ問題に対する従来の

と多文化共生問題が交錯するイスラムのスカーフ問題

研究がライシテからの検討に集中していたこと、スカ

の複雑さを一層明瞭に示すものといえよう。

ーフ禁止の法制化に一役買ったリベラル・フェミニズ

ただし、フェミニズムとスカーフ問題をジェンダー

ムの議論をさらに超えた論点が必要であることを、最

論の視点から検討する場合には、上記のようなイスラ

近のジェンダー研究と多文化主義研究が示していると

ム圏外での議論のほかに、イスラム圏内のフェミニス

いえるであろう 53。

トたちの議論動向なども参考にすべきところである。
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なお、日本では、スカーフ問題のような信教の自由

と多文化共生にかかわる論点はさほど議論されていな

ies on the Edge, 2008 参照。

い。憲法判例としては、
「エホバの証人」の信者の公

5 N. Levit & R.R.M. Verchick, op.cit.,p.217.

立学校における剣道実技（格闘技）の拒否事件が、公

, Global Feminisms since 1945, 2000, p.9.
6 Bonnie G.Smith（ed.）

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

7 Myra Marx and Aili Mari Tripp（ed.）, Global Feminism, 2006,
vii. ほ か に、Chris Corran, Feminist Perspectives on Politics,
1999, Ch.9, International & transnational feminisms 参照。
8 Suki Ali, Kelling Coate & Wangui Wa Goro, Global feminist
politics, 2000.

処分をしたことが校長の裁量権を超える行為であると

9 フェミニズムと多文化主義の関係については、フェミニズムの

して学生の方を勝訴させた 54。憲法学説もおおむねこ

側から見た前注 3 〜8 引用の著書に比して、多文化主義の側から

の判決に賛同しており、個人の人権保護や寛容の観点

検討したものとして、Gurpreet Mahajan, The Multicutural Path,

が優越していることが窺える。ここでは、フランスの

Issues of Diversity and Discrimination in Democracy, 2002,

ライシテ原則や共和主義原則が特殊である点に加えて、

Ch.5, Feminism and Multiculturalism が注目される。ここで

日本では公教育の宗教的中立性や政教分離の原則が厳

は、フェミニズム（とくに第二波以降の中心的なフェミニズム）

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

と多文化主義が、ともに差異主義や、差異化されたシティズン
シップ（differentiated citizenship）
、周縁化や社会的排除の点に
ついて合意していること、にもかかわらず、マイノリティーのコ
ミュニティがエンパワーされた後にもジェンダー不平等が存在

には断固反対という傾向になるように思われるが、実

することから、フェミニズムからの多文化主義批判があること

際にイスラム女性のスカーフ問題が起こった時に、判

を明らかにしている。

例・学説がどのような論理でいかなる結論を導くのか、

10 総務省が 2006 年 3 月に公表した「多文化共生の推進に関する研

ジェンダー視点から女性の解放の論点が登場するかど

究会報告書」
（座長・山脇啓造）では、地域における多文化共

うかなどは定かではない。

生を「国籍や民族などの異なる人々が、互いの文化的ちがいを

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

認め合い、対等な関係を築こうとしながら、地域社会の構成員
として共に生きていくこと」と定義し、その推進について、外
国人問題を中心に検討を行っている。
（http://www.soumu.go.jp/
。また、各地の自治体や多文化共
s-news/2006/060307_2.html）
生センターでも、地域の在住外国人への対応に焦点が当てられ
ている。

練期間を含めて 3 年間滞在して「看護師候補」の資格

『多文化共生』と人権─日本の文脈から」日本学術
11 伊藤るり「

で働きながら学び、国家試験に合格すれば正式な看護

会議編
『学術の動向』
「
『多
2009 年1月号 47 〜51頁参照。ここでは、

師として 4 年目以降も日本で働くことができる。これ

文化共生』がネオ・リベラリズムの（あるいは「単一民族国家」

によって国公立の病院での看護師のスカーフ着用が問

イデオロギーの）補完物ではなく、普遍的な人権保障を実現す

題になることも予想され、今後の議論が注目される。

る上での効果を発揮するためには、地域を基盤とした活動の継
続とともに、ナショナルな水準での包括的人権政策が必要となる。
具体的にはパリ原則（1993 年）に基づく国内人権機関の設置や
人権侵害救済・差別撤廃のための国内法の整備が不可欠である」

註
※本稿は、
2008年12月17日のGCOE月例研究会報告をもとにしている。
研究会では 11 月の大西報告の問題提起をめぐって議論したが、こ
こでは割愛する。ジェンダー平等と多文化共生が交錯するテーマ
は多く、我々の GCOE が重要な検討課題を研究対象としているこ
とを確認しておくにとどめる。

1 江原由美子「はしがき」日本学術会議編『性差とは何か―ジェ
ンダー研究と生物学の対話』日本学術会議叢書 14, 日本学術財
団（2008 年）7 頁。

2 東北大学グローバル COE「グローバル時代の男女共同参画と多
文化共生」拠点（社会科学分野、平成 20 年度採択）は、21 世
紀 COE プログラム「男女共同参画社会の法と政策―ジェンダ
ー法・政策研究センター」の成果を継承・発展させるものである。
その概要は、http://www.law.tohoku.ac.jp/gcoe を参照されたい。

3 N. Levit & R.R.M. Verchick，Feminist Legal Theory, 2006.
, Women's stud4 女性学の最近の課題につき、Joan W.Scott（ed.）

と指摘される。

12 ジェンダー研究にはマイノリティの解放理論として応用できる
可能性があることを前提に、日本における外国人等との共生問
題についてフェミニズムの視点から分析したものに、上野千鶴
子「
『共生』を考える」崔勝久・加藤千賀子編『日本における多
文化共生とは何か─在日の経験から』新曜社（2008 年）192-

237 頁がある。
13 「信者の女たちは……貞淑を守れ。…ヴェイルをその胸の上に垂
れなさい。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。
」
（日本ムスリム協会「日亜対訳注解

聖クル

アーン」1982）内藤正典・阪口正二郎編『神の法 vs. 人の法』
日本評論社（2007 年）12 頁より引用。

14 イスラム世界では、アフガニスタン等でのブルカ（身体のみな
らず目の部分も網で隠して黒い布で体をすっぽり覆うもの）
、イ
ラン等に多いチャドル（顔だけ出して身体全体を覆うもの）
、ニ
カーブ（目だけみせて他は黒い布で覆うもの）
、ヒマール（頭だ
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けでなく背中まで隠すもの）
、ヘジャブ（スカーフ等で頭髪だけ

28 フランス共和国の原理と多文化主義の関係につき、山元一「多

隠すもの）など様々な種類があるが、フランス等の西欧社会で

文化主義の挑戦を受ける〈フランスの共和主義〉
」内藤・阪口前

一般に問題になっているのは、ヘジャブである。

15 森千香子「フランスの『スカーフ禁止法』論争が提起する問い」
内藤・阪口前掲編書 168 頁以下参照。

16 樋口・内藤・阪口鼎談、阪口前掲編書 274 頁以下参照。
17 Loi n °2004-228 du 15 mars 2004 encadrant, en application du

掲編書 97 頁以下、中野裕二「多文化主義とフランス共和制」三
浦信孝編『来るべき〈民主主義〉
』藤原書房（2003 年）269 頁
以下参照。

29 阪口「リベラル・デモクラシーにとってのスカーフ問題」内藤・
阪口前掲編書 30 頁以下参照。

principe de laïcité, le port de signes ou de tenues manifestant

30 内藤・阪口前掲編 274 頁以下の鼎談における樋口陽一発言参照。

une appartenance religieuse dans les écoles, collèges et lycées

31 Décision n°99-410 DC du 15 mars 1999, cf . Déc. n°
91-290DC,

publics , JORF No65 du 17 mars 2004, p.5190. この法律は、教
育法典 141 条の 5-1 に「公立の小・中・高等学校では、生徒が
あからさまに宗教的態度を表明するような表象ないし服装の着
用が禁止される。内規は、懲戒手続の施行に先だって生徒との
対話が実施されることを定めるものとする。
」という条項を挿入
するもので、同法は 2004 年 9 月 1 日に施行された。

9 mai1991.
32 前注 26 のシラク演説 Discours prononcé par M.Jacques Chirac,
Déc.17, 2003, http://www.elysee.fr 参照。
33 三浦信孝『現代フランスを読む』大修館書店（2002 年）254 〜
255 頁参照。
34 この問題については、フランスでパリテをめぐって議論になっ

18 Loi constitutionnelle n°
2008-724, JO2008.7.24. p.11890.

た。詳細は、拙稿「政治参画とジェンダー」川人貞史・山元一

19 Dogru v. France, no.27058/05（sect.5）, Kervanci v. France,

編『政治参画とジェンダー』東北大学出版会（2007 年）16 頁、

, 4.12.2008.
no.31645/04（sect.5）
20 同判決ののち、2008 年 7 月 30 日、トルコ憲法裁判所は与党、公
正・発展党（AKP）に対する解散請求訴訟を却下したが、与党
のイスラム化政策については違憲判断をくだした。http://www.

O.Bui-Xyan, Le Droit public français entre Universalisme et
Différencialisme, 2004., pp.255 et s. 参照。
35 Remise du rapport de la commission Stasi sur la laïcité, http://
www.elysee.fr/

globalnews.net/article/contents/2008/07/post-5.html、http://

36 前注 26 のシラク演説参照。

www.el.tufs.ac.jp/prmeis/html/pc/News20081026_191520.html

37 当時の事情は森前掲論文 156 〜166 頁参照。

参照。

38 エリザベト・バダンテールは、1999 年の憲法改正によるパリ

21 ドミニク・ヴィダル、ル・モンド・ディプロマティーク編集部

テ導入に際しても、パリテ反対の立場から論陣をはった。その

（安部幸訳）
「イスラムのスカーフに対するヨーロッパ諸国の姿

リベラルなフェミニズム思想は、著書にも示される。Elisabeth

勢」2004-2（電子版）のほか、イタリアの女性政策上の多文

Badinter, Fausse route, 2003, エリザベット・バダンテール（夏

化 主 義 の 影 響 に ついて、Marilisa D'Amico,〈Perspectives on

目幸子訳）
『迷走フェミニズム―これでいいのか女と男』新曜社

Political Participation, Human Security and Gender Education:

（2006 年）参照。

The Italian Case（from the Equality Deficit to the challenges

39 このアピールは、レジス・ドゥブレらとともに発したもので

of Malticulturalism〉, Miyoko Tsujimura（ed.）, International
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2008 年アメリカ大統領選挙
における人種と性
久保

Ⅰ . はじめに―2004 年選挙まで
のパターン

文明

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

2008 年のアメリカ大統領選挙は、まず民主党内で

措置）
、あるいは貧困対策など、黒人の要求に対応し

の指名争いでヒラリー・クリントンとバラク・オバマ

たものであり、他方で共和党はそれに強く反対した。

が競い合ったことで、次いで本選挙においてオバマの

女性票の動向に関しては、おそらく共和党のイデオ

対立候補であった共和党のジョン・マケインが副大統

ロギー的変化が強く関係している。人種問題でも男

領候補にサラ・ペイリンを抜擢したことで、人種と性

女平等に関しても、20 世紀初頭以来、共和党が進歩

のファクターが強く意識されることになった。

的で平等主義的な改革の党であった。民主党は差別

アメリカの大統領選挙において、人種と性がつねに

主義的で保守的な南部を基盤としていた。男女平等

一定の役割を果たしてきたことは否定し得ない。たと

憲法修正案（ERA）を 1920 年代以来提案してきたの

えば、民主党の大統領候補は白人票だけではつねに劣

は、北部を基盤としていた共和党であった。ところが、

勢であり、接戦の末敗北した 2004 年のジョン・ケリ

1970 年代後半から共和党が顕著に保守化した。党内

ーの場合、
白人票では41%対58%で共和党のジョージ・

に、男女平等は聖書の教えに反すると解釈する宗教保

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

守派が浸透し始めたためである。1976 年の共和党政

で、著しく政党支持のパターンが異なる。これは何も

には反対を表明した。

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。

綱は ERA 賛成であったが、1980 年に沈黙し、1984 年
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

女性票の動向についても、1980 年以来「ジェンダー・

ー対ウェイド判決として知られる）が重要な契機であ

ギャップ」が観察される。民主党候補の女性得票率は

った。その判決によって女性は中絶を選択する権利を

全体での得票率より、
2%から7%程度高い。逆に言えば、

かなりの程度認められたが、その結果、それまで中絶

民主党は男性票に弱いということにもなる。1984 年

は多くの州で禁止であったため、中絶の件数が鰻のぼ

に民主党は女性副大統領候補を擁立したが、その際の

りに増えることになった。これに驚愕したのが宗教保

女性における民主党得票率は 44% であり、40% とい

守派であった。

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

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

になっていなくても観察される現象であった。こう

て 9-11 事件前の時期の大統領選挙（1992 年、1996 年、

したパターンは歴史的に形成され、またそれぞれの

2000 年）にもほぼ同じ水準で登場しており、外交問

政党の基本的政策によって生み出されてきた。黒人

題はそれほど大きな変数でない可能性が大きい。

は 1960 年代半ば、南部での差別的な制度を解消した
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以上、2004 年までの一般的な投票傾向を確認した。

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。

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

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

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、

領にふさわしい候補者がたまたま以下の属性をもって

その伸び率よりは低い。それに対して、オバマの黒人

いたら、あなたはその人に投票するかどうかを尋ね

における得票率は 95% まで跳ね上がった。また、オ

ている。黒人であれば 94% が投票すると答えている。

バマはヒスパニック票の 67% を獲得し、4 年前の 53%

以下、女性の場合 88%、モルモン教徒の場合 72%、3

を大きく上回った。

回結婚した人だと 67%、72 歳の候補者では 57% であ

共和党がペイリンを副大統領候補に指名したにもか

る。これは、明らかに特定の候補を想定してなされた

かわらず、ジェンダー・ギャップは通常の水準で存在

調査である。順にオバマ、クリントン、ミット・ロム

した。女性票は全体平均値より約 3% 多くオバマに投

ニー、ルーディ・ジュリアーニ、マケインが想定され

票していた。

ている。文字通りおもしろい結果であるが、ただ、こ

今回、とくに注目に値するのが、18 歳から 30 歳未

の調査はわれわれがあまりに人種や性という要素にば

満の有権者の投票動向である。彼らは 66% 対 32% の

かり関心を集中し過ぎることに対する一種の警告でも

圧倒的大差でオバマに投票している。初めて投票した

ある。
人にはさまざまな偏見がある。それは人種・民族・

有権者においても、オバマ対マケインは 69% 対 30%

性に限られるものではない。宗教や私生活、そして年

という大差がついた。ちなみに、60 歳以上の有権者

齢についてのものも、そこに含まれる。むしろ、この

では、51% 対 47% でマケインが勝っている。とくに

ような調査を見る限りでは、黒人や女性に対する「偏

前者について言えることは、若い世代においては、お

見」は相対的にかなり小さいともいえる。

そらく人種に関する偏見やこだわりが高齢者と比較し

さて、簡単に 2008 年の民主党内での大統領公認候

てかなり小さいということであろう。

補指名争いについて見てみよう。オバマが、黒人人口

どの選挙においても若者の方が、民主党支持の傾

比率 5% といわれるアイオワ州で勝利し、またウィス

向が強いが（たとえば 30 歳未満の有権者において、

コンシンなど、州によっては白人票でもクリントンを

2004 年では民主党対共和党は 54% 対 45% であった）、

上回った。アイオワ州では女性票においてもクリント

今回ほど顕著に差がつくことは珍しい。ここで見られ

ンに勝利している。その一方で、多くの南部州では圧

たような感覚をもったアメリカ人が今後さらに増えて

倒的な黒人票に支持されながらも、白人の支持を得る

いくと、人種についてさらにこだわりの少ない社会が

のは容易でなかった。同じ白人でも北部と南部では大

出来ていくのかも知れない。

きな違いがある。女性有権者の方が男性票を絶対数で

ここでは紙数の関係で詳細は省略するが、オバマの

上回る民主党内での指名争いで、クリントンは予想通

人種に関しては、実は選挙の結果を左右するそれほど

り、ほとんどの州で女性票においてオバマを上回り、

大きな要因ではなかったかもしれない、と推測でき

またブルーカラーやヒスパニックの票を獲得した。た

る。2008 年 10 月半ばの NBC ニュースとウォール・

だし、彼女は高学歴層で弱く、また黒人の多い州で苦

ストリート・ジャーナル紙による世論調査では、人種

戦した。

は投票を左右する要因では「まったくない」と答えた

2008 年 5 月末に発表されたピュー・リサーチセン

「重
有権者が 82%、「小さな要因」と答えた者 10%、

ターによる調査では、オバマの人種、クリントンの性

要な要因の一つ」が 5%、そして「もっとも重要な要

が、それぞれの選挙戦にプラスであるかマイナスであ

因」が 3% であった。ただし、最後の 2 つの回答者に

るかを聞いているが、かなりの程度、相殺されている。

対してさらに、その結果オバマに投票する可能性がど

民主党支持者の方が、両方のファクターについてマイ

のように左右されるか尋ねてみると、
「投票する可能

ナスと見る傾向が強い。また黒人の方が人種も性もプ

性が高くなる」は 2%、「低くなる」は 4%、「ほとん

ラスとみる強い傾向を持つ（23 頁の表参照）。

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

とを誓い、彼を当選されることそれ自体がアメリカを

能性のない共和党系であれば、なおさらである。

変えることだ、歴史を作ることだと多くの有権者に感

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、

じさせた。とくに夢を見たい人がオバマを熱心に支持

同様に、偏見のある有権者の反オバマ票は、オバマが

が苦しく、それこそ三度の食事の心配をせざるを得な

黒人であるがゆえに逆に強く支持する有権者によって、

い人々は、クリントンを支持した。

かなりの程度相殺される可能性を示唆していた。

した。それに対して、ブルーカラー層のように、生活

クリントンが民主党内の指名争いでオバマに敗北し

今回、管見の限りでは、投票日直後の 11 月 6 日に

たのは、緒戦における油断、とくに党員集会について

ニューヨーク・タイムズ紙に掲載された地図が、人種

の理解の弱さ、圧倒的な強さを徹底的に誇示する「必

に関してはもっとも刺激的であった。2004 年と 2008

然性戦略」などが原因であったように思われる。女性

年の民主党・共和党大統領候補の得票を、カウンティ

であったことによるハンディは存在したが、それほど

ごとにその増減率で、色の濃さで示してある。たとえ

大きなものではなかったであろう。いずれにせよ、オ

ば今回 20% 以上民主党の得票数が増えたカウンティ

バマがこれほど多くの人を鼓舞し、感動させることを

は濃い青で塗られ、逆に共和党が 20% 以上得票を増

予想するのは困難であった。後知恵として振り返ると、

やしたカウンティは濃い赤で示されている。5% ごと

彼女もオバマに対抗して、経験と能力を強調する現職

に色は濃くなる。

大統領のような選挙戦でなく、女性に対する差別と偏

今回、民主党は前回より 5% 得票率を増やしたので

見が根強い時期から苦労して働き、妻として夫を支え、

あるから、当然ながら全体としては青色が多い。全国

母として娘を育て、同時に働く女性の先陣を切って戦

的には圧倒的に青である。とくに、インディアナ州の

ってきた経歴をより前面に出し、より社会運動的な選

農村部のように、保守的で、これまで共和党の牙城で

挙戦を組み立てていれば、もう少し多くの感動を与え、

あった地域において、濃い青が登場している。

多くの人を鼓舞する候補者となっていたかもしれない。

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
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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。

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（％）
プラス
合

計

マイナス

どちらで
もない

クリントンが女性であることは
彼女にとって（％）
プラス

マイナス

どちらで
もない

回答数

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

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

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

大

所

学

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

2008 年アメリカ大統領選挙
における人種と性
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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
安藤

̶山形県戸沢村を事例として̶

純子

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

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

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―
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
―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

性同一性障害者特例法をめぐる現代的状況
竹田

―政治学の視点から―

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
中根

一貴

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
―水環境汚染防止法制度を中心に―
バインジリガラ

Aﬃrmative Action と能力主義
茂木

洋平

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

のかがますます重要な課題となっている。

Ⅰ . はじめに

「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

日本における 2007 年末現在の外国人登録者数は

3
の具体的な提
的とした「多文化共生推進プログラム」

2,152,973 人で、前年比 3.3％増、日本の総人口の 1.69

言を発信したことから、これまで以上にクローズアッ

2

％を占め、過去最高となった 。中でも、中長期に生

プされるようになった。これは、在住外国人が 1997

活を送る者が増加している。日本では、少子高齢化に

年から 2007 年の 10 年間に 670,260 人、45.2 ％も増加

伴う労働力不足から外国人労働者の受け入れが検討・

した 4 ことが背景にあるが、在住外国人の在留資格の

推進されており、今後、中長期に生活を送る外国人が

構成は地域によって異なっている。

増えるものと予想される。これまでも言葉や習慣の違

都市部では、集住都市における単純労働者の占める

いから様々なトラブルが発生したり、不法滞在や外国

割合が高い。一方、農村が多い東北地方においては、

人犯罪などの問題や外国人に対する人権問題など多く

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、

の課題が存在しており、外国人と如何に共生していく

〈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

600000

650000

700000

件

750000

800000

2000

761875

36263

2001

760272

39727

2002

721452

2003
2004
2005
2006
2007

35879

704152
680906
672784
686270
679550

36039
39511
41481
44701
40272

年
日本人同士の婚姻数

出典：厚生労働省『平成 19 年人口動態統計』より筆者作成
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国際結婚数

山形県最上地区で行政が主導して外国人配偶者（女性）

原野が占め、村の中央を日本三大急流の一つで「舟下

の受け入れを推進し、全国的にも注目を集めたという

り」で有名な最上川が東西に流れている。1950 年に 3

興味深い事例が存在する。この例のように、東北地方

村（古口村、戸沢村、角川村）が合併して戸沢村とな

における在住外国人は「外国人配偶者」の占める割合

り、2005 年で 50 周年を迎えた。1965 年（昭和 40 年）

が高く、彼／彼女らと如何に共生していくのかという

までは 1 万人を超えていた人口（10,045 人）は年々減

点に大きな特徴がある。

少し、2009 年 1 月末現在の人口は 5,820 人（男 2,783 人、

日本の国際結婚数は、2007 年末で 40,272 件、全婚

女 3,037 人、表 1）、世帯数は 1,664 と過疎化が進行し

5

姻数（719,822 件）の 5.5 ％を占め 、前年よりは減っ

ている。その一方で、世帯数に大幅な減少は見られず

たものの、外国人登録者数が総人口に占める割合と比

逆に増加している年もあることから、少人数世帯の増

較しても高いといえる。日本人同士の婚姻数が減少傾

加、核家族化が進んでいることが見て取れる。

向にある中で、
農村だけではなく都市部においても嫁・

村の主な産業は、稲作を中心とした農業、
「最上川

婿不足が進むと同時に、グローバル化に伴う人の移動

舟下り」と村内に 3 ヵ所ある温泉をメインとした観光

によって、今後、国際結婚は増加していくものと考え

業である。特産品には、詳細については後述するが、

られる。

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」

上述した最上地区の自治体の一つである戸沢村は

がある。

「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

近年、里の自然や知恵を再発見し、またそれを子供

共生に向けた取り組みがいち早く行われ、他の地方か

たちに伝えることを目的とする、そしてそれらを活か

ら注目されてきた。外国人配偶者に関しては、戸沢村

した活動である「里の自然学校」の取り組みが「地域

でも行政主導による国際結婚が進められたことはよく

おこし」の一つとして大きな注目を集めている 7。また、

知られているほか、
「外国人配偶者受け入れ・定住の

「国民健康保険発祥の地」としても知られており、国

チュンチョンプクド

成功例」とも言われている。また、韓国・忠 清北道

保の精神ともいえる「共助」の考え方は、現在、村の

堤川市松鶴面との農村青年の交流、女性同士の交流、

教育方針「共に学び、共に育つ＝共育」と、村の基本

児童の相互訪問、1997 年に建てられた「高麗館」のほか、

理念「共生＝人が人を互いに育て合い、人と自然が互

韓国から嫁いだ女性たちが村内の日本人女性にキムチ

いに育て合う、思いやりや慈しみに富む優しい村をつ

や冷麺の作り方を教え、これらが村の特産品となるな

くろう」に生かされている。

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、

Ⅲ . 戸沢村の国際結婚推進策

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

1. 背景

る上で、とりわけ農村の多い「東北型多文化共生」を

日本では 1950 年代から 70 年代前半にかけて高度経

模索する上で、非常に大きな示唆を与えるものと思わ

済成長期を迎えたが、それと同時に特に農村において

れる。

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

Ⅱ . 戸沢村の概況

6

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

山形県最上郡戸沢村は、山形県の北部・最上地方に

足」という表現で地域の「結婚難」が始まったのが

位置し、新庄市と隣接している。面積の 83 ％を山林

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
人

口

世帯数

1965
10,045
1,821

1970
8,876
1,750

1975
8,131
1,708

1980
7,815
1,671

1985
7,495
1,676

1990
7,358
1,699

1995
6,990
1,678

2000
6,688
1,694

2005
6,202
1,667

2009
5,820
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

現在でも当てはまる部分が多い。他には、女性の高学

ているという 8。梅谷は、農村の嫁不足の理由として、

歴化と社会進出が進んだことも、理由の一つとして挙

長時間の重労働、低収入、男尊女卑の風潮、プライバ

げられるようになっている。

シーの欠如、古い慣習、娯楽のなさなどを挙げている。

筆者は 2009 年 1 月末、宮城県内の 3 つの大学に通う

その一方で、女性に限らず、若い男性や親たちも農家

女性研究員と学生を対象に、農業や農村、農業に従事

や農村を「嫌っている」と述べている 9。

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

「農村女性」に関する全国的
農林水産省は、1998 年、
な調査を行い、報告書を発表した。その中で、農村に

の結果をまとめたものである。

おける嫁不足の一因として「農村が若い女性に敬遠さ

「農業に対するイメージ」（グラフ 1）は梅谷の指摘

れる」ことと「
（農村）青年自身の消極的性等の個人的

と全く同じであるが、
「農村に対するイメージ」（グラ

10

「農村が若い女性に敬遠され
な要因」を挙げている 。

（グ
フ 2）と「農業に従事する青年に対するイメージ」

る」理由としては、1．因習、慣習が煩わしい、2．近所

ラフ 3）は肯定的な意見が多数を占めており、農水省

の目が煩わしい、3．文化・娯楽・教養のための施設

の調査とは異なる結果となっている。特に「農村に対

が乏しい、4．農業に魅力がない、5．農業以外の就

するイメージ」では、
「人間関係が密でよい」との回

業機会がない、6．女性個人の自由になるお金がない、

答が、農村が敬遠される理由としてしばしば指摘され

といったことが挙げられている。
「青年自身の消極的

る「人間関係が煩わしい」よりも多くなっている点が

性等」については、ヒアリング調査の結果で「交流会

注目される。また、「農家に嫁ぐ女性が少ない理由は

でのセンス（会話、容姿、服装等）に欠け、女性に嫌

何か」
（グラフ 4）との質問には「農業・農村に魅力

われるケースがある」（「長野県小諸市における農村男

がない」が 5 割近くを占めており、農村に対して肯定

）、
「や
性の配偶者調査について 平成 10 年 9 月 16 日」

的なイメージを持っている人が多いことを考えると、

さしすぎる。何かプラスアルファが欲しい、例えば自

農村よりはどちらかといえば農業に対して否定的なイ

分の意見をきちっと持っているとか、農家に嫁ぐのは

メージをもっていると捉えることができる。都市部出

いやといわれてもきちっと反論して説得できるくらい

身者と農村部出身者とでは、農業・農村観に違いがあ

であってほしい」
（
「農村女性等に対するヒアリング結

ると考えられ、この結果が全ての女性の意識を表して

「男性本人
果」鹿児島県山川町 平成 10 年 9 月 10 日）、

いるとはいえないが、一つの参考にはなるだろう。

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

高度経済成長期以後、過疎化、後継者不足、嫁不足

）のような声が聞かれて
地調査 平成 10 年 9 月 29 日」

が更に進み、70 〜80 年代には深刻な問題として受け

いる。

止められるようになった。嫁不足は、戸沢村を含む最

梅谷の指摘は、1998 年の調査結果、また 2009 年の

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）
＞

70

％

60
50
40
30
20
10
未記入

高収入

その他

関心がない

おもしろそう

家族で働ける

がある
やりがい

楽しみがある
自分で育てる

収入が不安定

重労働

0

その他：大変、田舎で不便、汚れる、カエルが出るから嫌、自給自足、大切だと思う、
自分が作った物が食べられるから安心、三食昼寝付き
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グラフ 2 ＜農村に対するイメージ（複数回答）
＞

45

％

40
35
30
25
20
15
10
5
未記入

その他

刺激が少ない

煩わしい
人間関係が

素朴

残っている
古い慣習が

密でよい
人間関係が

交通が不便

食べ物がおいしい

自然が豊か

過疎化 高･齢化

のんびり穏やか

0

その他：虫がいつもそばにいる、全て当てはまると思う

グラフ 3 ＜「農業に従事する青年」に対するイメージ＞

60

％

50
40
30
20
10
未回答

カッコ悪い

古くさい

その他

なさそう
結婚でき

かっこいい

まじめ

大事にする
家族を

純朴

働き者

0

その他：責任感、使命感の強い人、立派、根性がある人、伝統を重んじる偉い人、頼りになりそう、
貴重な人材、目標を持ってそれに向かっていそう、物知りそう、珍しい、田舎の人、
人間関係が下手そう、収入が不安定、軽トラ

グラフ 4 ＜農家に嫁ぐ女性が少ない理由は何だと思うか＞

50

％

40
30
20
10
未回答

思わない
少ないと

魅力がない
農家の男性に

その他

あこがれから
都会への

や社会進出
高学歴化
女性の

魅力がない
農業農村に

0

その他：相手の親と暮らさなければならない、家事育児もしなければならないし後継ぎのこともあって
精神的につらい、家事も農業も任せられて男性より自由がない、家族の結びつきが一般家庭
より強すぎて煩わしい、食の重要性を知らない人が多いから、農家の厳しさを知っているので
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町、大蔵村、鮭川村、戸沢村）でも例外ではなく、過

進めるに至った 15。戸沢村が同様に国際結婚を村の政

疎化とともに、農業を継ぐ者（男性）がいても「嫁」

策として進めたのは 1989 年のことである。

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、

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

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

いたが、行政が他町村同様に推進することはなかった。

な増加がみられる点である。全国的に女性の初婚平均

めである。

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。

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
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

「嫁不足」解消のため、最上地区に限らず、農村地

する形で、都会から女性陣を募集して村の後継者らと

帯を抱える自治体では結婚支援事業を行うところも現

「最上川舟下りツアー」のイベントを計画したり、農

れた 13。結婚相談所の設置、結婚相談員の委嘱、いわ

業委員会には農業後継者とそれに付随する嫁対策を担

ゆる「お見合いパーティー」
、奨励金や報奨金の支給

当する部署もあった。しかし、イベントは成果なく終

などである。これらの取り組みは一定の成果をあげた

わったほか、当時、農業委員会に籍を置き、後に国際

ところもあれば、当事者たちが世間体を気にし、露骨

結婚を推進する担当者となった寺内恵一氏によれば、

な「嫁さがし」を敬遠するなどの理由から、結婚相談

農業委員会は本務に時間を割かれて嫁対策には「ノー

所への相談が一件もなかったところもあるという。

タッチだった」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

1987 年と 1988 年には、同年度の産業振興課の重要

村で「嫁不足」が村の広報誌で初めて指摘されたのは

事業を「農村後継者対策事業」とした。その事業の一

1981 年であり、それは、人口減少の原因として「本

つとして、1987 年には結婚相談所を開設、花嫁（婿）

村の基幹産業である農業が零細規模で生産性が低く、

台帳の作成、結婚相談員の設置、結婚斡旋及び仲介等

農業後継者の農業離れ（農家への嫁・婿不足等を含む）

の事業を実施することにした。相談所は週に 3 日程度

が続いている」というものである。その後も 1983 年

開設し、相談員が相談に乗るという形をとった。結婚

には山形新聞、山形放送主催による「ヤングフォーラ

がまとまった場合、相談員には謝礼金を、本人には記

ム 44」の討論会で農家の嫁不足が問題として取り上

念品が贈られることになっていたが、結果として誰一

げられたり、1984 年には議会の一般質問において若

人相談には訪れずに失敗に終わるなど、対策は効果が

者の結婚問題が提起されたりした。さらに、1985 年、

上がらなかった。

県知事と若者との懇談の場でも「嫁・婿不足」が話題

1988 年 6 月、村長選挙が行われ「農村後継者育成

に上っていた。また、子供たちにも同様の認識があっ

対策の充実、国際結婚の実施」を公約に掲げた前議長

たようで、
1991 年 10 月と 1992 年 9 月の広報『とざわ』

の田中昭氏が現職を破って当選した。田中氏の当選に

には小学生が書いた「嫁不足」の作文が掲載されている。

より、戸沢村でも国際結婚が進められることになった。

てらす

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

3. 「国際結婚政策」の実施

かけに、最上地区でも 1986 年に大蔵村、1987 年に真

田中村長は、89 年 1 月、寺内氏を呼び、同年春から

室川町、1988 年に鮭川村が、行政主導で国際結婚を

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

男
女

1985
1990
1995
2000
2005
100（2,067 人） 100（2,303 人） 100（2,695 人） 100（2,688 人） 100（2,699 人）
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
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男性の数を 100 とした場合の割合

異動の内示」を出した。田中村長の「改革」は、これ

一方、フィリピンへは他の担当者と希望者男性 2 名

までの農業委員会ではなく、企画調整課に地域振興係

が訪比、前出のマニラ在住の日本人の協力により、韓

を設け、特産品開発、国際交流、友好町村との物産交

国とは異なる集団お見合いが行われた。結局、2 組の

流の他、国際結婚対策の係を置き、全体の予算として

話がまとまり、12 月に来日して、2 組のカップルが誕

約 400 万円を充てるというものだった。

生した。なお、結婚にかかる費用は、旅費でフィリピ

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

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

は、中国から配偶者を迎えることは考えていなかった。

始め、また既に結婚した人からや親戚・知人の紹介な

理由は、単純にルートがなかったためである。フィリ

どによって、韓国 7 名、フィリピン 2 名との婚姻が成

ピンでは、すでに国際結婚を進めていた近隣町村でも

立し、単年度で 14 組もの国際結婚カップルが誕生した。

仲介役を務めていた在マニラの日本人と会い、協力を

当時、戸沢村にも数件の斡旋業者が事業を展開してい

要請した。この訪問時、何の話もないまま町議会に呼

たが、2008 年現在は 1 社も存在していない。戸沢村

ばれて連れて行かれると、すでに姉妹都市提携の準備

が行政主導で国際結婚を進めたのは 89 年のみで、女

がなされていたという「おまけ」も付いていた。

性が来日して手続きを済ませるまでを含めても 89 〜

一方、韓国については、田中村長が鶴岡市に住む知

90 年の 2 年間だけである。これは、国際結婚への道を

人の在日韓国人男性に協力を依頼、寺内氏は彼ととも

開いたことと、外国人配偶者への対策が次の大きな仕

に訪韓した。そして、在日韓国人男性が、知人である

事として持ち上がったためである。

不動産屋に行って仲介を頼んだが断られてしまう。し

2008 年末現在、戸沢村には、韓国 10 名、フィリピ

かし、韓国滞在中に「世話をしてもいい」という女性

ン 10 名、中国 18 名の計 38 名の外国人配偶者がいる。

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

Ⅳ . 外国人配偶者定住対策

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。

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

婿不足」
も問題として認識されていた。しかし「婿探し」

18 人だったが、わずか 1 年後には 55 人に増加した（内
。89 年までに最
訳は、フィリピン 31 名、韓国 24 名）

は結局行われなかった。それは、世間が狭くてまだま

上地区の半数が行政主導の国際結婚を進めたことから、

だ封建的な考えが残る村では、女性が「男性（婿）が

同年、最上広域市町村圏事務組合事業の一環として、

欲しい」とは言えるような風潮ではなく、行政も動く

外国人配偶者へのケアや共生への取り組みなど、地域

ことができなかったためである。
「婿不足」について

一丸となって国際交流事業を展開するために国際交流

は全国的にもほとんど調査研究がなされておらず、実

センターが設立された。センターの仕事は、まず各市

態は不明となっている。

町村の後継者対策担当者とのネットワークを構築して

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

情報交換を行うことから始まった。その後、統計資料

による通訳を介してのお見合いが行われた。相互に好

ジウムの開催、市町村だけでなく県の国際課や国際交

感触を抱いたこともあり、村のビデオを自宅で見てく

流協会、地方事務所、保健所などとの協力・共同関係

れるように言って渡して再会を約束した。しかし、
結局、

の構築、自治体首長に現状認識を深めてもらうための

この時の女性とのお見合いは失敗に終わった。女性が

上申活動、関係職員を対象にした研修会など、様々な

ビデオを見ていたところ、家族に理由を聞かれ、お見

事業を展開していった。

実は、戸沢村では、嫁不足だけでなく「跡取り娘の

の作成、日本語講師養成講座の開講、国際交流シンポ

合いの話をしたら猛反対されたというのがその理由だ

配偶者たちが実際に生活し始めると、生活上の様々

った。その後、別の女性を紹介され、こちらは話がま

な問題が表面化するようになっていく。そのような中、

とまり来日を約束して帰国した。1 か月後、女性が来

配偶者たちが抱える問題と関わる有識者たちから提言

村して婚姻届を提出、1 組のカップルが誕生した。そ

が出されるようになった。例えば、新庄コンピュータ

の後、11 月までの間に 2 名を迎え、合計 3 組の婚姻が

ー専門学校で留学生に日本語指導を行っていた柴田義

成立した。

助氏からは「外国から結婚のため最上地方に定住する

農村部における外国人配偶者と地域社会
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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

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

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

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

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

これら理念に基づき、教室の運営について、以下の

言 18 が寄せられた。この提言を基にして、国際交流セ

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

ンターでの日本語講師養成講座が開講した。

本語教育を行う

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

2.
3.
4.
5.

受講生の母国語や文化を奪わない
本国からの情報を遮断せず、積極的に提供する
母国語を介して日本語教育を行う
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

は、いつか大きな事故、事件が起こることは必至であ

教室は、フィリピン教室、韓国教室の 2 つが開講さ

ろう」として、上記のような込み入った問題をカウン

れ、週に 1 回 2 時間行われた。講師は、フィリピン教

セリングによって解決・軽減をめざす「国際結婚相談

室では村内で英語塾を開講していた女性が、韓国教室

室（仮称）」設置を提言した。寺内氏は「桑山医師に

では前出の柴田氏が担当した。また、運転免許を持た

よる提言のキーワードは『こころ』と『異文化との交

ない配偶者たちが通学しやすいようにと、企業の雇用

流』だった」と述懐している。

主に送迎の協力を依頼するなどの体制を整えた。この

寄せられた様々な提言を基に、新庄保健所が母国語

教室は、日本語の学習のみならず、配偶者にとって息

で「外国人無料保健相談」を、医師を配置して実施し

抜きと情報交換の場にもなったほか、様々な問題に対

たり、
医療通訳者の育成と登録、三者電話システム（医

してアドバイスが与えられるなど、問題解決の場にも

師、患者、通訳の同時通話）などが作られるなどした。

なっていった。異国での生活に早く適応するためには、

他には、日本語と 3 カ国語対比の生活便利帳の作成、
19

まず言葉の習得が第一となるが、配偶者本人に学ぶ意

個人による宗教的サポート 、最上産業まつりにおい

欲があっても家族の反対で教室に通えないケースも存

て各国の文化紹介のコーナーを設けるなど、配偶者た

在した。例えば、姑が「嫁が外に出ることによって余

ちの地域参加の機会を設けるとともに地域住民への異

計なことを覚えてしまう。情報は少ない方がいい」と

文化紹介を提供したりした。

して、日本語教室に参加させようとしなかったなどの

最上地区による 様 々 な 対 策 は 高 い 評 価 を 受 け、

ケースである。この時には、行政側も配偶者を何とか

1994 年度には「地域づくり表彰」で「国土庁長官賞」

参加させようと、同国出身者に誘いを依頼したりした

を受賞している。

という。
村では、配偶者に日本語を教えるだけでなく、日

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

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。

講のきっかけは、日本青年館主催の第 3 回結婚問題ス

この韓国語教室開講は、詳細は後述するが、当時、堤

ペシャリスト講座が開かれた際、その分科会で「日本

川市松鶴面との相互交流が行われており、相互理解増

に嫁いだ外国人配偶者に生きる権利としての情報を提

進の一環として開かれたものであった。相互理解増進

供すべきである」という笹川孝一法政大学教授の助言

には一定の役割を果たしたが、一方で、配偶者の家族

だったという。寺内氏はこの助言をヒントにして、英

からは、10 回だけでは文字をやっと覚えたところで

字新聞と韓国の新聞の購入、長期継続の日本語教室の

終わってしまい、韓国の家族と意思疎通を行うために

開講を考え付いた。

も講座の継続を願う声が聞かれた。住民と行政の求め

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
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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

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。

（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

戸沢村の日本語教室への取り組みは、最上地区全体

るため、実際に生活が始まって初めて知るケースも少

へと広がった。93 年、寺内氏は役場から最上広域市

なくない。身分や国籍、離婚、財産相続、養育などの

町村圏事務組合へ出向となったが、そこで最初に手掛

事項には、日本だけでなく出身国の法律とも合わせて

けたのが日本語教室開講の啓蒙であった。当時、最上

解決しなければならない事例がある。そこで、
「戸沢

地区の日本語教室は、戸沢村以外では大蔵村にある 2

村国際家族の法律研修会」を開催した。これには夫や

カ所のみで、小学校の校長と医師による個人的なボラ

舅・姑の参加も得た。他には「生活ガイド」を作るな

ンティアによるものだった。それが戸沢村の取り組み

どして情報を提供した。

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。

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

戸沢村を含め、最上地区では現在も自治体、民間、

助言と指導を受け、永住資格取得を進めている。その

ボランティア含めて 14 の日本語教室が開講され、全

他、ビザ・パスポートの更新や在留資格の変更手続き

市町村に教室がある。日本語講師は、国際交流センタ

などの際、入国管理局への同行を行っている。配偶者

ーが開催する年間 16 回の「日本語講師養成講座」に

が村に来て間もなくの頃は、役場の担当者が同行して

参加して、資質の向上と地域の日本語教室ネットワー

いるにもかかわらず、入国管理局が「偽装結婚」を疑

クの形成を行うなど積極的に活動しており、最上地区

って手続きにも時間が相当かかったが、何度か訪れる

は日本語教室の分野において他地域よりも恵まれた環

うちに信頼関係がうまれ、手続きもスムーズに進むよ
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境にあるといえる 。
（2）医療分野

うになったという。
（4）教育分野

生活が始まると、言葉の壁に加え、生活習慣の違い

配偶者たちの定住化対策がある程度整備されてくる

などからくるストレスや病気といった健康問題、診察

と、次は子供たちに対する対応が求められるようにな

の際の通訳、妊娠・出産の過程での妊産婦や育児指導

った。村が国際結婚を進めてから 4 年後の 93 年には、

など、医療に関わる問題が浮上してくるようになった。

子供の数は 17 名、その 2 年後の 95 年には 21 名＋出産

加えて、本人だけでなく、指導診察を行う側の保健婦、

予定が 3 名となっており 23、保育園や幼稚園、学校に

医師からも通訳の問題を中心に要望が出された。これ

通う子供たちの数が急激に増えることが予想された。

らの問題に対処するため、公費負担での医療通訳の配

母親である配偶者たちの最も大きな心配は「子供が

置、英語版の問診票の作成などを行った。また、当時

いじめに遭わないか」というものであった。また、最

は
「中央」
に母子手帳の母国語版がなく、
「現場の要請」

上地区で行われた「最上地域の国際化シンポジウム」

を受けて発行した。その他、保健婦と共同で、通訳を

の外国人女性による意見発表でも、
「子供がいじめら

つけて特別に夫婦で母親教室を実施するなどした。

れるのが心配」といった声が聞かれていた 24。

医療通訳については、最上地区外からの通訳を配置

戸沢村では、保育所や小学校の見学会を開催したり、

している。これはプライバシーの保護の観点と、内容

園長・学校長との懇談や保母による意見交換会を開催

によっては同胞や国の「恥」と考えて誤った通訳をし

したりした。そこでは、母国と、また舅・姑との子育

た事例があったための措置である。現在でも年間 3 〜

てに対する考えの相違や、純粋に日本人として育てた

4 件の利用がある。また、居住年数が長く日本語に不

い舅・姑と、自国の言葉・文化も学ばせたい配偶者と

自由しなくなった配偶者が「後から来た女性たちのた

の葛藤といった悩みとともに、保育士の側からも「連

めに」また「地域のために役立ちたい」として、自ら

絡事項が理解されていないようだ」などといった双方

医療通訳者に登録する人も出てくるようになった。一

の悩みが明らかとなった。

方で、緊急時に通訳が確保できず、配偶者が陣痛で苦

受け入れる側の保育園や学校では、特別扱いはしな

しんでいる際に、保健婦と筆談でやり取りせざるを得

いものの、逆に「異文化」を積極的に引き出す取り組

なかったというケースも存在する。

みをしているところもある。例えば、保育園で母親に

医療通訳の確保は全国的な課題とされており、今後、

来てもらい、英語で歌を歌ってもらったり、小学校の

最も対策を講じていかなければならない分野である 22。

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

ある。前述した医療通訳といった地域と外国人との仲

作成 25 したりした。また、役場では外務省から各国の

介役を務めるケースや、イベントで料理を提供したり、

教科書を取り寄せ、日本語教室の先生に紹介してもら

「妻の会」を結成してダンスやコーラスを発表、韓国

うように頼んだり、
「社会の副読本に『戸沢村には外

の民話を出版 26 するなど、広く地域に自国の文化を伝

国から人がきている』ということが入れば、先生たち

えるといったケースもある。また、英語を指導したり、

が子供たちに教えることができる」との考えから、中

村の施設にテナントとして韓国料理を提供する「日韓

学や高校の教科書に戸沢村と群馬県高崎市の事例が掲

ひろば」という店をオープンし、料理という文化の発

載されるなどした。

信だけではなく、地域内外から来る人々の憩いの場を

このような取り組みが行われながらも、例えば「普

提供してもいる人々もいる。このような外国人配偶者

段は一緒に遊んでいる子供を誕生会に招待したら誰も

本人たちによる「自発的な社会参加」は、自身の存在

来てくれなかった」といったケース、
「学校で『外国

意識を高めるとともに「
（それまで誰が誰かはっきり

人だろう』という差別を経験しており、子供が成人し

分からなかった）村の人がよく分かるようになった」

て就職する際にも同様の差別があるのではないか」と

という言葉に代表されるように、地域を理解し溶け込

いった母親からの心配は引き続き存在する。親も子も

むという、
もう一つの効果をもたらしたといえるだろう。

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、

Ⅴ . 戸沢村と韓国の交流

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。

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

（5）社会参加・地域参加

ば、その後、田中村長から呼び出され「やり方が生ぬ

生活が落ち着いていくにしたがって、配偶者たちと

るくないか？キムチを村の特産品として売り出す考え

地域との関わりも増えてくるようになる。逆にいえば、

を持ち合わせていないのか？」と言われ、この村長の

地域との関わりが深まっていくことが、早期に生活へ

一声から「戸沢流キムチ」が生まれることになった。

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

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

の提供だった。配偶者たちが村に来た当初、村にあっ

まった。91 年に行われた「産業まつり」でも、出品

た計算機を作る工場の社長からの快諾を得て、村の空

されたキムチが「農業振興会会長賞」を受賞した。こ

き施設を使い、3 人が軽作業を行うことになった。こ

の頃からキムチ作りが本格化していき、翌 92 年には

の作業は「割に合わない仕事」ということで続かなか

商工会婦人部メンバーを中心に 9 名が、4 泊 5 日の日

ったが、配偶者たちはこれをきっかけに自ら外へと飛

程で、交流を続けてきた松鶴面を訪問、キムチの漬け

び出して行くようになった。

込みや唐辛子の栽培・加工を視察した。この年「アジ

また、韓国人配偶者に、キムチ作りの指導と「韓国

ュンマ（おばさん）の会」が設立され、女性たちによ

料理を食べる会」開催の際の料理作りを依頼して実行

る交流が深まっていく。その後も、視察の他、松鶴面

した。これがきっかけとなって、村では韓国料理の話

から韓国の女性たちが来村して交流を図るなどした。

とキムチが広まることになった。このキムチ作り指導

このような交流の積み重ねの結果、94 年には商工会

のお礼の意味を込め、商工会が主催して商工会婦人部

の「村おこし事業」で、
女性たちが作ったキムチが「戸

と配偶者によるおせち料理講習会が開かれた。その

沢流キムチ」と命名され、様々な商品の開発、パンフ

他、
「四カ国親善グラウンドゴルフ大会」、「生け花教

レットの作成など市場への販売体制が整った。95 年

室」といった文化活動や村の広報誌に各国の民話、料

には当年度地域活性化事業の重要事業として、キムチ

理、歌などを紹介する機会を設けるなど、配偶者たち

を特産品と位置付けて通年販売へ向けた研究を行うこ

の社会参加・地域参加を後押しした。

とが決定した。そして、同年 9 月に開催された「東北

ここで指摘しなければならないのは、行政が配偶

村おこし展」では「東北通産局長賞」を受賞するなど、

者たちに「提供」するだけではなく、配偶者たちが自

様々なイベントを通して「戸沢流キムチ」は村外でも

らの意思と行動で地域に溶け込んでいったという点で

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、

きないのか」との「意見」が出されたという。

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

3. 松鶴面との草の根交流

人配偶者が指導したものではあったが、特産品として

戸沢村は「戸沢流キムチ」や高麗館など、韓国との

製造・販売を行っているのは村内の日本人女性たちで

つながりが深く、一般的にこれらは韓国人女性が嫁い

あるという点である。女性たちは、キムチという「異

できたことによるものとの認識がなされている。しか

文化」を受け入れ、それを村の産業へと結びつけてい

し、村と韓国との「草の根国際交流」は、女性たちが

った。また、このことはキムチが「コミュニティ形成

嫁いで来る前、国際結婚が進められる前からすでに行

の装置」となったという分析もなされている。つまり、

われていた。

韓国人配偶者にとっては、キムチ作りへの役割期待に

村の青年たちで構成する「農業青年会議所」のメン

応えることによって村への所属意識を高め、コミュニ

バーは、
「国際青年年」であった 1985 年、「国際交流

ティ形成に寄与する結果につながっている。一方で日

をやろう」と企画をたて、翌 86 年 2 月、栃木県にあり、

本人女性にとっては、キムチ作りに関わることで人と

アジア・アフリカの農村指導者を養成する「アジア農

の出会い、夢を持つようになり、夫への「おんぶに

村指導者養成学院」から 4 人の「留学生」を迎え入れた。

だっこ」から飛び出て自己の存在証明となっている 27、

この企画は、留学生たちだけでなく村民からも評価さ

というものである。分析中にも指摘されているが、お

れ、翌年からは行政の事業として行われることになり、

そらく当事者たちにはそのような意識はなかっただろ

その後 20 年以上にわたって交流が続けられている。

う。しかし、インタビューの中で矢口氏も「（配偶者

90 年春、アジア学院から「松鶴面の牧師が『日本

たちに自身の）必要性を感じさせることが重要」と述

で農業研修をしたい』と言っており、村で受け入れて

べたように、
「戸沢流キムチ」の例は、外国人の定住・

くれないか」との依頼が寄せられた。松鶴面は、韓国

共生を考える上での一つの示唆を与えているというこ

のほぼ中央、忠清北道に位置し、戸沢村と似た農山村

とができよう。

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

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」
、

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。

物産館、食文化館、民族文化館、韓国式庭園、最上川

同じ 90 年には「戸沢村国際交流塾」（後に「戸沢村

資料館などがある。2008 年 4 月からは、指定管理者

国際交流協会」と改称）が設立され、松鶴面からの受

が最上峡芭蕉ライン観光株式会社に代わり、同社が運

け入れは国際交流塾が行うことになった。その後、松

営主体となっている。

鶴面の一行 13 名が来村し、野菜やキノコの栽培視察

高麗館は、1989 年に始まった村の開発基本計画「モ

などの農業研修の他、小学校への訪問を行い、宿泊は

モカミアルカディア構想」28 の初の事業として、96 年

ホームステイであった。最終日のお別れ会の席上、随

に建設が計画され、総事業費は 11 億 5 千万円にも及

行員の一人で教会の長老が「かつて日本の植民地を経

ぶ大規模事業であった。97 年 9 月のオープンイベント

験したことから来る前は乗り気ではなかったものの、

では、駐日韓国大使、仙台総領事はじめ、中央民団団

戸沢村の温かい触れ合いで日本の良さを知った」との

長、堤川市長など多くの来賓が参列、松鶴面の女性た

感想を述べた。これに対し、田中村長が「歓迎会では

ちで構成された民族舞踊団による踊り、モモカミ農楽

触れなかったが、日本の国民として詫びたい」
、
「日韓

祭、コリア音楽祭、チェギチャギ世界選手権、第 2 回

両国のわだかまりを埋めるものになるのであれば、交

全国コリアタウンサミット 29 などが行われた。その後

流を積極的に支援したい」と応えた。これを契機に交

も、農学祭や秋祭りなど、多くのイベントが行われ、

流が「堰を切ったように」進展していった。後に、農

また観光スポット、国際交流の拠点としても機能して

業青年の相互訪問と農業研修だけでなく、松鶴面から

いる。

の留学生の受け入れ、女性同士の交流も行われるよう

韓国との交流が深いとはいえ、村の観光スポットと

になった。松鶴面では「戸沢の会」が設立され、日本

して他国文化を紹介する施設が建設されることは珍し

語講座も定期的に行われたほか、
「戸沢式ハム工場」

い。同じく戸沢村に嫁いできている中国やフィリピン

も造られた。また、戸沢村では、前述した「アジュン

の女性たちからは「自分たちの国のものはどうしてで

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。

ないのが村の実状であった。実際に、村が国際結婚を

更に、韓国から子供たちが訪問するようになり、戸沢

進める以前、すでに進めていた他村の訪比に同行させ

村からは、95 年、村の 40 周年記念事業として「村民

てもらって結婚した人もいた。田中村長はこれらの状

韓国訪問の旅」が企画・実施された他、98 年 4 月には

況を鑑み、国際結婚を進めることを決定し、国際結婚

第 4 回日韓児童交流で、初めて村の子供たちが訪韓し

担当の新しい部署を設置して自らも関わり、積極的に

た。その後も子供たちの相互交流が続けられている。

進めていった。彼は村長選挙の際、国際結婚の推進を

これら交流の際には、村の韓国人女性たちが通訳で手

公約として掲げていたのであるから、彼が当選したと

助けした。戸沢村国際交流協会は、これまでの活動が

いうことは、村民が公約を支持したということを意味

評価され、2004 年、地域における国際相互理解の増

してもいる。
また、
キムチの特産化を提案するなど、
「異

進に貢献し、地域に根ざした国際交流のモデルとして

文化」も積極的に取り入れるようにした。

広く参考になる先導的な国際交流活動を行っている団

第二に、行政による充実したサポートである。行政

体もしくは個人に贈られる「国際交流基金地域交流振

が国際結婚を仲介した以上、否応なしに対策を取らざ

興賞」
（国際交流基金）を受賞した。

るを得なかったという面があったかもしれないが、だ

以上のように、戸沢村では国際結婚が進められる以

からといってすべての自治体が対策を講じるわけでは

前から、そして進められた後も草の根の国際交流が行

ない。近隣の朝日町や同じ最上地区ではすでに国際結

われてきていた。このことは、外国人を地域として受

婚を推進し始めており、多少の事例はあったものの、

け入れることに多少の素地を作りだしていたととるこ

ほとんど同時期のために確固たるノウハウがあったわ

とができるのではないだろうか。

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

Ⅵ . 「外国人配偶者定住の成功例」
の理由

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、

これまで見てきたように、戸沢村では行政主導で国

行政が仲介した女性たちに限らず、業者の仲介よって

際結婚を推進し、配偶者たちの定住を支えるための取

嫁いだ女性たちも「同じ村民」として全く平等になさ

り組みを積極的に進め「定住の成功例」と言われてい

れた。

る。なぜそのようなことができたのか。

一見すると、戸沢村のサポートはスムーズに進めら

第一には、寺内氏も指摘したように、首長のリーダ

れたかのように見えるが、実際は、初めから村全体で

ーシップという点を挙げることができる。行政主導の

コンセンサスがとれていたわけではなかった。
「
（外国

国際結婚については批判の声があったし、現在でも存

人配偶者は）少数だからケアすべきだ」という意見が

在する。結婚がプライベートな領域であるというのが

ある一方、
「それほど手厚くする必要があるのか」と

第一の理由であるが、行政とは関係がないにもかかわ

いう意見もあり、担当者は対策をとる一方で、コンセ

らず、一部結婚斡旋業者によって法外な仲介料が支払

ンサスをとるのに苦労したという。国際結婚を推進し

われるケースがあり、
「アジア人女性の人身売買」な

てから 5 年後の 1994 年に山形大学の研究者が行った

どとの批判を受けた。そのようなケースが「国際結婚

戸沢村の「外国人妻にたいするサービス」
調査 30 では、

の推進」に対してマイナスイメージを持たせてしまっ

を「よくやっている」とした人は 44.2％（普通 36.5％、

ているためである。実際に、マスコミ報道では批判的

足りない 14.1%）と半数近くが評価している。その一

な記事が掲載されたりもした。国際結婚を推進した当

方で、
自由回答の中には
「世話をしても結構ですが程々

時から数年の間は、取材や調査・研究のために、大勢

に」
、
「あまりに大げさだと思います。住民と同じレベ

のマスコミや研究者が戸沢村にも押し寄せた。寺内・

ルでいいのでは」といったように、行政のサポートを

矢口両氏に対し「国際結婚と定住対策を進める上で最

「やり過ぎ」だと考えている村民もいた。しかし、「外

も苦労した点」を尋ねた際、
「配偶者たちの生活上の

国籍住民も、地方自治法 10 条に言うところの『住民』

トラブル処理」という回答を予想していたが、返って

であり、日本人住民と同様に市町村の行政サービスを

きたのは、両者に個別に聞いたにもかかわらず、共に

受ける権利を有する」31 ため、その前提となる言語・

「マスコミと研究者が大勢来たこととその対処」とい

文化の違いを克服するための行政のケアは必要である

う回答であった。

との指摘 32 はもっともである。

しかし、村民から「戸沢村でも国際結婚を進めてほ

戸沢村と他の自治体との最も大きな違いは、他の地

しい」との要望が寄せられており、マスコミや研究者

域では農業委員会が対応していたが、戸沢村では国際

といった第三者の批判を気にしているような状況では

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

化をもたらした点や、様々な交流行事で異文化を紹介

業務も重なって「かゆいところまで手がまわらなかっ

したことが村民の異文化理解への手助けとなった。ま

33

た」 が、戸沢村では迅速できめ細かい対処が可能と

た、配偶者たちが自らの意見を口に出して述べること

なった。そして、行政による外国人の定住対策といえ

によって「農村社会が抱えてきた家族制度や古いし

ば、日本語教室や法律、医療分野といったハード面が

きたりへの疑問」34 が提起され、今後の農村のあり方、

重視されがちであるが、
「大上段に構えるのではなく

家族や地域社会の在り方について考えるきっかけを作

ソフト」
（矢口氏談）に、行政としてできるシステム

った。

を考えてきた。それは、広報に掲載されている村の人

第四に、配偶者たちの強い意志と努力、そして家族

口数に、外国人登録している外国籍の村民は含まれて

の協力と相互理解いう点である。特に前者はもっとも

いなかったものを、含めて記載するようにするなどと

重要な要素であるといえる。言葉、習慣、文化の異な

いった例に表れている。

る国での生活には多くの困難がつきまとう。それが、

また、戸沢村を含む最上地区全体のサポート体制も

テレビやニュースで知られる都会の日本ではなく、矢

しっかりなされていたということも指摘できる。最上

口氏が述べているように「嫁と姑、三世代同居、家族

地区は「行政同士のつながりが深い」地域であり、医

で支え合う家計、少ない就労先」といった特有の問題

師や日本語講師からの助言を全体で共有することがで

を抱えた農村であれば尚更である。実際、配偶者たち

きた。

に聞いたところ、日本については知っていたり来たこ

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、

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

そして以後もアジア学院の留学生や松鶴面との交流事

地域社会に参加するなど地域に溶け込む努力をして自

業など、様々な国際交流が続けられてきた。戸沢村が

ら道を切り開いてきた。その努力が偏見や差別意識を

国際交流を本格的に進めたきっかけは、
「農業青年会

変えたり、村民の異文化理解の深化にもつながってい

議所」のメンバーの一言から始まったものであったが、

ったといえる。努力が偏見を変えた例として、ある韓

当時の交流事業は 20 年以上経過した現在でも、農業

国人女性は以下のようなエピソードを紹介してくれた。

技術交流、婦人交流、児童交流などに発展し続いてい

彼女は、運転免許試験を受ける際に、ひらがながふっ

る。戸沢村が国際交流を積極的に進めることができた

てある試験ではなく、日本人と同じ試験を受けて合格

背景には、
藩政時代、最上川を利用して舟での「貿易」

し、それによって職場の人たちが彼女を見る目が変わ

が行われており、人の流入が多かったことから、外か

ったという。

らの新しい人を受け入れることに慣れていた、と分析

配偶者たちへのインタビューの中で「これから国際

している研究者もいる。また、昭和 30 年代には外国

結婚をする人に伝えたいことがあったら教えてほし

人宣教師が村に多くいた他、アジア学院の留学生の受

い」と尋ねたところ「結婚は遊びじゃない、心を強く

け入れなどを通して、村民は以前から小規模ながらも

持って最後まで自分の意志を持つこと」
、
「結婚は自分

異文化交流を経験していた。

の責任で決めるものだから、自分で慣れて自分の道を

国際交流が進められていたことは、配偶者にとって

歩んでほしい」との答えが返ってきた。強い意志が自

も効果をもたらした。というのは、国際交流がほとん

分を支え、地域社会で自らの役割と居場所を見つけ存

ど行われていない地域に比べて国際交流の素地ができ

在感を持つことになったのだと思わされる回答であっ

ていたため、村民が外国人を多少でも受け入れ易く、

た。

また地域参加、社会参加する場の基盤が作られてもい

家族の協力という点では、例えば、韓国の家族から

た。もちろん、地域社会、村民のすべてが全くの差別

電話がきた時に少しでも話せるようにと韓国語講座に

や偏見を持たずに配偶者たちを全面的に受け入れたわ

参加した姑や、配偶者が仕事を始めることに賛成し、

けではない。しかし、嫁いできた女性たちと村の女性

手伝いなどのサポートをしてくれる夫の存在などがあ

たちとの関わりが早い段階から行われていたり、様々

る。本人と家族、双方が互いを認め、理解しあおうと

な行事が行われたりしたことは、素地があったことを

する意志と努力が結果的に「定住の成功」を導くこと

証明していると同時に、村民・地域が配偶者たちを受

になった。

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

農村部における外国人配偶者と地域社会
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う人もいるという。

Ⅶ . 今後の課題

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

戸沢村が国際結婚を進めてから 2009 年で 20 年とな

とも考えられるが、現在でも日本人はアジア諸国に対

り、外国人配偶者のいる風景は日常のものとなった。

する蔑視があるということはしばしば指摘されている。

当初は、手続きなどの問題にはじまり、夫婦ゲンカに

差別・偏見を完全になくすことは難しい。ただ、二世

至るまで担当者は「夜討ち朝駆け」の出勤で問題の処

も含めた子供世代は、小さい頃から友人、知人であっ

理にあたった。徐々にサポート体制が整えられ、配偶

たり、村や地域内など自分の身近な場所に外国籍の人

者たちも生活に慣れ、後から嫁いできた人には「先

がいるという環境があり、学校、地域の取り組みによ

輩」がアドバイスをしたり、共に協力し合うことが増

る異文化体験の機会をも多く経験している。これらの

え、相談、問題処理の依頼は減った。

積み重ねが異文化理解を深化させ、結果として差別や

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

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

状である。同時に、矢口氏は行政や地域も問題が表に

の新合併特例法期限内の合併を目指しており、現在、

出てこないことによって「溶け込んでいる」と誤解し

3 市町村による合併協議会で協議が続けられている。

てしまい、きめ細やかな配慮が薄れ始めていると指摘

最上地区全体でも外国人配偶者への取り組みは積極的

している。そこで、問題提起の場を常に持ち、これを

かつ先進的に行われてはきたが、目配りのきく小さな

保証しうる公的な場がなければならず、これまで蓄積

村から大きな市になった時、これまでの充実したサポ

されたノウハウが更に検証され、生かされ、継続しう

ートがそのまま継続されるのか、課題の一つとなるだ

る社会的なシステムづくりが課題とされている。

ろう。

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

Ⅷ . おわりに

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

これまで、戸沢村における国際結婚の推進と外国人

た一人で生活ができなくなり世話が必要な場合には尚

配偶者対策についてみてきた。前述したように、行政

更、専門的であり、母国語で治療を受けたり世話を受

が国際結婚を主導することについては、プライベート

けたりできるような安心できる場所が必要となってく

に介入すべきではないという、結婚推進の前段階のも

る。英国では、英国在住の日本人の間で、老後の安住

のから、
「人身売買」
、短期間での集団お見合い、言葉

の場所を求める動きが広がり、2007 年秋に「高齢者

が分からない者同士の結婚、農家・農村に嫁ぎたくな

」を設立、老人施設
のためのジャパン・ケア（JCE）

い日本人女性の代わり、労働力や介護のため、など結

の建設に向けて動き始めている。この施設は、専門知

婚の方法とその背景事情に至るまで様々な批判がある。

識のあるスタッフ、日本語で相談できる環境など、日

この批判は戸沢村に限らず、特に農村において海外か

本人高齢者が安心できる施設の創設を目標として、英

ら女性を花嫁として迎え入れた場合には、必ずといっ

国政府の高齢者対策との連携を模索し、チャリティー

ていいほどされてきた批判でもある。

基金としての認可を得るための資金援助も始めてい

実際、後継ぎとなる子供を産むため、農業の担い手

る 35。戸沢村でも、数十年後には外国人配偶者も高齢

の一人として、男性の性的欲求を満たすため、といっ

者となり、同様の問題に直面することは避けられない。

たケースもあるとされている。逆に、男性にお金だけ

今後、どのような対策をとっていくべきなのかを考え

払わせて結局来日すらしなかった、女性の方が初めか

ていかなければならない。

ら業者と手を組み、日本への滞在を目的に日本人男性

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

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。

なくならない差別や偏見がある。言った本人にはその

しかし、行政がプライベートに関わることへの批判

気がなくとも、配偶者の出身国に対する無知からくる

について言えば、行政にとって「人口政策」は自治体

発言によって配偶者たちを苦しめることもあった。家

の存続にも関わる事項であるため、一つの任務であり、

族間でも、家族が配偶者の出身国の料理を一切食べよ

無関係ではないといえる。また、
「
『配偶者』としてで

うとしないため、台所に全く入らない・入れないとい

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

それらの課題に対処するために何が必要かというモデ

せず、イメージだけで捉えた批判といえる。戸沢村の

ルを提示してくれているといえよう。

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

最後に、忙しい時期にもかかわらず、インタビュー

家事や仕事をしている人がほとんどである。
「人身売

に応じてくださった他、貴重な資料を提供してくださ

買」という批判については、寺内氏は「業者でお金が

った寺内、矢口両氏と、同じく話を聞かせてくださっ

動く場合と行政や家族のフォローがある場合とでは話

た韓国から嫁いでこられた女性たちに、この場を借り

が違う」と反論する。双方の結婚動機が「結婚相手が

て感謝申し上げたい。

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

参考資料

互理解がある場合にはそれらの批判を跳ね返すだけの

寺内恵一、 未刊行本原稿

結果を導くことになる。事実、戸沢村では、行政が主

寺内恵一、「外国人在住者に対する自治体のケア等の経過」
『第 54

導して結婚したカップルは少ないとはいえ、離婚に至

回日本公衆衛生学会総会自由集会資料集 外国人在住者

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」

の健康問題（第 4 回）
』1995 年
矢口晴夫、「内なる国際化／異文化との共生めざして 戸沢村におけ
る国際結婚と行政サポートの概要」
『여성결혼이민자 지

との答えが返ってきた。配偶者たちには「結婚を決め

역사회적응 지원을 위한 국제 심포지음 강원발전연구원,

た最大の理由」を聞いてみたところ「お父さんの人柄

강원지역인적지원개발지원센터』
（
『女性結婚移民者地域

に惹かれたから」との答えがあり、
「私とお父さんの

社会適応支援のためのシンポジウム』江原発展研究院

恋愛は、戸沢村にきてから始まったの」、「娘には、私

江原地域人的資源開発支援センター）2006 年 12 月 5 日

たち夫婦が愛し合っていることを伝えたい」と話して

坂本洋子、「日本における外国人花嫁の実態と対応政策−農村の結
婚問題の視点から−」 여성결혼이민자 지역사회적응 지

いる配偶者もいる。

원을 위한 국제 심포지음 강원발전연구원,강원지역인적

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

지원개발지워센터 2006 年 12 月 5 日
菅井和弘、「自治体が先導した昭和の国際結婚 山形県朝日町」
『月刊
自治研』Vol.48、No.565、自治研中央推進委員会事務局、

て、初期には「仕方がない」が 44.7％と最も多かった

2006 年 10 月

が、95 年には「いいことだ」と思っている人が 50.3

仲野誠、 「
『外国人妻』と地域社会−山形県における『ムラの国際

％にもなっている。また、その印象の理由としては、
「本

結婚』を事例として−」
『移民研究年報』第 4 号、日本移

「村が活気づく」
人がよければよい」41.0％が最多だが、

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

民学会、1998 年 3 月
仲野誠、 「政策としての文化コミュニティの創造−東北地方の山村
における異文化の先着的包摂−」
『鳥取大学教育地域科
学部紀要』
（地域研究）第 4 巻第 2 号、2003 年 1 月
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者を歓迎し、肯定的に評価している 。
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

松本邦彦、「調査報告 / 外国系住民に対する山形県内自治体事業調
査」
『山形大学法政論叢』第 4 号、1995 年
松本邦彦、 秋武邦佳、
「国際結婚と地域社会−山形県での住民意識
の調査から（その 2）−」
『山形大学法政論叢』第 4 号別刷、

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

1995 年 7 月
박동성,

‘일본 과소지역에서의 국제가족의 형성과 지역사회의 대
응’ , “한국분화인류학 41-17 , 2008.5（パク・ドンソン 日

って「大いに問題」と「少し問題」であるとしたのが

本過疎化地域での国際家族の形成と地域社会の対応 韓

「あまり問題でない」と「まったく問題でない」
66％、

国文化人類学 ）

は 32 ％という結果が出ている。これは人口が少ない
37

都市になればなるほどその差が大きくなる 。
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

梅谷博貞、『百姓家になぜ嫁がこぬか』東洋経済新報社、1959 年
国際ボランティアセンター山形、
『山形県医療アンケート集計結果』

2001 年
国際ボランティアセンター山形、
『外国出身者医療アンケート 2006 報
告書』
日本青年館結婚相談所『地方公共団体における結婚支援についての
実態調査』1996 年
最上広域市町村圏事務組合・国際交流センター、
『国際交流による地

て大きな課題となっていくであろう。戸沢村の事例は

農村部における外国人配偶者と地域社会

039

になる 〜山形県戸沢村角川の挑戦〜」として特集された。

域の活性化』1995 年
山形日本語ネットワーク・山形日本語ボランティア講座運営委員会、

8

위한 국제 신포지엄 강원발전연구원 강원지역인적자원개발지

山形県、
『在住外国人生活実態意識調査報告書』1995 年

원센터 , 2006.12.5, 52 頁。

厚生労働省、
「平成 19 年人口動態統計」
法務省入国管理局、
「平成 19 年末現在における外国人登録者統計に
ついて 平成 20 年 6 月」
農林水産省『農村における配偶者問題の現状 平成 10 年 10 月』
『国勢調査』各年度
戸沢村役場ホームページ（http://www.vill.tozawa.yamagata.jp/pc_

site.shtml）
広報『とざわ』各号

坂本洋子「日本における外国人花嫁の実態と対応政策−農村の
結婚問題の視点から−」 여성결혼이민자 지역사회적응 지원을

『山形日本語ボランティア講座報告書』1996 年 3 月

9

梅谷博貞『百姓家になぜ嫁がこぬか』東洋経済新報社、1959 年、

3 − 61 頁。
10 農林水産省『農村における配偶者問題の現状 平成 10 年 10 月』
5 頁。
11 アンケート調査は、2009 年 1 月末、東北大学、東北学院大学、
宮城学院女子大学に在籍中の研究員、大学院生、学部学生（す
べて女性）を対象に、アンケート用紙を配布して記入してもらい、
合計 313 通回収した。宮城学院女子大学については、山岸喜久

『河北新報』

治教授のご協力を頂いた。記して謝意を表する次第である。女

『東奥日報』

性たちの年代は 10 代（18 〜19 歳）18.5％、20 代 79.2％（20 代中、

『山形新聞』

、30 代 1％、40 代 0.3％、未記入 1％である。
20 〜24 歳が 99.2％）

『読売新聞』

また、出身地は東北地方が 93.6％で、関東 2.6％、北海道と韓国
（3 年以上大学に在籍し県内在住の者）が 1％、北陸、東海、近畿、
九州、未記入が 0.3％となっている。実家が農家である人の割合
は 18.2％（内訳は専業 8.8％、兼業 89.4％。未記入 0.8％）
、非農

註

1

家が 87.8％である。
本論は、戸沢村で国際結婚を推進した当時の担当者であった寺

12 「未婚の男女比」で年齢を 30 歳からとしたのは、日本における

内恵一氏（現戸沢村教育委員会共育課課長兼中央公民館長）と

平均初婚年齢が 1985 年には男 28.2 歳、女 25.5 歳と、25 歳以上

後任の矢口晴夫氏（現戸沢村教育委員会共育課課長補佐）への

となっているため、それ以上の年齢を対象とした。参考として、

インタビュー（2008 年 12 月）の他、
両氏から提供頂いた資料（主

、1995 年〈男 28.5 歳、女 26.3 歳〉
、
1990 年〈男 28.4 歳、女 25.9 歳〉

要資料としては、寺内氏未刊行本原稿および「外国人在住者に

、2005 年〈男 29.8 歳、女 28 歳〉
、
2000 年〈男 28.8 歳、女 27 歳〉

対する自治体のケア等の経過」
『第 54 回日本公衆衛生学会総会

2007 年〈男 30.1 歳、女 28.3 歳〉となっている（出典：厚生労働

自由集会資料集 外国人在住者の健康問題（第 4 回）
』1995、矢

2
3

省『平成 19 年人口動態統計』
）
。

口氏「内なる国際化 / 異文化との共生めざして 戸沢村における

13 農村における結婚対策は 1970 年代に始まっており、1979 年に

国際結婚と行政サポートの概要」
『여성결혼이민자 지역사회적

は長野県小海町が、1980 年には北海道別海町が支援事業を行っ

응 지원을 위한 국제 심포지음』
, 강원발전연구원 강원지역인적

ている。その後も行政を中心に支援事業が行われたが、主な内

지원개발지원센터（
『女性結婚移民者地域社会適応支援のため

容は結婚相談員の配置や「出会いの交流会」といったものであ

のシンポジウム』江原発展研究院 江原地域人的資源開発支援セ

った（坂本、64 頁）
。

ンター、2006.12.5）である）と戸沢村広報誌『とざわ』各号に

菅井和弘「自
14 朝日町の行政主導による国際結婚政策については、

その多くを拠っている。また、韓国から嫁いだ女性たちから直

治体が先導した昭和の国際結婚 山形県朝日町」
『月刊 自治研』

接話を伺った（2008 年 12 月、2009 年 1 月）のをはじめ、アンケ

Vol.48、No.565、自治研中央推進委員会事務局、2006 年 10 月、

ート調査を依頼し、その結果を反映させている。

61 − 69 頁に詳しい。筆者の菅井氏は当時の担当者である。また、

法務省入国管理局『平成 19 年末現在における外国人登録者統

박동성 , 일본 과소지역에서의 국제가족의 형성과 지역사회의

計について 平成 20 年 6 月』

대응 , 한국분화인류학 41-17 , 2008.5, pp.143 − 144（パク・

総務省による「多文化共生推進プログラム」の提言について

ドンソン 日本過疎化地域での国際家族の形成と地域社会の対

は http://www.soumu.go.jp/s-news/2006/060307_2.html を 参 照。

応

2006、2007 年 3 月には『多文化共生の推進に関する研究会報告

られている。

書』が出されている。

韓国文化人類学 ）では、同氏へのインタビューがまとめ

15 大蔵村では 2 回にわたってフィリピンから 5 組 10 名を迎え、真

4

脚注 2 に同じ。

室川町は岩手県沢内村での例（企業実習生との結婚）をヒントに、

5

厚生労働省『平成 19 年人口動態統計』

フィリピンから 5 名の女性を縫製工場に招き、町内の男性との

6

戸沢村の概況については、主に戸沢村役場ホームページ（http://

交流の場を設け、5 名中 2 名が結婚に至った。鮭川村では、大

www.vill.tozawa.yamagata.jp/pc_site.html）と寺内、矢口両 氏

蔵村であったマスコミ取材を避けるため、
「ひっそりと」
（寺内

提供の資料を参考にした。

氏未刊行本より）進めた。

7 「里の自然学校」については、同ホームページ（http://www3.
ocn.ne.jp/~satoweb/page002.html）および 付 属 研 究 所 で ある
NPO 法 人・里の自然 文 化 共 育 研 究 所ホームページ（http://
homepage2.nifty.com/dega-web/）を参照。また、2008 年 11 月
14 日放送の「NHK クローズアップ東北」で「里の暮らしが 宝
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16 田中村長が村の連合婦人部との「語る会」の中で発言したもの。
広報『とざわ』No.228、平成 2 年（1990）2 月、1 頁。

17 最上広域市町村圏事務組合・国際交流センター『国際交流によ
る地域の活性化』1995 年を主に参照した。

18 寺内氏、未刊行本原稿、8 頁。

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

医療アンケート集計結果』2001 年、同『外国出身者医療アンケ
ート 2006 報告書』を参照。

に接触をはかり、市内の場所を借りてミサの場を提供した。佐

23 93 年は10 月現在、
95 年は 3 月現在の数。寺内氏提供の資料による。

藤氏は信徒でもない上に、全くのボランティアで彼女たちを支

「最
24 『河北新報』1993 年 12 月 20 日、1994 年 4 月 7 日、12 月 5 日。

えた。寺内氏はこのサポートについて「この効果は精神的にも
肉体的にも負担の計り知れない初期にあっては、何事にも変え
難い心の支えになったことは想像に難くない。言葉や文化、医
療よりも先に 心のよりどころ が佐藤君によって与えられた
のである」と述べている。
『外国人妻』と地域社会−山形県における『ムラの国際
20 仲野誠「
結婚』を事例として−」
『移民研究年報』第 4 号、日本移民学会、

1998 年 3 月、98 頁。
21 山形県・山形日本語ネットワーク山形日本語ボランティア講座
運営委員会は、1994 年「山形日本語ボランティア講座」を開催
した。これは、ほとんどの日本語ボランティアが日本語教育に
関して専門的な研修を受けた経験が少ないこと、他のボランテ
ィア団体や日本語教育専門家との交流が限られていることから
有効な情報源がなく、また研修の場が非常に少ないことなどか
ら、日本語ボランティアの活動を活性化し、さらに有効な活動
を模索することを目的として開かれたものである。この講座の

上地地域の国際化シンポジウム」は 3 年続けて行われ、
定住、
交流、
教育などをテーマに行われた。
『東奥日報』1999
25 「どっこい生きていく 日韓友好の山里で 下」
年 3 月 10 日。
庄司明淑語り、
野村敬子編
『明淑さんのむかしむかし』
26 民話集は、
で、1995 年にかのう書房から発行された。

27 仲野誠「政策としての文化コミュニティの創造−東北地方の山
村における異文化の先着的包摂−」
『鳥取大学教育地域科学部
紀要』
（地域研究）第 4 巻第 2 号、2003 年 1 月、103 頁。

28 最上地方一帯をアイヌ語でモモ（崖）のカミ（上）の地といい、
最上の語源となっている。同構想は豊かな自然と農村文化を守
り育て、未来を拓く理想郷を築くことをテーマとしている。

29 「第 2 回コリアタウンサミット」では、川崎、神戸、大阪、宮崎の他、
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。

30 松本邦彦、秋武邦佳「国際結婚と地域社会−山形県での住民

内容とまとめについて、96 年 3 月に報告書が出されている。そ

意識の調査から（その 2）−」
『山形大学法政論叢』第 4 号別刷、

れによれば、他地域においてはボランティア主導で日本語教室

1995 年 7 月、25 頁。

が運営されているのに対し、最上地区は 10 教室（94 年）のうち

31 矢口氏提供資料。

7 教室が行政関係の主導で運営されており、他の地区との違い

32 松本、秋武、前掲書、25 頁。

がはっきりしている。これは、行政主導によって国際結婚が進

33 寺内氏、未刊行本原稿、9 頁。

められたことに起因すると思われる。詳細と他の内容について

『読売新聞』1999 年 8 月 14 日。
34 「10 年後のアジアの花嫁たち 5」

は、山形日本語ネットワーク・山形日本語ボランティア講座運

35 『山形新聞』2008 年 7 月 26 日。施設建設にむけて動き始めたのは、

営委員会『山形日本語ボランティア講座報告書』1996 年 3 月に

英国在住の日本人女性たちである。ロンドンには中国人、ベト

詳しく記述されている。他に、松本邦彦「調査報告 / 外国系住

ナム人、ポーランド人の老人施設はあるが、日本人のものはな

民に対する山形県内自治体事業調査」
『山形大学法政論叢』
第 4 号、

いという。英国に在住する日本人医師は「海外に住む日本人、

1995 年、102 − 103 頁にも最上地区の日本語教室数と主催者に

特に高齢者には、駆け込み寺的なよりどころが必要だ」と指摘

ついての調査結果が報告されている。また、同年 9 月、山形県

している。

が「在住外国人生活実態意識調査」を行い、報告書を発表して

36 松本、秋武、前掲書、6-7 頁。

いる。調査項目のうち、日本語については、日本語能力、日本

37 財団法人こども未来財団『地方公共団体における結婚支援につ

語教室参加希望の有無、要望、不参加の理由などを調査している。

いての実態調査』1996 年、7 頁、坂本、前掲書、66 頁。
「大い

調査内容と結果については、山形県『在住外国人生活実態意識

に問題」と回答した割合は、大都市で 6.7％、人口 10 万人以上

調査報告書』1995 年を参照。

の市で 10.2％、人口 10 万人未満の市が 13.4％、人口 1 万人以上

22 通訳の確保が問題とされているが、一方で確保されているにも

町村で 20.6％と 2 割程度で留まっているが、人口 5000 人以上 1

関わらず利用されないケースもある。国際ボランティアセンタ

万人未満の町村では 35.1％、人口 5000 人未満の町村となると

ー山形（IVY）は、2001 年に医療機関、2006 年には外国出身

40.8％にも及んでいる。

者を対象に医療アンケートを実施、それぞれ報告書を発表した。
その結果、9 割の医療機関で外国出身者を診察した経験があっ
たものの、診察場面に通訳が必ずいたのは 37％に過ぎなかった。
また、外国出身者の回答でも、医療機関で通訳を利用したと回
答したのは 19％だった。受診した時に困ったことは何か、との
設問には、症状伝達不可 35.3％、説明の理解不能 31.3％、問診
票読書不可 28.1％となっている。同様に、受診した際に分から
なかったのは何か、との問いに、治療や検査の内容 31.3％、病
状 27.7％、処方薬の効能（副作用）や飲み方 20.5％となっており、
ここからも通訳の必要性、中でも戸沢村の事例のように、誤訳
や自分の意見を交えてしまうことがないよう、ある程度知識を
もった専門の通訳が必要であるといえる。それぞれのアンケー
トの詳細については、国際ボランティアセンター山形『山形県

農村部における外国人配偶者と地域社会

041

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

の数は年々減少している 2。1983 年には 532 校ある短

Ⅰ . はじめに―本論文のねらいと方法

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

現在、日本では公立高等学校の男女共学化に関連す

校にとどまっている 3。つまり 2008 年現在、日本にお

る議論が活発になっている。表 1 は、戦後約 60 年間

ける短期大学の 63 ％は共学校であることになる。も

における高等学校の推移を、女子のみ・男子のみが在

ちろん、学校数の推移は男女共学・別学問題を論じる

籍する学校と男女両方が在籍する学校とに分けて表し

際の指標の一つであり、共学校の数が増える一方で男

1

たものである 。これによると、最近 10 年間にいわゆ

女別学を支持する声が諸々に存在することも確かであ

る女子校・男子校と呼ばれる学校の数が大きく減少し

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

ていることが分かる。この動きは高等教育段階におい

（進められてきた）ことは間違いない。

ても例外ではなく、女子大学・女子短期大学ともにそ

表1

男女が在籍する学校数の推移

女子のみ在籍

男女在籍
900

5,000

750

4,000

600

3,000

450

2,000

300

1,000

150

2
0
0
8

年

2
0
0
6

年

2
0
0
4

年

2
0
0
0

年

1
9
9
5

年

1
9
9
0

年

1
9
8
5

年

1
9
8
0

年

1
9
7
5

年

1
9
7
0

年

1
9
6
5

年

1
9
6
0

年

年

1
9
5
5

0

女子のみ・男子のみが在籍する学校数︵校︶

男女が在籍する学校数︵校︶

6,000

0
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男子のみ在籍

こうした、日本における男女共学化の経緯につい

ティン（Martin, J. R., 1929-）の議論について詳述す

て、橋本紀子は第二次世界大戦後の GHQ による男女

る。マーティンは、メアリ・ウルストンクラーフト

共学化の指導とそれに対する各都道府県の対応を詳細

（Wollstonecraft, Mary, 1759-1797）の男女共学論を批

5

に分析している 。また天野正子は、日本の女子高等

判的に論じることを通して、盲目的な「男女共学」教

教育における女子大学及び女子短期大学に注目し、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

育制度が内包するセクシズムを指摘している 6。現在

ると指摘する。両者は共に「教育」という営みや概念

の男女共学化の動向については、水原克敏が宮城県の

それ自体と「ジェンダー」との関係を論じている。そ

男女共学化を中心に、行政、保護者、教師、学生等の

れゆえに、両者が男女別学・共学教育問題についてな

男女共学・別学への意識分析を含めた詳細な分析を行

しうる示唆は、生物学的、社会学的な観点からのもの

7

っている 。他方、男女別学教育自体に注目した研究

とは異なる有意性を持つと考えられる。以上二つの議

も存在する。例えば江原由美子は、男子校高校生を対

論を踏まえた上で、男女共学・別学を問うことが現代

象とした調査を行い、別学男子が「ほとんどの項目に

の日本の教育にいかなる示唆をなしうるのかという点

おいて、共学男子よりも、性差意識が強く、固定的な

を明らかにし、
その課題と展望とを考察し結論とする。

性別役割分業に肯定的な意識も強かった」と報告して

はじめに、レアードの議論から確認していこう。

8

いる 。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

Ⅱ . スーザン・レアードの
「男女共学 coeducation」再考

する研究は、主として、第一にその制度的変遷が行政

アメリカの教育哲学者であるレアードは、教育にお

的観点から考察されてきたこと、第二に、男女別学・

ける「男女共学」の実践はプラトンまでさかのぼると

共学は生徒の性差意識やジェンダー観の差異及び形成

述べる一方、
「男女共学」概念の誕生には 19 世紀半ば

に関わるものとして考察されてきたことが分かる。言

まで待たねばならなかった、
と指摘する 11。その上で、

い換えれば、
「なぜ男女共学化が進められるのか」と

近年の「男女共学」に関する調査・研究の豊富さを評

いう点、特に、
「生徒の学習や教授そのものにとって

価しつつも、それらの報告書には以下のような問題点

なぜ男女共学が望ましいのか」という点については、

があると指摘するのである。

10

十分な議論がなされてこなかったと言えよう 。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

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

ップ」を育成したり勉学に集中したりするために望ま

レアードは、従来の男女共学・別学をめぐる議論で

しい教育形態であると支持する見方が存在する。こう

は、方法論上や設備上の細かな事柄に焦点を当てたも

した男女別学教育に対する相反した評価を伴う見方の

のが多く、その結果として、当の概念自体は不明瞭な

存在は、以下のような問題を提起していると考えられ

まま多義的に使用されている、と指摘する。レアード

る。すなわち、従来の男女共学・別学をめぐる議論で

は以下のように述べる。

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

……数多くの報告書では、二つの性を同時に教

十分に論じられてこなかったのではないか、という問

える上で無数にある細かな技術に対する教育者た

題である。

ちの配慮に焦点が当てられてきた。それらはおび
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そこで本論文は、男女共学・別学を論じる際の論点

ただしい数に上るが、控え目に言っても、そのな

を再検討し、当の議論がもつ教育学的意義を明らかに

かで「男女共学 」それ自体の意味（the meaning

することを目的とする。この目的を達成するため、第

of coeducation itself）を問う者は誰もいなかっ

一に、「男女共学 coeducation」概念そのものを教育

たのである 12。
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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、

例えば、女性と男性が同じ建物内で学んでいるが教室

従来の女子教育研究やジェンダー研究が「男女共学」

は別々の場合、それは「男女共学」と言えるのか。あ

概念を明確にしないまま進められてきたと批判する。

るいは、教室の中で男女の席が分かれているが学ぶ内

次に、教育目的や内容に内包されたジェンダー・バイ

容が同じである場合、
それは
「男女共学」
と言えるのか。

アス（gender-bias）に注目したジェーン・Ｒ・マー

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
議論の課題と展望
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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

女共学のもつ教育的な意味が貧困化してしまうこ

た例を挙げ、レアードは、
「男女共学という言葉が伝

とを知っていた。デューイは次のように言う。
「
『男

達しうる多様な意義」が教育哲学者たちからも見落と

』に少数の女
性のための大学（colleges for men）

13

されてきた、
と論じるのである 。ゆえにレアードは、

性の入学を許可することと、男女共学、すなわち

「男女共学」概念には「紛らわしい概念 misleading

女 性と男 性 が 共 同 する教 育（conjoint education

concepts」が存在することを認識していたエイドリア

of women and men）とは、全く異なるものである

14

……」19。

ン・リッチを評価し、以下のように提案している 。
「男女共学」概念の意味は、私たちが常識的に

このとき、問題となるのは、男女共学・別学が論じら

連想するものよりもはるかに複雑である……私た

れる文脈が、倫理的、宗教的、政治的、社会的、経営

ちは、学校における女子学生たちを真剣に受け止

的なもののいずれであるにせよ、その際には、男女共

めるための実践的試みがもつ複雑性を語ること

学・別学が教育という営みそれ自体にもたらす影響は

ができるような、男女共学の教授（coeducational

論じられていないか、少なくとも軽視されているとい

teaching）の新たな理論的解釈を必要とするので

う点である。
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ある 。
以上のことから、レアードの批判する「男女共学」概

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

念がもつ不明瞭さは、二重の意味で教育（及び教育言

レアードが指摘する二つの問題点を踏まえると、レ

説）に不利益をもたらすことが分かる。すなわち、①

アードは男女共学・別学の問題を教育的な文脈の中で

当の概念が不明瞭であるがゆえに男女共学・別学をめ

吟味することの重要性及び必要性を強く示唆している

4
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4

4

4

ぐる議論及び実践に混乱が生じること、そして、②当

ことが分かる。言い換えれば、レアードは、男女共学

の概念が不明瞭である―すなわち、十分に吟味・追

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

及されない―がゆえに「男女共学」概念が内包する
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影響を与える要素であると認識している。例えば、レ

4

本来の意義の豊かさが見落とされることである。
4

アードは次のように述べる。

4

2. 問題点②−「男女共学」が教育以外の文脈で
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

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。

―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

この指摘からも分かるように、レアードは、男女共学・

問題は主として倫理的、宗教的な文脈で論じられてき

別学の違いによって、学習、教授、カリキュラムが変

た、と指摘する。例えば、1960 年代から 70 年代にな

容する可能性があることを前提としている。この指摘

された男女の学生寮に関する議論では、男女の日常的

の重要性は、男女共学・別学の違いが与える影響が子

な接触がもつ問題点が倫理的、宗教的（規範的）な観

どものジェンダー観、性別役割分業観、同性・異性に

16

点から提示され、男女共学は批判された 。第二に、

対する認識や接し方の形成といった範囲にとどまるも

男女共学・別学の問題は、政治的、社会的な文脈で論

のではない、ということを示唆する点にある。それは

じられてきた。これは 1980 年代以降の女性に対する

つまり、男女共学・別学の違いは、子どもたちが何の

4

4

教育権（教育の機会均等）の要求としての男女共学化

ために何を目指して学ぶのか（目的）
、何を学ぶのか

の要請に代表される。そして、第三の文脈は、学生数

（内容）
、どのように学ぶのか（方法、効果）といった

を安定して確保するためという学校経営的なものであ

点に影響を及ぼし、さらには、そこで想定される人間

17

る 。レアードはデューイの言葉を援用し、以下のよ
18

うに述べる 。

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
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彼〔デューイ〕は、男女共学は道徳的ないしは

共学・別学の問題を教育目的、内容、効果に内包され

教育的な動機からよりもむしろ経済的見地からな

るジェンダー・バイアスに注目して分析しているジェ

されることが多く、さらには、その結果として男

ーン・R・マーティンの議論をみることにしよう。

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

利を女性にも与えることを要求し、それによって女性

はじめに、ジェンダー・バイアスという語の意味に

と主張し、理性および自己統治といった特徴を組み入

ついて確認する。ジェンダー・バイアスとは、「ジェ

れた「妻−母の役割の再定義」を行った点についても

ンダーに基づく偏見及び偏向」を意味し、ここでは特

評価している 26。その上で、マーティンは、ウルスト

に、
「男性中心主義的な視点や価値観に基づく偏り」

ンクラーフトの男女共学論は以下の二つの問題点をも

21

を意味する 。マーティンはウルストンクラーフトの

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

つと指摘するのである。

男女共学論を検討することを通して、従来の教育が

第一の問題点は、男性のために計画された教育を女

様々なジェンダー・バイアスを内包するものであるこ

性に施すことの危険性をウルストンクラーフトが全く

とを指摘している。初めに、ウルストンクラーフトの

考慮していない、という点である。マーティンは、エ

男女共学論の概観を確認しよう。

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、

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

女性たちに、男性を基にした（male-based）教

中で、
女性が男性と同じ権利を与えられること、また、

育方法で、男性的な偏見を有した（male-biased）

女性が理性を発達させるための教育を受けることを求

学 問 諸 学 科 に お い て、 性 別 評 価 さ れ た 特 性
はら

22

め 、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

（genderized traits）を与えるという問題を孕んで
いるのである 27。

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

マーティンによれば、この問題は女性たちに以下のよ

のであったが、ウルストンクラーフトはこの教育を、

うな「非常な不利益」をもたらす。第一に、女性たち

女性の仕事を「快楽」とし、女性を感情の獣としてみ

は教育を受ける中で Chilly-Climate（冷ややかで人を

なすものであると厳しく批判したのである。その上で、

委縮させるような雰囲気）
にさらされる可能性がある。

ウルストンクラーフトは以下のように主張する。

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

最も完全な教育とは、私の考えでは、肉体を強

い評価を受けたりすることを意味する 28。第二に、女

くし心を鍛えるのに最も適するように知性を働かせ

性たちは教育を受けて身につけるべき諸能力・諸特性

る訓練である。あるいは、いいかえれば、個人を

を十分に獲得したとしても、
それは
「男性化した女性」

独立せしめるような美徳を獲得する習慣を、身に

として―端的に表現すれば「女らしくない女性」と

つけられるようにさせることである。……今、私が

して―低い評価を受ける可能性がある 29。つまり、
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ここに述べたことは、ルソーが男性に関して抱いた
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ウルストンクラーフトの男女共学教育は、その教育の

4

意見であった。私は、それを女性にも及ぼそう 24。

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。

ここには、男性の教育を女性にも施すことを求めると

第二の問題点は、ウルストンクラーフトの男女共学

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

論においては、家庭的な能力への教育が軽視（ないし

いる。つまり、ウルストンクラーフトが求める「男女共

は無視）されているという点である。ウルストンクラ

学」教育とは、男性の教育を女性にも適用することを

ーフトは、女性は市民になると同時に妻−母にもなる

意味する。それゆえに、このとき女性は、男性がそれ

と想定する。しかしながら、ウルストンクラーフトが

まで受けていた教育の中に入っていく（付け加えられ

女性に施すことを求める教育には「妻−母となるため

る）のであって、当の教育の目的や内容が女性の参加

の教育」は含まれていないのである。なぜなら、エミ

によって変化することは想定されていないのである。

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

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

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。

ストンクラーフトの試みについて、それが「男性の権

男女共学・男女別学をめぐる
議論の課題と展望
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彼女〔ウルストンクラーフト〕は、理性の哲学

て、エミールの教育を受けた全ての人は、社会の再生

を信奉したため、その枠組みの中では、彼女の娘

産過程の能力を軽視するだけでなく、マーティンが

たちにソフィーの持つ美徳を身につけるための教

「心配りの倫理」と呼ぶ要素を身につけることができ

エシックス・オブ・ケア
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育―すなわち、社会の再生産の過程を遂行する
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4

責任を持つ者が受けるべき教育―を要請するこ

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。

とは許されなかったのである 31。

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

ここでの社会の再生産過程（reproductive process）と

性に対しての教育としても問題がある。何故なら、

は、妊娠、出産、子どもの養育、病人看護、家計維持

「心配りの倫理」や社会の再生産過程で必要となる諸

等に関する諸々の事柄を指す。これは、経済的活動、

能力は、女性と男性の双方にとって不可欠なものだか

政治的活動、文化的活動等を意味する、社会の生産過

らである。端的に言えば、マーティンが批判するの

エシックス・オブ・ケア

32

程（productive process）と対になる概念である 。

は、ウルストンクラーフトが女性に男性と同等の権利
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4

4

結果として、ウルストンクラーフトの「男女共学」

を与えることに専心するあまり、男性に施されている

教育においては、社会の再生産過程のための教育―

従来の教育自体がもつ問題性を失念している点なので

言い換えれば、妻−母ないしは夫−父になるための教

ある。さらにいえば、マーティンは、社会の生産過程

4

4

4

4

4

4

4

4

4

4

4

4

4

4

4

4

4

4

育―を受ける者は誰もいないことになる。そして、

に偏った価値を置く価値観が「男女共学」教育を通し

この結果をウルストンクラーフト自身が問題視してい

てすべての人に浸透することによって、伝統的に社会

ない点こそが問題であると、マーティンは指摘する。

の再生産過程に従事するための「教育」を担ってきた

その上で、ウルストンクラーフトがそうした態度を取

システム―つまり、家庭や地域社会など―が弱体

る理由として、社会の生産過程に従事するための諸能

化する点にも警鐘を鳴らしているのである 36。

力を育成するには特殊な訓練（＝教育）が必要である

ここまで論じてきた、マーティンによるウルストン

が、社会の再生産過程に従事するための諸能力は、
「女

クラーフトの男女共学論批判、及び先に取り上げたレ

性に生まれつき備わっているもの」とみなす偏った見

アードの男女共学概念の捉え直しは、現在の日本の男

33

方があると指摘するのである 。これは、ウルストン

女共学・別学をめぐる議論にどのような示唆をなしう

クラーフトの男女共学教育における教育目的が内包す

るのであろうか。最後に、この点を明らかにして結論

るジェンダー・バイアスに対する指摘にほかならない。

としたい。

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

Ⅳ . 男女共学・別学をめぐる議論の
課題と展望

が、内容、方法、目的においてジェンダー・バイアス

本論文では、
「男女共学」を教育学的な文脈で論じる

を含むものであるというマーティンの指摘に鑑みる

必要性を示すレアードの議論、及び「男女共学」によ

と、それが男女共学教育、つまり男女両性に施される

ってジェンダー・バイアスをもつ教育が全ての人に施

という点がもつ危険性は重大なものとなる。つまり、

される危険性を指摘するマーティンの議論について論

男性のために計画された教育―ジェンダー・バイア

じてきた。両者に共通するのは、
「男女が共に学ぶ」と

スを内包する教育―が「男女共学」を通して男女両

いう事態を、教育の目的・内容それ自体を質的に変容

4

4

4

性（＝すべての人）に施されることによって、すべて
4

4

4

4

4

4

4

4

4

4

4

4

4

4

4

4

4

4

4

4

4

4

させる可能性のある事態として捉える姿勢を促す点で

4

の人が当の偏りを内包する価値観を身につけてしま

ある。ここから、日本の現在の教育（及び教育言説）

4

う、という危険性が生じる。それは例えば、社会にお

に対する以下のような示唆を引き出すことが可能とな

けるすべての人が、社会の再生産過程ではなく生産過

る。

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

1. 男女共学・別学をめぐる議論の課題

とを分離したうえで理性に重点を置くという理性主

レアード、マーティンの両者の指摘は、教育目的、

義、及び②人間の心は支配するもの（理性）と支配

方法、カリキュラム等を考慮することのない盲目的な

されるもの（感情）から成り立つという人間性の統

「男女共学」化は、それが男女両性にとって望ましい

治モデルに基づいて構築されていることによってさ

教育形態となっているのかという問いをなおざりにす

らに深刻なものとなる 34。というのも、その結果とし

る危険性があることを示唆する。こうした事態は、
「男

046

女同権」という政治的側面からのみ「男女共学」が要

よって、①男女共学・別学という教育形態自体がもつ

請される場合にも起こりうるであろうし、単なる「学

教育的効果を明らかにすることが可能となり、同様に

生集め」のための要請の場合にはなおさらその危険性

②従来の「教育」に内包する人間観、社会観等を問い

37

が高いと言わざるをえない 。

直すことが可能となる。

さらに、マーティンの指摘するジェンダー・バイア

第一の点は、男女共学・別学がもつ教育上の効果に

スを内包する教育は、社会の生産過程は再生産過程よ

注目した研究の必要性を示唆する。このとき、男女共

り価値があるという価値観を男女両性に浸透させる危

学・別学は政治的ないしは社会学的な論点ではなく、

険性を明らかにした。例えば、現在の日本における少

教育目的、内容、方法を問うための論点となる。これ

子化問題の原因は様々に説明されているが、一つの要

は例えば、性差が教育（及び学習）にもたらす効果に

因として、現在の教育を受けた者は「家庭よりも仕事

注目すること、教育内容、関係、方法上のジェンダー・

に高い価値がある」という価値観を得る傾向にあるた

バイアスを追求すること、などが挙げられる 40。第二

38

め、と説明することも可能であろう 。少子化が主と

の点は、男女共学・別学を、独自の教育体系をもつも

して先進国に共通の現象であるという事実は、教育さ

のとして質的な比較分析を行う研究を要請する。これ

れればされるほど伝統的な女性の領域から遠ざかる傾

は例えば、それぞれにおける教育観、社会観、人間観

向がある、というマーティンの指摘を裏付けるかのよ

等の特徴を明らかにすることが考えられる。

うである 39。このとき、男女共学・別学を論じること

これらの試みは、男女共学と男女別学のどちらがよ

を通して、従来の教育が「自立的」で「社会の生産過

りふさわしいかという論争に決着をつけるためのもの

程（仕事）に従事する」人物の養成を目指して構築さ

ではない。そうではなく、男女共学・別学を教育学上

れてきたことが批判的に提示されるのである。

の論点とすることによって、①教育という営みにおけ

こうした課題の提示は、
「男女平等を目的とする男

る「ジェンダー」のもつ機能や効果を明らかにするこ

女共学」や「男女同権を希求する教育」を否定するも

と、②教育において自明とされてきた人間観、職業観

のではもちろんない。マーティンが批判するウルスト

などを構築し直すことを目指すものである。
このとき、

ンクラーフトが 18 世紀末のフランス革命期の思想家

「ジェンダー」は「男女同権」という政治的文脈だけ

であることを鑑みれば、その思想の先見性や意義は現

ではなく、男女両性にとってよりよい教育を構築する

在においてもなんら色あせるものではない。しかしな

ための一つの視点（ないしはカテゴリー）となる 41。

がら、レアード、マーティンが警告するのは、21 世

それは例えば、「段階を分け、一つの解法を徹底的に

紀の教育を構築する上では、単に「男女が同じならば

学習する」方法に対して「状況を総合的に判断し、複

良い」とするのはあまりにも短絡的で危険に過ぎると

数の解法を選択的に学習する」方法もあるといった、

いう点である。例えば、理想的なジェンダーの状態に

異なる教育方法、目的、内容を提示する 42。こうした、

ある社会までの 5 段階を説明した「フェミニスト・フ

「男女共学・別学」を教育学の視点（ないしはカテゴ

ェイズ」理論がある。これに依拠するならば、現在の

リー）という観点から実践の多様性を提供しうるもの

日本における「男女共学・別学」の問題は、「女性離

として位置づける試みについて、より精緻に論じてい

れした」
「男性並みの」女性を目指す（第 2 段階の）

くことを今後の課題としたい。

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
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教

育とジェンダー』
、世織書房、pp.219-242 がある。

11 Laird, Susan, 1995, Coeducational Teaching: Taking Girls
Seriously , Ornstein, Allan C（Ed.）, Teaching: Theory into
Practice, Allyn and Bacon, p.356
,
12 Laird, Susan, 1994, Rethinking Coeducation , Jim Garrison（Ed.）

註

the New Scholarship on Dewey, Kluwer Academic Publishers, p.194

「男女共学の歴史的経緯と今日的課題」
（辻
1 水原克敏、2005 年、
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.87-136）内

〔 初 出 は、1994, Studies in Philosophy and Education, vol.13,
（傍点は引用者）
pp361-378〕

13 Ibid., p.197

の表 7 に、学校基本調査報告書の該当年次版を基に加筆・修正

14 ここでレアードが指摘するリッチの「男女共学」概念への言及

を加えて作成。なお、この表は，男子校あるいは女子校という

については以下を参照。Rich, A., 1979, On Lies, Secrets, and

分類ではなく，現実に在学している生徒の状況により分類して
集計したものである。

2 例えば、近年共学化した女子大学の事例としては資料編の表 2

Silence, W. W. Norton
15 Laird, Coeducational Teaching: Taking Girls Seriously , p.357
16 Laird, Rethinking Coeducation , p.196

を参照されたい。中京女子大学のように、大学名に「女子」を

17 Ibid., p.196

残したまま男子学生の受け入れを始める大学もある（一部学部

18 レアードは、デューイは「男女共学」を「民主主義」のため

にて受け入れ開始。2009 年度より全学部にて受け入れ開始予定）
。

の教育に不可欠なものと捉えていたと指摘する。デューイとフ

『学校基本調査報告書』による。女子短期大学の
3 文部科学省、

ェミニズムの関連については、例えば以下を参照。Charlene

存在は、日本の女子高等教育に特徴的な存在として指摘されて

, 2001, Feminist interpretations of John
Haddock Seigfried（Ed.）

きた。最近の女子短期大学の動向を指摘したものとしては、平
尾桂子、2008 年、
「人口変動とジェンダー・家族―女子教育の
効用とその変化―」
、
『教育社会学研究』
、vol.82、pp.89-107 がある。

4 別学を支持する声の例として、例えば宮城県では、別学教育を
支持する市民や同窓会の声が存在することを受け、教育委員会

Dewey, Pennsylvania State University Press. 影山礼子、2003 年、
「デューイとフェミニズム」
、
『現代デューイ思想の再評価』
、世
界思想社

19 Ibid., p.202 また、本文中にあるデューイの言葉は、Dewey,
John, Middle Works 6, pp.155-6 からの引用である。

は進行しつつある男女共学化について再度議論を行った（河北

20 Laird, Rethinking Coeducation , p.197

新報、2009 年 1 月 20 日版）
。また、水原克敏、前掲論文、
「男女

『岩波女性学事典』
、岩波書店、
21 例えば、井上輝子他編、2002 年、

共学の歴史的経緯と今日的課題」では、戦後の GHQ による男

p.169 を参照。また、ジェンダー・バイアスを含めた「ジェンダ

女共学化の推進、及び現在の宮城県での公立高校共学化におけ

ー」をめぐる言葉については、拙稿、2006 年、
「J.R.Martin のジ

る「男女共学推進論」
（共学支持の理由）と「男女別学論」
（別

ェンダー・センシティブ教育―教育における「ジェンダー」概

学支持の理由）とを併記、比較している。

念の分析を中心に―」
『東北大学 21 世紀 COE プログラム「男女

『男女共学制の史的研究』
、大月書店、また、
5 橋本紀子、1995 年、

共同参画社会の法と政策―ジェンダー法・政策研究センター―」

同じく GHQ の女子教育政策に注目した著作として、上村千賀子、

研究年報』
、COE プログラム「男女共同参画社会の法と政策」

『女性解放をめぐる占領政策』
、勁草書房がある。
2007 年、

出版委員会、第 3 号、pp.251-264、も参照されたい。

『女子高等教育の座標』
、垣内出版（特
6 天野正子編著、1986 年、
に、第 4 章女子短期大学―教育とセクシズム―）

22 メアリ・ウルストンクラーフトはイギリスの作家であり、特権階
級を擁護し伝統を重視するエドモンド・バークの反革命の書『フ

「男女共学の歴史的経緯と今日的課題」
7 水原克敏、前掲論文、

ランス革命の省察』に対する反論を『人間の権利の擁護』とし

「男子高校生の性差意識」
、
『教育学年報
8 江原由美子、1999 年、

て著し、注目を浴びた。
『女性の権利の擁護』はこれをさらに女

、世織書房、p.214 同論文内では、
「共学・
7 ジェンダーと教育』

性の問題として発展させたものである。
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23 ソフィーの教育がもつ問題点については、マーティン自身も

井現理・尾崎博美訳、2008 年、
『カルチュラル・ミスエデュケ

批 判を 行 って い る。Martin, J. R., 1985, Rousseau's Sophie ,

ーション―「文化遺産の伝達」とは何なのか―』
、東北大学出

Reclaiming a Conversation: The Ideal of the Educated Woman,

版会）を参照。

Yale University Press, pp.38-69（邦訳：村井実監訳、坂本辰朗・

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

坂上道子共訳、1987 年、
「ルソーのソフィー」
、
『女性にとって

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

教育とは何であったか―教育思想家たちの会話』
、東洋館出版、

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

68-124 頁）

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」

24 Wollstonecraft, 1792（1971）
, Mary, A Vindication of the Rights
of Woman, Source Book Press, p.33（邦訳：メアリ・ウルストン
クラーフト著、白井堯子訳、1980 年、
『女性の権利の擁護』
、未来社、
（傍点は引用者）
49 頁）

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
「女性の就業
38 例えば、平成 18 年度版の『国民生活白書』は、

25 Martin, J. R., Reclaiming a Conversation, p.99（邦訳：172 頁）

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

もっともこの評価は、女性を、男女平等を「追求し始めるため

するライフコースのうち、
「継続就業コース」と「再就職コー

の適所に置く」という限定的なものにとどまる。

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/

26 Ibid., p.79（邦訳：141 頁）
27 Ibid., p.99（邦訳：173 頁）

whitepaper/h18/01_honpen/index.html（2009 年 1 月現在）

28 女性に対する Chilly Climate については、以下のものを端緒と

39 Martin, Redefining the Educated Person を参照。もっとも、

して、多くの研究がなされている。Hall, R. M. & Sandler, B. R.,

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

1982, The classroom climate: A chilly one for women? avail-

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

able from the Project on the Status and Education of Women,

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

Association of American Colleges. また、訳語については以下を

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

参照。坂本辰朗、1999 年、
『アメリカの女性大学：危機の構造』
、

に対し、一旦離職し結婚・育児に従事する「再就職」を志向す

東信堂、pp.48-51.

る女性の割合は、39.2％に上る）
。それゆえ、この「職業に高い

例えば、aggressive
（攻撃的）
29 性別評価された特性の例としては、
という性質を獲得した男性は、
「successful（成功した）
」
「heroic
（英雄的）
」
「capable（能力のある）
」といった肯定的評価を受け

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。
「公
40 例えば、坂本辰朗はＰＢＳ（アメリカ公共放送）が放映した、

るのに対し、女性の場合は、
「harsh（粗暴な）
」
「pushy（厚かま

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

しい）
」
「domineering（ごう慢な、強圧的な）
」といった否定的

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

評価を受けるという。Martin, J. R., Reclaiming a Conversation,

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

p.31（邦訳：51-2 頁）
30 もちろん、エミールもまた市民であると同時に夫―父であるとし
て想定されている。しかし、ルソーのエミール教育論においては、
エミールが夫―父となるための教育は含まれていない。この点
に関するマーティンの議論は、Ibid.,ch.2（邦訳：第 2 章

ルソ

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・

ーのソフィー）
、及び Martin, J. R., 1981, Sophie and Emile : A

政策研究叢書第 4 巻

Case Study of Sex Bias in the History of Educational Thought ,

pp.47 − 67）を参照。

Harvard Educational Review, vol.51, No.3, pp.357-372. を参照。

ジェンダーと教育』
、東北大学出版会、

「教育の問題を考えるにあたって、ジェンダーが重要な
41 坂本は、

31 Martin, Reclaiming a Conversation., p.6（邦訳：10 頁）

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」

32 Ibid., p.98（邦訳：171 頁）

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

33 Ibid., p.93（邦訳：163 頁）同様の論点を論じたものとしては、

とは何か―教育思想史からの示唆」
、48 頁

Martin, J. R., 1986, Redefining the Educated Person: Rethinking

42 2009 年 1 月に放送されたＮＨＫスペシャル「シリーズ女と男」

the Significance of Gender , Educational Researcher, vol. 15

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

pp.6-10 も参照。

リダ州 Woodward Elementary School が紹介された。同校の特

34 Martin, Reclaiming a Conversation, pp89-90（邦訳：157-8 頁）

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。

「心配りの倫理」については以
35 Ibid., p.96（邦訳：168 頁）また、

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

下を 参 照。Carol Gilligan, 1982, In a Different Voice, Harvard

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・

University Press.（邦訳：岩男寿美子監訳、並木美智子・生田久

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

美子訳、1986 年、
『もう一つの声』
、川島書店）

案として分析していく必要がある。

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
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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

そのため、カナダでは、憲法と多文化主義を考える場

Ⅰ . はじめに

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。

カナダ連邦自由党議員であり、歴史・思想史家とし

民族問題としては、例えば、先住民問題を挙げるこ

ても有名な Michael Ignatieff が「権利革命」という言

とが出来る。1982 年カナダ憲法 25 条および同 35 条は、

葉を用いて、非常に重要な指摘をしている。
「権利革

先住民の権利を保障する。裁判所による先住民の権利

命にはふたつの側面があります。すなわち、一方では

の捉え方について、
私は以前、
以下のようにまとめた。

平等な権利を促進し、他方では差異の権利を擁護する

「憲法上の権利としての先住民の権利において、裁判

1

という二面性です」 。つまり、現代社会では、差異

所は先住民のパースペクティブを理解して、さらにコ

を認めつつ平等を促進するという、一見矛盾する課題

モン・ローというメインストリームのパースペクティ

を考えなければならない、というわけである。

ブと平等の比重で考慮することにより、先住民の権利

周知のように、カナダでは、国是として多文化主

を確定するという手法を用いた。つまり、裁判所は先

義を採用している。1960 年からのケベックにおける

住民の『差異』を承認した上で、カナダ社会において

「静かな革命」が幕を開けて以降、ケベック・ナショ

非先住民との共生可能な枠組みを構築することを考え

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
2

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

は必然であった 。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

るために、本稿では、性的指向（sexual orientation）

たことにより、カナダでは、多文化主義を本格的に議

私は以前、以下のような指摘をした。「私たちは、

3

の問題について考えていくことにする。

論する土壌が出来上がった 。また、1982 年カナダ憲

マジョリティ文化の中を生活し、その中で形成された

法 27 条において、「この憲章は、カナダ国民の多文化

制度の中に生きているために、私たちの社会の中にあ

的伝統の維持および発展と一致する方法によって解釈

るあらゆる制度がマジョリティ文化を背景にして形成

されなければならない」と規定され、憲法上でも多文

されているということに気付いていないように思われ

4

化主義を明示するに至っている 。

る。そのためにマジョリティ文化が形成してきた制度

しかし、当初、カナダの多文化主義のテーマは「民

が、社会の中で暗黙に当然のものとして存在するよ

族」という問題がメインテーマであった。前述したケ

うに思い込み、そのことが先住民などの他文化の背

ベック問題とともに、先住民やその他の少数民族の問

景を認識することなく、彼らを同化することに繋が

題にどのように対処するのかということが重要な課題

る可能性がある」9。このことは、性的指向の問題に

「多文化主義の対
であった 5。だが、1980 年代以降、

も当てはまる。というのも、社会にある異性愛規範

象を『民族集団』から様々な背景をもった『個人』へ

10
により、同性愛者等の性的指向
（heteronormativity）

6
する時代を迎える。つまり、多様性（diversity）
と転換」

は異常なものとして認識され、異性愛規範により同化

の問題は、
すべて多文化主義の問題となったのである。

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。

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

しかし、最初からカナダが異性愛規範の脆弱な国家

けて論じる。

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。

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

では、カナダでは、どのようにして性的指向の問題

無を指標とする差別的取り扱いの合憲性が問われた

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、

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

平等権の判例の動向がどのように性的指向の問題と連

裁判所は、
平等権審査の枠組みを提示することになる。

関しているのかについて論じる。アメリカでは、レズ

まず Andrews 判決は、同一状況にいる者は同一に

ビアンとゲイの権利という法的議論をするときに、平

取り扱われ、異なった状況にいる者は異なって取り

等に基づく議論とプライバシーに基づく議論の二つに

扱われるという同一状況審査（similarly situated test）

13

分かれる 。しかし、カナダでは、1969 年における連

を否定した。憲章 15 条についての多数意見を書いた

邦政府の Trudeau 首相の有名な宣言により、ホモセク

McIntyre 裁判官は、同一状況審査を憲章の下で生じ

シュアル活動の非犯罪化がなされたため 14、平等に基

る平等の諸問題の解決のための確固たる規範あるいは

づく議論しか問題とならない。そのため、カナダでは、

定式（fixed rule or formula）として受け入れることが

平等権の判例動向と性的指向問題の連関性が重要な問

できないとし、
「考慮は、法の内容、その目的、法が

題となる。

適用される人々および法の適用から排除される人々へ

本稿では、同性婚を承認するに至るまでに、その基

の影響に向けられなければならない」とした 22。さら

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、真の平等の本質である諸差異の和解のためには、

に焦点を絞る。Ⅱで平等権判例の動向を示し、さらに

区別をすることはしばしば必要とされるとした 23。

Ⅲで、どのように性的指向への権利が認められるに至

で は、 許 さ れ な い 区 別 と は 何 か。 そ れ が 差 別

ったのかを判例に基づいて考察する。そしてⅣで、平

（discrimination）である。差別を立証するときに、差

等権と性的指向問題の連関性の要因を概観する。

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

Ⅱ . 平等権判例の四つの時期

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

カナダでは、1982 年に、人権規定を含む 1982 年カ
15

した差別が存在するのかを審査し、その差別が正当化

ナダ憲法が制定された 。しかしながら、平等権を定

されるか否かは、憲章 1 条 27 によって審査されるとし

める憲章 1615 条 17 は、三年間効力を有しなかった。つ

た 28。また、人格的特性に基づく差別であるのか、そ

まり、1985年4月17日から効力を有することになった。

してその差別が「列挙されたあるいはそれに類似する

その目的は、連邦政府と各州が自らの法律を見直し、

事由」であるのかということを請求者は立証する責任

憲章 15 条と一致するようにその法律に必要な修正を

があり、その立証責任を果たした後、憲章 1 条に基づ

18

するための時間を提供することにあった 。
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）

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。

10 条において、性的指向が、禁止された差別事由に

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

あたることを規定していた 19。しかし、連邦および他

も正当化されないと判示した。

の州では、性的指向を差別事由として人権立法に入れ

このように、Andrews 判決において、憲章 15 条 1

ることには消極的であった。これには、裁判所がどの

項の射程は、同条に「列挙されたあるいはそれに類似

ように差別を解釈し適用するのかということが分かっ

する事由」でない限り問題とならないとし、広く平等

ていなかった状況下で、性的指向という問題を積極

というものを指示するのではなく、緩く制限された形

カナダ憲法における平等権と
性的指向問題の連関性
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で解釈する枠組みを提示した。また、R v. Turpin29 に

を正当化するために、
その負担
（＝立証責任―河北）
は、

おける Wilson 裁判官の Andrews 判決のまとめを借り

当該法を支持することを求める当事者、
通常、
国家（the

れば、「15 条は、Andrews 判決において当該裁判所に

そうである場合、2）区別がその目的ないし効果にお

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

いて差別的であるかを決定するために、事案ごとの分

「立法の直接的あるいは間接的効果が吟味されるのは、

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、

30

この第二段階である」36 として、Andrews 判決の第二

析を命じる」 のである。

段階に、さらに「第三段階は、区別が、15 条 1 項に列

2. 平等三部作（1995 年） ―第二期―

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

Andrews 判決以後も、平等権に関する判例法理の

の側面を付け加える。すなわち「ある集団によって共

発達は見られたが 31、重要な質的変化がもたらされた

有される人格的特性を決定すること」と「当該立法の

のは、1995 年であった。カナダでは、この時代を、

基礎にある機能的価値を考慮するときにその関連性を

平 等 三 部 作（Equality trilogy） あ る い は 1995 年 の

評価すること」という二側面であり、この第三段階の

三部作（la trilogie de 1995）と呼ぶ。この時代に、

二番目の側面である「関連性（relevancy）の評価は、

32

Miron v. Trudel（ 以 下、Miron 判 決 ） 、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

「列
②の見解は、McLachlin 裁判官が要約するように、

注目すべきは、この三判例において、最高裁判所の裁

挙されたあるいは類似の事由に基づく区別が明らか

判官が、平等権について相異なる三つの見解に割れた

に当該立法の機能的価値と関連性がない（irrelevant）

ということである。見解の分岐は全ての判例において

場合、その区別は差別的である」39 と考える見解であ

同じように現れているため、ここでは Miron 判決に現

る。

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。

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、

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

事実婚関係（common-law relationship）のパート

だわらない。L'Heureux-Dubé 裁判官によれば、平等

ナーを配偶者（spouse）に含めるか否かが争われた

権審査は、主観的−客観的パースペクティブから着手

Miron 判決において、① Andrews 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）、② Andrews 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）

されなければならないとされ、
「この審査に形式と実

の三つに裁判所の意見が分かれた。

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

①の見解は、McLachlin 裁判官によって、「15 条 1

響を及ぼされる利益の性質の二つを審査することが提

項の下での分析は、二つの段階を含む。最初に、請求

示される。このとき、影響を及ぼされる集団の性質を

者は、他の人と比べて、法の『平等な保護』あるいは

「非伝統
考察する部分で、L'Heureux-Dubé 裁判官は、

『平等な利益』の否認を示さなければならない。第二

的諸関係における人々は、メインストリームからの何

に、請求者は、その否認が差別を構成することを示さ

らかの程度の周辺化と不利益を被っていたし、被り続

なければならない。この第二段階で、差別が主張され

「影響を受ける特定の
けている」41 と指摘するように、

るために、請求者は、その否認が 15 条 1 項に列挙さ

集団は、
古くから差別されてきたか否かを問題とせず、

れた事由あるいは類似する事由のひとつに基づくもの

メインストリームからある程度の不利益および排除を

であることを示し、不平等な取り扱いが想定される集

現に受けているか、今後受け続ける可能性があれば十

団あるいは人格的特性の固定概念的適用
（stereotypical

分である」42 と考えている。

application）に基づくものであることを示さなければ

Miron 判決は、①および③の見解によって、事実婚

ならない。請求者が、この分析の下で、その負担（＝

関係にある者を配偶者に含めないことは、憲章 15 条 1

立証責任―河北）を果たした場合、15 条 1 項の侵害が

項に違反し、同 1 条によっても正当化されないと判示

立証される。その時、憲章 1 条の下で『自由で民主的

した。

な社会において明確に正当化される』ものとして差別
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この平等三部作の判決で重要なことは、Andrews 判

決の枠組みに対するアンチテーゼが出されたことにあ

成しなかったし、子どもに利益あるいは利点を与えな

る。では、その後、このアンチテーゼがどのように展

いことを構成しなかったと私は結論付ける。委員会の

開していくのだろうか。それが、次に論じる、〈間〉

命令もその論法も、15 条の侵害として解釈され得な

の時代の重要な役割である。

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

3. 〈間〉の時代

―第三期―

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

この時代を特徴づけるのは、Alexandre Morin が指

議を申し立てた Eldridge 判決において、La Forest 裁

」時代であ
摘するように、
「問わない（peu importe）

判官は、憲章 15 条 1 項の事案で、最高裁は二つの別

43

「この
る 。つまり、Ⅱ 2 で示した諸見解について、

個ではあるが関連する目的に仕えることを強調したと

上告における結果は、私の意見では、どの基準が適用

して、
「第一に、それは、私たちの社会的、政治的そ

0

0

0

44

されるかを問わず、同じである」 と示されるように、

して法的文化の中に深く根付く、全ての人々の人間の

三つの見解の和解が見られるようになる 45。ここでは、

尊厳と平等な価値への係り合い（commitment）を表

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

明する」とし、
「第二に、それは、
『私たちの社会の中

ないで、特別学級に入れることに異議を申し立てた

の見解では、最近の事案においては、これらのアプロ

Eaton 判決において、Sopinka 裁判官は、「憲章 15 条

ーチのどれが適用されるかに関係なく、同じ結論に帰

の適用に関するすべての原則について、当該裁判所の

着する。……ここで区別は、ヘルス・ケア・システム

判断において全員一致ではないけれども、意見の相違

の基礎にある機能的価値と関連性がない人格的特性に

がない点で、諸原則に基づいて、この事案における問

基づくことは問題がない。それらの価値は、健康の促

題は、解決され得ると私は信じる。15 条の侵害が認

進と病気・疾患の治療および予防、そして公的に資金

定され得る前に、請求者は、その疑義が唱えられた規

を提供されるヘルス・ケア・システムの媒介を通じて

定が、請求者に利点あるいは利益を与えないまたは請

それらの価値を実現することにある。個人の身体的障

求者に不利益と負担を課す、禁止されたあるいは類似

害以上にそれらの価値と関連しない人格的特性はあり

する事由に基づく区別を創設することを立証しなけれ

得ない」53 として、ここでもⅡ 2 で示した諸見解の差

ばならない」48 とした。また、Ⅱ 2 における②の見解

異を控えめに扱うことを試みている。また、Eldridge

は、
「ある区別が、関連性のない人格的特性に基づい

判決は、Andrews 判決でも示したように、差別的目的

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
「私
望を例示する」とした 52。Ⅱ 2 の諸見解について、

たものであると示さなければならないという見解であ

あるいは差別的意図が 15 条 1 項の必要条件ではない

る。この見解において、立法の機能的価値がそれ自体

ことを示し、法的区別は 15 条 1 項を侵害するために

として差別的でないとき、立法目的あるいは立法の機

個人あるいは集団に不利益を与える願望により動機づ

能的価値への関連性は、差別を否定することができ

けられる必要はなく、立法の効果が法の平等な保護あ

る。Miron 判決において表明されたような多数派の見

るいは利益を誰かに否定するためにあるかどうかで十

解は、禁止されたあるいは類似する事由に基づく区

「一般公衆に提供される
分であるとした 54。さらに、

別が差別を構成しないというまれな部類（class）の

サービスから不利に置かれた人々が平等に利益を得る

事案にその事案が該当することを示すときには、関連

ことを保障するために積極的な諸段階をとることがな

性が一つの要素として役に立つ可能性があるというこ

いことから差別が生じ得るという原則は、人権分野に

とであった。……今問題になっている上告の目的のた

おいて広く受け入れられている」55 とした。

めには、この概略で事足りる」49 として、Ⅱ 2 で示し

Eaton 判決や Eldridge 判決は、1995 年の平等三部作

た諸見解の差異を控えめに扱うことを試みている。

で現れた諸見解の差異を出来るだけ中和して、一つの

そして Sopinka 裁判官は、オンタリオ州特別教育委員

枠組みを作り出す過程の段階であったと位置付けるこ

会（Ontario Special Education Tribunal）は「Emily

とができる。

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

4. 平等権審査基準の確立（1999年） ―第四期―

「委員会によって確証され
とを結論付けた」50 とし、

前述のように、平等権の判例法理には様々な見解が

た Emily の保護措置は、不利益や負担を課すことを構

述べられていたが、1999 年、年齢による差別を取り

カナダ憲法における平等権と
性的指向問題の連関性
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扱った Law v. Canada（以下、Law 判決）56 によって、

特性あるいは境遇の間の調和、③他の集団についての

平等権の審査基準が確立された。

向上的な（ameliorative）目的ないしは効果の存在、

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

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。

判所は、次の三つの大まかな吟味をすべきである。第

このように、Law 判決は、Iacobucci 裁判官も述べる

一に、疑義が唱えられた法律が、
（a）ひとつあるいは

ように、
「憲章 15 条 1 項の下での差別の請求を分析す

それ以上の人格的特性に基づいて、請求者と他者との

るのに適切なアプローチは、これら様々な表現の総合

間の形式的区別を引いているか、あるいは（b）ひと

（synthesis）を含む」61 として、Andrews 判決というテ

つあるいはそれ以上の人格的特性に基づいて、請求者

ーゼ
（定立）
と平等三部作というアンチテーゼ
（反定立）

と他者との間の実質的に異なった取り扱いをもたらす

とのまさにジンテーゼ（総合）と位置付けられるだろ

カナダ社会内で、すでに不利益を受けている請求者の

「人間の尊厳」という新たな要件を
う。Law 判決は、

立場を考慮に入れないのか。第二に、ひとつあるいは

加えることにより、平等権の審査基準を確立した。

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

Ⅲ . 性的指向関連の判例

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
57

Ⅱの平等権に関する判例は、性的指向問題にどのよ

いが、実質的な意味において、差別するのか」 とし

うな連関性を持つのか。ここからは、Ⅱの時代区分ご

「15
て Andrews 判決の流れを踏襲した上で、さらに、

とに、性的指向関連の判例を見ていくことにする。

条 1 項の目的が、不利益、固定概念化あるいは政治的
0

0

0

0

0

0

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

の尊厳と自由の侵害を防ぐことであり、平等に能力が

1. 第一期の判例

あり、平等に関心、尊重そして考慮に値するカナダ社

この時期に、カナダ最高裁判所で、性的指向の平等

会の成員あるいは人間として、法における平等な承認

問題を直接取り扱ったものはない。しかし、Andrews

58

を全ての人が享受する社会を促進することである」

判決の法理から、
「ヘテロセクシュアルに与えられる

とした。では、「本質的な人間の尊厳」とは何か。

立法上の利益からゲイとレズビアンを排除すること

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）

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

を感じることを意味する。それは、身体的かつ心理的

られた。実際、下級審ではあるが、1992 年に出され

高潔と啓発に関わる。人間の尊厳は、個人のニーズ、

た Haig v. Canada63 において、憲章 15 条は禁止された

能力あるいはメリットと関係のない個人の特徴ないし

差別事由として性的指向を含めるように解釈されるべ

は境遇に基づく不公平な取り扱いにより害される。そ

きであるとした判例もあった。この時期の性的指向に

れは、彼らの差異の基礎となる状況（context）を考

関する初めての最高裁判所判決としては、1993 年に

慮に入れて、異なった諸個人のニーズ、能力、メリッ

（以下、
出された Canada（Attorney General）v. Mossop

トに敏感である法により促進される。諸個人と諸集団

Mossop 判決）64 がある。
Brian Mossop のパートナー（同性）の葬式への参

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

列のための忌引きが拒否されたために、カナダ人権法

と諸集団の完全な場を承認する時、人間の尊厳は促進

（Canadian Human Rights Act）の「家族の地位」条項

される。平等保障の意味内で、人間の尊厳は、それ自

に反するとして訴えた Mossop 判決は、直接的には憲

、社会における個人の地位あるいは立
体で（per se）

章 15 条 1 項とは関係しない事案であった。ここでの

場と関係するのではなく、むしろ、特定の法律に直面

問題は「ヘテロセクシュアル・カップルに与えられた

している時に人が正当に感じる問題に関係する。法は、

利益を同性パートナーに否定することは、カナダ人権

法によって影響を及ぼされ排除される諸個人に関する

法に矛盾しないかどうか」65 であった。多数意見であ

境遇のすべてを考慮に入れて、彼ないし彼女を不公平

る Lamer 首席裁判官と La Forest 裁判官は、保護され

に取り扱っていないか」59 と指摘し、ある法律が人間

る事由の一つとして、その行為において、性的指向を

の尊厳を害するかを決定するときに助けとなるいくつ

含まないという議会の選択の観点から、同性家族を含

かの状況的要素（contextual factors）を提示する。そ

めるように広く当該法律の家族の地位条項を解釈する

れは、①以前から存在する不利益、②区別と請求者の

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

という固定概念を強化する。上訴人の関係は、鮮明に

及するかもしれないが、それが、通常の言葉の使用に

そのアプローチの誤りを明らかにする。当該立法がそ

67

おいて、その地位にまだ達していない」 とした。た

のような誤った固定概念に基づく偏見的態度を強化す

だ L'Heureux-Dubé 裁判官は、家族の地位条項の法律

るとき、差別的影響は、まったく些細であると考えら

解釈が同性家族を排除するということに同意しなかっ

れ得ない。疑義が唱えられた規定の効果が、明らかに

た 68。さらに、Lamer 首席裁判官は、議会が、差別の

人間の尊厳を保護する 15 条の目的と相容れず、それ

禁止された事由のリストの中に、性的指向を含めるこ

ゆえに、その区別は、性的指向に基づく差別の状態に

とを決定していたら、家族の地位条項の範囲の解釈が

達する」75 とした。また、③の見解である L'Heureux-

69

まったく異なっていたかもしれないと言及した 。

Dubé 裁判官は、「平等は、……個人の差異にもかかわ

Didi Herman によれば、「これらのゲイ訴訟当事者

らず、人間として各人の平等な価値を承認することへ

にとって、彼らが上告において敗訴した一つの事案

の関与を意味しない場合、何の意味もない。平等は、

70

（Mossop, 1990, 1993）は、大部分は成功していた」

私たちの社会が、
二級市民としてある人々を取り扱い、

と指摘される。実際、Mossop 自身もまた、この訴訟

これといった理由もなく能力がないものとして彼らを

がホモセクシュアルについて語る場を創設したので、

取り扱い、あるいはその他の方法で基本的な人間の尊

71

この訴訟を勝利と考えていた 。しかし、Mossop 判

厳を害する立法的区別を許容することができないとい

決の多数意見は、
「巧妙に支配的な家族言説という異

うことを意味する」76 とした。こうして、
Egan 判決は、

性愛規範を強化した」72 ともいえる。いずれにせよ、

①の見解と③の見解では、性的指向に基づく差別であ

Mossop 判決の先例的意義は大きくはなかった。

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、

2. 第二期の判例

性的指向が類似する事由であることは認めつつも、
「結

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。

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、

同性愛者の James Egan と John Norris Nesbit が老齢

長い間の哲学的、宗教的伝統の反映であるということ

年金の配偶者手当を申請したが、申請を却下された

を言うことで十分である。しかし、真の結婚の存在理

ために、高齢者保健法（Old Age Security Act）の規

由（raison d'être）は、これらすべてを超越しており、

定が憲章 15 条 1 項に違反するとして提訴された Egan

ヘテロセクシュアル・カップルたちだけが生殖能力を

判決においても、Ⅱ 2 で示したように、三つの見解が

持ち、大抵の子どもは、これらの関係の産物であり、

出された。つまり、① Andrews 判決を踏襲する見解

一般的に彼らは、その関係の中で生活する人々によっ

（Sopinka 裁 判 官、McLachlin 裁 判 官、Cory 裁 判 官、

て、世話され、養育されるという生物学的・社会的現

Iacobucci 裁判官）、② Andrews 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）

実において、しっかりと根拠を与えられる。この意味

の三つである。

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

「Miron 判決における多数意見は、性に中立的な言

れは伝統的な結婚の基礎である生物学的・社会的現実

語（sexuality-neutral language）で書かれていたので、

を変えないだろう」77 として、当該法律の基礎となる

Miron 判決における諸原則は、異性事実婚カップルに

機能的価値と関連性があるので、配偶者の中に、同性

適用されるのとまさに同様に、同性事実婚カップル

カップルを含めることには同意しなかった。
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にも明らかに適用される」 と Kathleen A. Lahey が指

Cory 裁判官は、「当該立法は、ホモセクシュアル・カ

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

ップルに法の平等な利益を否定する。当該法律は、メ

伝統的な概念は、裁判官の多数を抑制し、社会の諸法

リットあるいは必要に基づいてではなく、単に性的指

において、不公平な取り扱いを正当化することができ

向に基づいてこれを否定する。異性の誰かという『配

た。ゲイとレズビアンにとって冷淡な失望に関わるこ

偶者』の定義は、ホモセクシュアルたちが、ヘテロセ

とであることは言うまでもない」79 という。また「Egan

クシュアル・カップルと同じ方法において、持続的で、

判決における議論は、Mossop 判決における議論より

日常の世話をする、相互に協力的な経済的相互依存を

も同化主義であった」80 という指摘もある。Egan 判決

持った関係を形成することができないし、そうしない

から言えることは、1992 年に Debra M. McAllister が

摘するように、Egan 判決において、①の見解である

カナダ憲法における平等権と
性的指向問題の連関性
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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

Iacobucci 裁判官は、「差別から人々を保護するとい

てるものとしての家族という結合の概念は、正確に近

う目的が、この憲章が歴史的に不利益を被る者として

代的現実を反映する」81 ものであった。

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

3. 第三期の判例

「政府が同時に改革の方へ一歩踏み出
だろう」87 とし、

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

す一方で、歴史的に差別の標的であった諸集団は、彼

ローチに存在する可能性があるあらゆる差異は、この

で、これらの集団の権利および自由の侵害が存続する

事案において、結果に影響を及ぼさないだろう。そし

ことが認められる場合、その時、憲章の保障は、空の

て、それゆえに、それらのアプローチを告げることは

言葉（empty words）と大差ないまでに減ぜられるだ

〈間〉の時代と特徴づ
必要ではない」83 というように、

「当該
ろう」88 とした。そして、Iacobucci 裁判官は、

けることができる判決であった。

立法の主眼についての効果に関しては、あらゆる有害

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

ゲイであることを理由に解雇された Delwin Vriend

な影響を見ることは困難である。個人権保護法の受け

が、禁止される差別事由として性的指向を含んでい

入れられている範囲の下で包摂される全ての人々は、

ないアルバータ州個人権保護法（Alberta Individual

彼らが性的指向を読み込むこと以前に持ったのと同じ

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

ように、当該法律によって規定された保護から恩恵を

官が、それぞれ行っている。

法を持つという選択肢に直面していた場合、後者の選

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

Cory 裁判官は、アルバータ州の立法が、ホモセク

択肢が選択されるだろうということを推定することが

シュアルとヘテロセクシュアルの間の区別を引いてい

合理的である。個人権保護法の中に性的指向を含める

るとし、「性的指向の事由からの排除は、……ヘテロ

ことは、……当該立法を変えないので、立法府はいず

セクシュアルと対照的に、彼ら（＝ホモセクシュアル

れにしてもそれを制定しているだろうと推定すること

―河北）への不均衡な影響（disproportionate impact）

が合理的である」89 とした。

を明らかに持つ」とし、個人権保護法がホモセクシ
84

このように、Vriend 判決は、憲章 15 条に反すると

ュアル集団に実質的平等を否定するとした 。そして

して当該法律を無効とするのではなく、性的指向を禁

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

止された差別事由として当該法律に読み込むことによ

指向が個人権保護法から排除されている事実は、……

Robert Wintemute は「Vriend 判決は、おそらく世

性的指向という事由に基づく差別が、他の差別の形式

界におけるその種の最初の判決であった。そして、

ほど、深刻ではないあるいは非難に値しないというこ

Vriend 判決は、アルバータ州立法府がそれ自体の諸

とを確かに提示する」とし、人権立法からの性的指向

法において差別することを控えるための
『消極的義務』

の政府による切捨て（＝政府の不作為）は、
「ゲイと

において、
だけではなく、
特に民間部門
（private sector）

レズビアンに対する差別を黙認し、あるいは助長さえ

性的指向に対する法的保護を提供することによって行

すること」に等しく、
「このように、この排除は差別を

動する『積極的義務』を持つことを効果的に含んでい

85

って、立法不作為から救済する手段をとった。

構成する効果を明らかに生じさせる」
とした 。さらに、

た」90 と指摘する。そして、Vriend 判決が性的指向の

Cory 裁判官は、「この排除は、全てのアルバータ州の

問題について積極的に関与したことは、後の判決にも

人々に、彼らの性的指向に基づく諸個人に対して差別

影響を及ぼした。

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

4. 第四期の判例

れ、彼らは差別という不断の恐れを受け入れ、その中

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

で生活しなければならない。これらのことは、ヘテロ

されるように、性的指向問題と平等権を考える上で画

86
とした。
セクシュアルに課されていない負担である」

期的な判決であった 93。

ということを彼らに教える。あらゆる法的救済を奪わ
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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

北）が、彼らの実際の境遇を見ないままに、異性カッ

である H（＝家を所有し、仕事をする）と M（＝伝統

プルと比べて、経済的相互依存関係の親密な関係を形

的な妻としての専業主婦）との関係が破綻した場合の

成することができないと判断されることを意味する。

配偶者支援の問題であり、オンタリオ州家族法 29 条

……そのような排除は、同性関係における諸個人によ

における「配偶者」に同性カップルが含まれるか否か

って被られる不利益を永続させ、彼らの存在を消すこ

が問題であった。また、
「その判決はオンタリオ州に

とに貢献する」102 ために、「同性関係における諸個人

しか適用されないが、裁判所の平等の解釈は、全ての

の人間の尊厳が、疑義が唱えられた法律により侵害さ

94

政府に対して影響を持った」 ために、MH 判決は同

れる」103 とし、家族法 29 条の「配偶者」の定義は憲

性婚の承認に向かう一つの重大な判決になった。また、

章 15 条 1 項を侵害するとした。

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、

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

固定概念化あるいは政治的ないし社会的偏見を課すこ

であった。前者の目的について、Iacobucci 裁判官は、

とを通じて、本質的な人間の尊厳と自由の侵害を防ぐ

「同性カップルが、異性カップルに影響を及ぼすのと

ことであり、平等に能力があり、平等に関心、尊重そ

同様の経済的あるいは他の不平等によって典型的に特

して考慮に値するカナダ社会の成員あるいは人間とし

徴づけられないことを提示するための証拠はあるけれ

て、法における平等な承認を全ての人が享受する社会

ども、……これが、支援を求める権利がなぜヘテロ

96
とした。そして、15条の下で、
を促進することである」

セクシュアルに制限されるのかを説明していない」106

Cory 裁判官は、「この上告において、同性カップルが

とし、「同性カップルは、彼らの関係が典型的により

結婚できるか、あるいは、……結婚していない異性カ

平等主義であるために、配偶者支援の制度へのアクセ

ップルと同じように取り扱わなければならないかどう

スを持つべきではないということは、回答がない」107

かを考慮する必要性がないことは明らかである」97 と

とした。さらに、第二の目的である「子どもの保護」

し、オンタリオ州家族法 29 条の「配偶者」の定義は、

「当該家族法は、同
について、Iaccobucci 裁判官は、

「立法府が結婚した人々を超えて配偶者支援を提供す

時に、過小包摂的（underinclusive）かつ過剰包摂的

る義務を広げることを決定したということを明らかに

とし、
「異性カップルの成員は、
（overinclusive）である」

示す。配偶者にもたらす義務は、もはや結婚に依拠し

彼らが親であろうとなかろうとにかかわりなく、そし

ていなかった。その義務は、
（ⅰ）ひとりの男とひと

て彼らの生殖能力あるいは生殖願望にかかわらず、配

りの女の間に存在する関係、
（ⅱ）特定の程度の永続

偶者支援を求める資格を与えられるために、配偶者支

性を持つ関係、
（ⅲ）同棲である関係、を含むように

援の諸規定は過剰包摂的で」あるとした 108。さらに、

「同性関係は、その最後の二つの
広げられた」98 とし、

Iaccobucci 裁判官は、過小包摂的であるのは、「子ど

要件に適合する可能性がある。確かに、同性カップル

もの割合が増加するのは、養子、代理母制度そして精

は長続きする、愛情に満ちたかつ親密な関係を形成す

子提供による人工授精の結果として、レズビアンとゲ

るだろう。彼らがその関係の状況（context）におい

イのカップルにより、身ごもられ、養われる」ためで

てなされた選択は、一方が他方への金銭的依存を生じ

あるのに、「配偶者支援の報酬から生じる利益を、親

99

「当該立法が、
る可能性がある」 とした。その上で、

が同性関係であるからのみで、彼らの子どもに否定さ

人格的特性に基づき、請求者と他者の間の形式的区別

れるのでは、子どもを保護するという目的が不完全に

を引いていることは、明らかである」とし、
「家族法

しか達成され得ない」ためであるとした 109。

29 条の下で、当該制定法の要件に適合し得る異性カ

そのような理由から、憲章 1 条による正当化もでき

ップルの成員は、家族法により規定された配偶者の裁

ないとしつつ、MH 判決は、家族法 29 条の効力がな

判所による強制システムへのアクセスを得ることがで

いことを宣言したが、六か月間、宣言を延期すること

きる。
依存する配偶者に配偶者の規定を保障するのは、

にした。というのも、「家族法 29 条が効力あるいは効

このシステムである。同性カップルの成員は、彼らの

果がないと宣言することは、
『配偶者』という語の類

性的指向に基づいて完全にこのシステムへのアクセス

似の定義に依拠する膨大な他の制定法に影響を及ぼす

100

を拒否される」 とした。その区別が差別であるかを、

かもしれない。立法府は、家族法 29 条の違憲性に照

Cory 裁判官は、Law 判決で出された四つの状況的要

らして、これらの制定法の有効性を申し入れようとす

「それは、彼ら（＝同性カップル―河
素を吟味し 101、

るかもしれない。……立法府は、より包括的な方法に

カナダ憲法における平等権と
性的指向問題の連関性
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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

「平
すでに Andrews 判決において、McIntyre 裁判官が

の自由裁量を与えられるべきである」110 からである。

等の促進は、彼らが平等に関心、尊重そして考慮に値

Wintemute は、MH 判決が「（結婚していない異性

する人間として法で承認されるという認識において

カップルと比べて）結婚していない同性カップルに対

全てが安定した社会の促進を伴う」116 と指摘するよう

する性的指向に基づく直接的な差別を、トランプの家

に、
「人間の尊厳」への萌芽がみられた。そして続く

（house of cards）のように崩壊させるための原因とな

平等三部作の時期には、多数意見において、
「人間の

111

った」 とする。しかし、MH 判決は、新自由主義の

尊厳」が平等権を保障する目的であることが言及され

」という、よ
「民営化の政治（politics of privatization）

ていた。同様に、
〈間〉の時代においても、
「人間の尊

り広いコンテクスト内でも評価されなければならない

厳」ということに何度も言及していた。さらに、Law

112

。いずれにせよ、MH 判決によっ

判決では、「本質的な人間の尊厳」は、平等権を審査

て、配偶者という語の中に同性カップルを含めること

する上において、重要な要素であるということを明言

を承認したことは、性的指向の問題を考える上で、非

した。

ことも指摘される

常に重要な意義があろう。

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

Ⅳ . 平等権と性的指向問題の連関性
の要因

も、当初の憲章 15 条 1 項の差別事由に性的指向も含

Ⅱ、Ⅲからも、平等権の判例における進展が、その

「配偶者」にも同性愛者が含
れた MH 判決において、

まま性的指向の問題にも影響を及ぼしていることが分

まれるというように、性的指向への権利が、平等権判

かる。つまり、平等権判例が進展するにつれて、性的

例の進展とともに、そして「人間の尊厳」という概念

指向の法承認の内容も充実し、
「配偶者」という家族

の進展とともに、
拡大していったということができる。

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

像に関係する事柄においても、同性愛者まで含めるよ

確かに、Law 判決で確立された「人間の尊厳」に対

うに解釈するようになっている。では、その要因とし

しては、
否定的な論者もいる。Peter W. Hoggによれば、

て何があるのか。そのことをここからは概括的に論じ

「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

ることにする。

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

1. 要因 1：「人格的特性」

るとされる。また、Hogg は、憲章 15 条にこのような

まず忘れてはならないのが、当初から性的指向に基

価値判断的な段階を導入することにより、憲章 15 条

づく区別が、憲章 15 条 1 項が保障する「列挙された

と憲章 1 条との関係性が不明確になり、さらに、15 条

あるいはそれに類似する事由」にあたると考えられて

にあらゆる新たな要件を課すことは、権利請求者の立

いることである。その重要な要素が、Andrews 判決で

証責任を増加するという望ましくない効果を生じるた

も指摘されたように、個人あるいは集団の人格的特性

めに、Andrews 判決において確立された法理は、「人

である。この人格的特性は、La Forest 裁判官によれば、

間の尊厳」を準則として入れるよりも、かなり優れて

「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

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

114

「15
立証責任の増加という問題は、Law 判決自体が、

としている。このように、性的指向という事由は、列

条 1 項の権利請求者は、状況的要素への参照を通し

挙はされていないものの、それに類似する事由として、

て、彼あるいは彼女の平等権の侵害を立証する負担を

コストにおいて変更可能である深い人格的特性」

115

。

生むけれども、権利請求者が、人間の尊厳あるいは自

このような初期条件があったことは、この問題を考え

由の侵害を示すために証拠を挙げなければならないと

る上で重要であろう。

いう事案では必ずしもない」118 とし、立証責任につい

禁止された差別事由に含まれると承認されている

ては、かなり緩和された見方を裁判所自体がしている

2. 要因 2：「人間の尊厳」

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

では、平等権判例の進展とともに、なぜ性的指向へ

トテレス的形式的平等という見方を否定しており、ま

の権利の枠が広がっていったのか。この要因として、

た Andrews 判決は個人だけを主体とすることなく集

「人間の尊厳」
という語が鍵となるのではないだろうか。

団をも主体とし 119、ここには差異を取り扱うことを表

060

しているとも言え、さらに、
「特に列挙された人々に

ことを疑うための理由に私たちを導き、後者の利益の

類似する事由に基づいた権利請求者に 15 条 1 項の保

性質は、否定された利益が尊厳をもった生活に決定的

護を最高裁判所が広げているという事実は、私たちの

であるかどうかについて討論を導くべきだとする。ま

120

社会で脆弱な集団の人間の尊厳の保護を強化する」

た、Réaume は、集団それ自体の吟味からくる鍵とな

として、Andrews 判決から、「人間の尊厳」への考慮

る要素は、その集団がメインストリームから歴史的に

「人
があったと指摘される 121。さらに、Mendes は、

周辺化されたかどうかであるとし、
「構造的に不利益

間の尊厳の中核は、共同で思いやりを理解し、共同で

を課すことは、差別の初期の諸状況（contexts）と直

不必要な苦しみを救済する正義への必要を理解するた

接に結び付けられることなしに排除を強化する社会的

めの人間の能力である」122 とし、二つの提言をする。

原動力を生み出し得る。裁判所は、新たな区別がその

それは、
「1．市民の平等の概念は、全ての市民の同一

効果の直接的非難と同様に、ある集団について劣等性

の取り扱いを意味しない。平等な人間の尊厳は、平等

の雰囲気を生み出すことを可能にするために、新たな

として取り扱われることを個人と集団に許すために差

区別がそのような原動力に貢献しないことを保障する

異が尊重されるということを要求する。平等な人間の

ことに敏感であるべきである」127 とする。さらに、

尊厳を保護するために必要とされる異なった取り扱い

Réaume は、「硬性な定式は、平等権が侵害されたの

を、特別な地位あるいは逆差別としてみなすよりむし

かどうかについての決定の中心にある解釈的行使を捉

ろ、そのような異なった取り扱いは、カナダ社会の思

えることができない。むしろ、私たちは、より緊急

いやりの表明とその基本的な正義感として促進される

に、私たちの政治文化において尊厳とその意味につい

べきである。異なって取り扱われることを必要とする

て社会的対談を始める必要がある」とし、
「法的議論

正当な差異が何かについて、カナダの中で持続的討論

は、立法的区別が影響する人々の生における立法的区

があることを必要とする。／2．人間の尊厳は、政府

別の意味を非尊厳の三つの形式のうちの一つと結びつ

の行為と過小包摂性による不利な影響、構造的差別が、

けることに焦点をあて、立法的区別が含む劣等性の含

市民、裁判所そして政府により、一掃され、除去され

意を具体化することに焦点をあてるべきである」とす

るべきことを要求する。社会的および経済的システム

る 128。

は、周辺化された集団を周辺に分類するように広げら

実際、カナダにおいて、Andrews 判決の枠組みに

れるよりむしろ、最初から包摂的であるように策定さ

Law 判決で加わった「人間の尊厳」という要素を媒介

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
124

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、

。Réaume は、実質的平等の実現のため

異性愛規範の強かったカナダで、配偶者に同性愛者を

に、
「人間の尊厳」という要件の重要性を指摘する。

含めることまで承認するに至ったのには、やはりその

Réaume は、その点で、Andrews 判決はかすかに実質

底流に、お互いの差異を承認しつつ、平等を促進する

的平等に向かっている判決であり、また平等三部作

という裁判所の努力があったからであろう。Réaume

は、多数意見（Andrews 判決を踏襲する見解＋第三

が、「たとえ書かれていなくても、支配する集団のイ

の見解）には、
「人間の尊厳」が登場するが、少数意

メージにおいて構築された公的制度とプログラムは、

見（Andrews 判決を修正する見解）には、「人間の尊

他者が社会と社会の事業に参加する資格を平等に与え

厳」への言及がなく、
「彼らは、用いられる区別が立

られないし、平等に社会の制度の成員ではないという

法目的と関連性がないときだけ、立法が 15 条を侵害

メッセージを伝える。この種の非尊厳は、一部分にお

見解がある

125

する」 と考えているとする。そして、平等権の実質

いて、否定された利益の意義に依拠する。あらゆる表

的基盤として「人間の尊厳」を具体化した Law 判決

面上中立的な規範は、その利益からいくつかの集団を

「尊
に対して、Réaume は肯定的な意見を述べつつも、

排除する。その排除の効果が偏見と一貫した固定概念

厳に基づく分析は、平等権法に本当の実質を与えるた

に結び付けられ得ない場合、危機にさらされている利

めの潜在能力を持つ」126 とし再構成の余地があると

益が尊厳という生に重要である場合に限り、それは不

し、偏見、固定概念、尊厳が構成する利益の三つを詳

当である」129 と指摘するように、平等権において「人

細に考察する。その考察の結果、Réaume は、Law 判

間の尊厳」を見ることは、重要な視点である。

決で出された四つの状況的要素は、排除された集団そ

「人間の尊厳」を考慮
前述した Egan 判決において、

れ自体の性質とその集団に否定された利益の性質に私

していなかった La Forest 裁判官の言説は、明らかに

たちの焦点を向けることにしたがい、一つにまとめら

異性愛規範に基づく偏見あるいは固定概念によって判

れるとし、前者の集団の性質は、典型的に偏見と固定

決が出されていた。その一方で、Vriend 判決のように、

概念が立法の起草において作用している可能性がある

「人
「人間の尊厳」を考慮し、また MH 判決のように、

カナダ憲法における平等権と
性的指向問題の連関性
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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

ることができる。実際に、それは人権という全体の法

向への権利が拡充されていったことからも、
「人間の

の基本的前提である。その社会は、たとえ多様性がと

尊厳」
が、
判例に与えた影響力は小さくはないだろう。

られる全ての形式を是認しなくても、生の一定の領域

異性愛規範の瓦解が、カナダでは進んでいる。その

において多様性に寛容でなければならない」133。

ことは、
同性婚を承認したことからも言える。しかし、

多様性を承認するということは、個人に内在する異

MH 判決で言及したように、同性愛者を配偶者に含め

性愛規範と社会に内在する異性愛規範とを峻別するこ

ることと結婚の承認とは異なる。同性婚をどのように

とが重要であるのかもしれない。社会の中で異性愛規

して認めていったのかを考察するには、まだこれだけ

範を瓦解させることは、重要である。しかし、個人の

では不十分である。同性婚についての考察は、他日を

中の異性愛規範を瓦解させることは、容易ではない。

期したい。

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

Ⅴ . おわりに

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

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、

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。

「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

註

のように緩和していくのかということであった。この
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雅寿「カナダ憲法における多文化主義条項」法学雑誌 53 巻 4 号
（2007）969 頁− 1009 頁参照。

5 カナダの多文化主義の変遷については、正躰朝香「カナダにお
ける多文化主義の萌芽・成立・変容」
カナダ研究年報 16 号
（1996）

81 − 88 頁、オージー・フレラス＝ジーン・エリオット「多様性
から統一をつくり出すこと―カナダの政策としての多文化主

カナダ人と同等の権利をホモセクシュアルも持つべき

義―」多文化社会研究会編訳『多文化主義 アメリカ・カナダ・

だと答えていることを指摘し、以下のように述べる。

オーストラリア・イギリスの場合』
（木鐸社、
1997）157 頁− 185 頁。

「
（ホモセクシュアルに―河北）寛容であることと（ホ

また、西川長夫＝渡辺公三＝ガバン・マコーマック編『多文化

モセクシュアルを―河北）是認しないことは、共存す

主義・多言語主義の現在 カナダ・オーストラリアそして日本』

062

（人文書院、1997）も参照。

の「1867 年カナダ憲法」である。しかし、
「1982 年まで、カナ

6 正躰朝香 前掲注（5）86 頁。

ダ憲法のきわめて重要な部分が、法的には英国において変更さ

7 これに関して、佐々木雅寿「多文化主義と憲法―カナダ憲法

れることができたにすぎなかった」
（ケネス・M・リシック「カ

を中心にして―」杉田敦編著『岩波講座憲法 3 ネーション

ナダ憲法」森島昭夫＝ケネス・M・リシック編『カナダ法概説』
（有

と市民』
（岩波書店、2007）165 頁− 189 頁。

8 河北洋介「カナダ憲法における先住民の権利に関する考察」東

斐閣、1984）6 頁）ために、移管（patriation）が重要な問題で
あった。また、1867 年カナダ憲法は、人権規定を設けていなか

北法学 27 号（2006）69 頁。

った。そのため、
「1982 年カナダ憲法」において人権規定を置

9 河北洋介 前掲注（8）77 頁。

くことにした。同時にそれは、イギリスからの憲法的独立をも

10 この語の説明については、ジョー・イーディー編著（金城克哉

意味した。1982 年カナダ憲法において、1 条に人権制約規定を

訳）
『セクシュアリティ基本用語事典』
（明石書店、2006）127

置き、それ以降に人権規定を置いている。そのため、カナダで

頁− 128 頁参照。赤川学は、オナニーを排除するベクトルの中に、

は、1 条と他の人権規定を考慮して人権を考えなければならな

正規の夫婦間のセックス以外を不当なものとして蔑視する性欲

い。Hunter v. Southam Inc.,［1984］2 S.C.R. 145 at 169 によれば、

のエコノミー秩序があるとして、
「この秩序においては、夫婦間

いったん権利請求者が権利および自由に関するカナダ憲章上の

セックス以外の営みは同じ程度不当なものとして存在しており、

権利が侵害されたということを立証したなら、憲章 1 条の正当

ゆえに買春とオナニー、オナニーと同性愛はしばしば互換可能

化を立証するために当該侵害を支持することを求める当事者が

な行為と考えられている」とし、また、異性間の性行動を正当

立証責任を負うとされる。1982 年カナダ憲法の制定の歴史につ

なものとみなす「強制的異性愛の制度」に伴って生じる排除が

いては、伊藤勝美「カナダにおける憲法改正論争（一）
・
（二）
」

あり、
「この制度のもとでは同性愛も、オナニーも、異性愛から

比較法政 21 号（1982）1 頁− 38 頁、同 23・24 号（1984）73 頁

排除されるという意味では同じ資格で存在する」とする（赤川

− 115 頁、
齋藤憲司「1982 年憲法―憲法構造と制定過程―」

学『セクシュアリティの歴史社会学』
（勁草書房、1999）258 頁）
。

レファレンス 381 号（1982）74 頁− 101 頁参照。

さらに、赤川は、
「性欲が『男女両性の間に働く本能』と定義さ

『権
16 1982 年カナダ憲法 34 条に「この章（＝第一章―河北）は、

れる限りにおいては、同性愛やオナニーは必然的に、逸脱した

利および自由に関するカナダ憲章』と引用することができる」

異常な性欲、すなわち『変態性欲』という扱いを受ける。そし

として、通常、
「憲章（Charter）
」と略される。このため、これ

て同性愛やオナニーとされる『行為』ではなく、そうした行為
を行う人間の『人格』や『アイデンティティ』が問題にされる
ことになる」として、
「この『同性愛＝変態性欲』コードが解体
するためには、おそらく『性欲』や『性』という概念そのもの

以降、本文中では、憲章と略することにする。

17 1982 年カナダ憲法（憲章）15 条
①すべての個人は、法の前および法の下において平等であり、
差別されることなく、特に、人種、出身国もしくは出身民族、

の意味づけが変容を遂げる必要がある」とする（赤川学『同書』

皮膚の色、宗教、性別、年齢または精神的もしくは身体的障

。
195 頁）

害を理由に差別されることなく、法の平等な保護および平等

11 日本におけるカナダの同性婚の研究として、山下純司「カナダ

な利益を受ける権利を有する。

における同性婚訴訟と法学教育」法学会雑誌 41 巻 2 号（2006）

②第一項の規定は、人種、出身国もしくは出身民族、皮膚の色、

93 頁− 121 頁、佐藤信行「カナダにおける同性婚―法形成過

宗教、性別、年齢または精神的もしくは身体的障害を理由に

程の視点から ―」法学新報 112 巻 11・12 号（2006）363 頁

不利な状況にある者を含む、不利な状況にある個人または集

− 389 頁、富井幸雄「同性婚と憲法 ―カナダの婚姻法（the

団の状況を改善することを目的とする法、計画もしくは事業

・
（二）
」法学新報
Civil Marriage Act）を素材として―（一）

113 巻 1・2 号（2006）171 頁− 227 頁、同 113 巻 3・4 号（2007）
35 頁− 79 頁、山下純司「カナダにおける市民婚姻法の成立と同
性婚訴訟」法学教室 316 号（2007）6 頁− 7 頁など。

12 Bruce Ryder, Equality Rights and Sexual Orientation:
Confronting Heterosexual Family Privilege 9 Can. J. Fam. L.
39（1990）at 46.
13 Edward Stein, Law, Sexual Orientation, and Gender in Jules

を妨げるものではない。

18 Peter W. Hogg, Constitutional law of Canada［Loose-Leaf
（Ontario; Carswell, 1997 −）at 52-9.
Editon］

19 これについて、Alexandre Morin, Le droit à l égalité au Canada
（Montréal, Québec; LexisNexis, 2008）at 154 − 156 を参照。

20 この初期の平等と性的指向に関する議論については、supra
note 14 at 167 − 170 を参照。
21［1989］1 S.C.R. 143.

Coleman and Scott Shapiro, eds., The Oxford Handbook

22 Ibid. at 168.

of Jurisprudence and Philosophy of Law（Oxford; Oxford

23 Ibid. at 169.

University Press, 2002）at 1008 − 1009. なお、アメリカにおける

24 Ibid. at 173 − 174.

ゲイの権利の歴史については、ジョージ・チョーンシー（上杉

25 Ibid. at 174.

富之＝村上隆則訳）
『同性婚――ゲイの権利をめぐるアメリカ現

「疑
26 これについて、La Forest 裁判官は以下のように指摘する。

代史』
（明石書店、2006）参照。

義が唱えられた立法が 15 条に列挙されたそれらと多くの類似性

14 Janet L. Hiebert, Charter Conflict: What Is Parliament s Role?

を共有する人格的特性に基づいて他の個人から被告を区別する

（Montreal and Kingston; McGill-Queen's University Press,

ことは認められない。市民権の特性は、典型的に個人の統制内

2002）at 162.

にない特性であり、
この意味において、
不変で（immutable）ある。

15 カナダには、二つの憲法がある。まず、イギリスの植民地政策

市民権は、少なくとも一時的に、意識的行為によって変えるこ

として、1867 年に制定された「英領北アメリカ法」である現行

とができない個人の特性であり、いくつかの事案において、受
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け入れがたいコストに基づくとことを除いて変えることができ
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ない個人の特性である」
（ibid. at 195）
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69 Ibid. at 578 − 582.
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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―

木村

元

自由を奪われた「他者」は、司法的救済を求めて米国

Ⅰ . はじめに

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

2001 年 9 月 11 日に米国という水面に投じられた一

の社会集団の多数者によって定められ、多数者によっ

石は、ほかならぬ米国という水面に投じられたがゆえ

て適用されるものである以上、法がその社会集団の認

に、たちまち世界中に波紋を広げた。米国にとっての

識枠組から切り離されたところに存在するということ

世界は、2001 年 9 月 11 日をさかいに大きく動いたの

はあり得べくもない。いずれの連邦下級審判決におい

である。そして、米国は、自らが描いたその同心円の

ても、
「
『我々』が『他者』と戦争中であること」は所

中心に立って世界を見たとき、
「我々」とは異質な「他

与のものとして判断されており、2004 年、連邦最高

」を発見することとなった。米国の目には、
者（other）

裁判所（以下、連邦最高裁）も、「その従来とは異な

石はその「他者」によって投じられたものに相違ない

る性質から、現在の紛争は正式な停戦合意によって終

と映った。なぜなら、米国はその「他者」を理解する

「
『対テロ
結しそうにない」2 ことに留意しながらも、

ことができなかったからである。理解することのでき

戦争』は国家安全保障の土台として決定的に重要」3

ない
「他者」
からの攻撃は米国に大きな衝撃を与え、
「他

であって、
「戦闘員が戦線に復帰することを防ぐため

者対我々（them versus us）」という単純化された認識

の拘禁は戦争にとって基本的な付随事項である（強調

枠組の下、
「我々」は「他者」の「恐怖（テロリズム）
」

筆者）」4 と述べた 5。2008 年の事件においても、連邦

にさらされており、
「我々」が生存を勝ち取るために

最高裁の裁判官はその意見において、「アメリカは、

は「他者」と闘わなければならないという言説が真し

過激なイスラム原理主義者と戦争中である（America

やかに唱えられるようになった。

「他者」
is at war with radical Islamists）」6 と位置づけ、

2001 年 9 月 20 日、米国の George W. Bush 大統領は、
」と呼称し、
この「闘い」を「対テロ戦争（war on terror）

を「イスラム」と同定し、
「我々」にとって「対テロ

「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

Alberto R. Gonzales ホワイト・ハウス法律顧問は、
「対
2002年1月25日にBush大統領に宛てた覚書の中で、

4

4

戦争」がいかに重要であるかを説いている。

界中のテロリスト集団を発見し、阻止し、打ち負かす

テロ戦争は新たな種類の戦争である。それは、…伝統

まで［この戦争に］終わりはない」と述べ 1、当初は、

的な国家間の衝突ではない。新たな戦争においては、

米国の大多数の人々も Bush 大統領が示したこの「対

その性質上、拘束されたテロリストから素早く情報を

テロ戦争」という手段に賛同の意を表した。

得ること、アメリカの文民に対するさらなる残虐行為

「他者と我々の闘い」という認識枠組は何も執行府

を防ぐこと、文民を無差別に殺害するテロリストを戦

に限ったものではない。米国が国境を跨いで「対テロ

争犯罪につき裁くことが何よりも重んじられる。私の

戦争」を推し進める中、米国の国内および国外で拘束

判断では、この新たなパラダイムの下、…ジュネーヴ

され、政府によって「テロリスト」ないし「敵戦闘員

条約の厳格な制限は時代遅れ（obsolete）であり、そ

4

4

4

4

4

（enemy combatants）」という記号を与えられ、身体的
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4

4

4

4

4

4

4

4

4

4

のいくつかの規定は不合理（quaint）である（強調筆

者）
」7 と助言している。ちょうどヨーロッパ人がアフ

米国は、米西戦争の結果として、新たに独立したキ

リカの黒人を知ったときに、もはや過去のものであっ

ューバ共和国との 1903 年の租借協定に基づき、キュ

「我々」が「他
たはずの奴隷制度が復活したように 8、

ーバ南東に位置する 45 平方マイルの土地と海域から

者」を知ったとき、少なくとも法規範（国内法規範お

なる基地を占有している。同協定においては、
「合衆

よび国際法規範）としては確立したかに見えた「拷問

国の駐屯期間中、キューバは、合衆国が当該領域に対

の禁止」という命題に反する行為が大っぴらに行われ

して完全なる管轄権および支配（complete jurisdiction

るという事態が生じたのである。

and control）を行使することに同意する」ものと規定

2008 年 1 月 11 日、米国のコロンビア特別区巡回区

されている。しかしながら、その一方、
「合衆国は、

連邦控訴裁判所（以下、連邦控訴裁）はキューバの

当該租借地に対してキューバが継続して究極的な主

グアンタナモ湾の海軍基地（Guantanamo Bay Naval

権（ultimate sovereignty） を 及 ぼ す こ と を 認 め て い

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」

る」14。また、1934 年、両国は、租借の修正または廃
アンタナモ湾海軍基地を放棄しない限り」租借は有効

を排斥する論理が赤裸々に綴られている。本稿では、

に存続するとする条約を締結し 15、米国は今に至るま

本判決の分析を契機として、
「対テロ戦争」における
「他

でグアンタナモ湾に軍隊を駐留させているのである。

者」の排斥の一側面（グアンタナモにおける拷問）を

米国は、アフガニスタンにおける軍事活動の過程で

10

複眼的視座から素描することを試みたい 。

棄について合意がある場合を別として、
「合衆国がグ

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

Ⅱ . グアンタナモ

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

2001 年 9 月 11 日のテロ事件に対応して、米国の連

」17 の映像は世界中で報道さ
た「被拘禁者（detainees）

邦議会は、
「テロ攻撃を計画、認証、実行、幇助した

れ、ヨーロッパの国々、国際機関、NGO などからは

と大統領により判断されるか、もしくはそれら組織

被拘禁者の待遇を厳しく非難する意見が寄せられた。

ないし私人を匿う国家、組織、私人」に対して必要

「対テロ戦争」において拘束した「テロリスト」な

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

いし「敵戦闘員」を拘禁する場所としてグアンタナモ

組織アル・カイダを支持しているとして、アフガニス

の国内法によっても規律されることのない領域として

タンのタリバン政権への攻撃を開始した。

その姿を現した。Johan Steyn は、グアンタナモ湾に

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

2001 年 11 月 13 日、Bush 大統領は、「対テロ戦争に

おける拘禁の目的を、被拘禁者をして「法の支配の

おける非［合衆国］市民（Non-Citizens）の拘禁、待

及ばない（beyond the rule of law）、いかなる裁判所

12

遇、審理」と題される包括的軍事命令を発した 。こ

の保護を受けることもない（beyond the protection of

の大統領令は、
（1）過去ないし現在においてアル・カ

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

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

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

る国外で拘束された外国人を「敵戦闘員」として、キ

ばなかった。2004 年から 2008 年にかけてのグアンタ

ューバのグアンタナモ湾海軍基地に収容してきた。次

ナモの被拘禁者をめぐる訴訟において、連邦最高裁は

「グ
節以降で Rasul v. Myers 判決を分析するに先立ち、

一貫して政府の主張に首を縦には振らなかったのであ

アンタナモ」とはいかなる場所であるかを説明してお

る。

く必要があろう。

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

らアフガニスタンに旅行したと主張している。
彼らは、

して展開されてきた。2004 年 6 月、Rasul v. Bush 判

る外国人について、連邦裁判所は制定法上の人身保護

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

管轄権を有すると判示した。グアンタナモの被拘禁者

スに送還されるまで彼らはグアンタナモにおいて拘禁

についての人身保護管轄権を認めることで、被拘禁者

された。Al-Harith は、2001 年 10 月 2 日、宗教儀式に

の司法的救済の道を開いたわけである。しかしなが

参加するためにパキスタンに旅行したが、イギリス人

ら、連邦最高裁判決の 9 日後、Paul Wolfowitz 国防長

に対する敵意が報じられたことからパキスタンを離れ

官補佐は、グアンタナモの被拘禁者の「敵戦闘員」た

ることを勧告されたため、イランとトルコを経由して

る地位を審査するため、グアンタナモに戦闘員資格審

陸路でヨーロッパに帰ろうと試みたと主張している。

査 法 廷（Combatant Status Review Tribunal: CSRT）

20

決 （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

を設置する命令を発した 。この戦闘員資格審査法廷

Al-Harith によれば、まだパキスタンにいる間に AlHarith を乗せたトラックがアフガニスタン人によって

は独立の司法手続としてではなく行政手続として機

強奪され、彼は別の車に移されてアフガニスタンに入

能し、
「敵戦闘員」の決定を審査することを任務とす

り、
その後、
タリバンに引き渡されたという。そして、

る。また、連邦議会は、2005 年 12 月 30 日、被拘禁者

彼はタリバンによってイギリスのスパイであるとして

21

22

待遇法（Detainee Treatment Act: DTA） を制定して

収監されたという。タリバンが勢力を失ったことにと

グアンタナモの被拘禁者についての人身保護管轄権

もなって解放された後、彼は避難経路を確保するため

を制限した。それに対して、連邦最高裁は、2006 年

にイギリス大使館員と連絡をとったという。しかし、

23

6 月、Hamdan v. Rumsfeld 判決 において係属中の事

合衆国軍はイギリス当局と協力して Al-Harith を拘禁

件については被拘禁者待遇法によって人身保護管轄権

し、2002 年 2 月、彼をグアンタナモに移送した。

が否定されることはないとし、さらに、軍事委員会の

2002 年 12 月 2 日、Donald Rumsfeld 国 防 長 官 は、

手続は制定法およびジュネーヴ条約に違反すると判示

グアンタナモにおいて、無理な姿勢を強いる、犬を

した。ところが、この連邦最高裁判決を受け、2006

使用して脅す、20 時間におよぶ尋問を行う、被拘禁

年 10 月、連邦議会によって軍事委員会法（Military

者の髭を剃る、無音の暗室に隔離する、「危害を加

24

Commissions Act: MCA） が制定され、係属中の事

えることのない軽い身体的接触（mild non-injurious

件についても人身保護管轄権が否定されることとなっ

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

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

長官はこの是認を取り消した。しかしながら、原告は

アンタナモの被拘禁者は憲法上の人身保護令状の特権

グアンタナモにおいて拘禁されていた 2 年間、組織的

を有しており、軍事委員会法の適用による人身保護管

に（systematically）繰り返し拷問されたと主張して

轄権の否定は憲法第 1 編第 9 節第 2 項（停止条項）に

いる。例えば、彼らは殴打され、痛みをともなう無理

反すると判示した。本稿で取り上げる Rasul v. Myers

な姿勢で鎖につながれ、犬に脅され、極端な温度にさ

事件はこれらの事件とは異なるフェーズにある。

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

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 Shafiq 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
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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
、指揮（supervised）
、宥恕（condoned）
（implemented）
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

意的な拘禁、（2）拷問、（3）残虐な、非人道的な、品

（1）外国人不法行為法

位を傷つける取扱いは慣習国際法に違反する、
（4）ジ

原告は外国人不法行為法に基づき、国際法（law of

ュネーヴ条約に違反する、（5）合衆国憲法第 8 修正に

「長期にわたる恣意的な拘禁」
、
nations）違反として、

（7）信教の自由回
違反する、（6）第 5 修正に違反する、

「拷問」
、「残虐な、非人道的な、品位を傷つける取扱

28

復法（Religious Freedom Restoration Act: RFRA） に

い」について請求を提起している。原告によれば、

違反するとして、Rumsfeld 国防長官およびその他の

Rumsfeld 国防長官による尋問手法の是認、他の軍の

軍の士官に対して損害賠償（damages）を求める訴え

士官による拷問および拘禁の容認、実行、指揮、宥恕

をコロンビア特別区連邦地方裁判所（以下、連邦地裁）

は慣習国際法に違反するものであるという。

に提起した。彼らは、グアンタナモにおける拘禁の結

外国人不法行為法は次のように規定する。

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

［連邦］地方裁判所は、一外国人による民事訴訟

訴訟手続規則第 12 条（b）（1）および（6）に基づいて

につき、国際法（law of nations）ないし合衆国

本件を却下するよう申立てを行った 29。連邦地裁にお

の条約に違反して行われた不法行為に関しての

いて被告は、外国人不法行為法およびジュネーヴ条約

み、第一審管轄権を有する。

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
30

下級審たる連邦地裁は、被告が行ったとされるそれ

Tort Compensation Act of 1988: Westfall Act）（以下、
Westfall 法）によって妨げられ、憲法上の請求および

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

信教の自由回復法に基づく請求については限定的免除

連邦不法行為請求法の下でのみ審理されるべきである

（qualified immunity）を享有すると主張した。連邦地

とし 36、原告は連邦不法行為請求法により要求される

裁は、被告の不法行為を争うにあたっては連邦不法行

行政上の救済を尽くしてはいないことから、裁判所は

31

為請求法（Federal Tort Claims Act: FTCA） 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

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。

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

請求を生起せしめた事件の当時、被告たる被用者

からの限定的免除を享有するとして憲法上の請求も却

はその職務ないし雇用の範囲内において行為し

下した 33。しかしながら、連邦地裁は、信教の自由回

ていたという司法長官による認証（certification）

復法に基づく請求の却下を求める被告の申立ては否定

により、本章の規定およびそのすべての参照事項

34

した 。ここに、原告は外国人不法行為法およびジュ

（references）の下、合衆国地方裁判所においてそ

ネーヴ条約に基づく請求、憲法上の請求の却下につい

の請求につき開始された民事訴訟ないし手続はい

て上訴し、被告は信教の自由回復法に基づく請求の却

ずれも合衆国に対する訴訟とみなされ（shall be

下を求める申立ての否定について上訴した。

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）

2. 連邦控訴裁判所の理由づけ

連邦控訴裁は、
まず、
この規定による手続を説明する。

連邦控訴裁は、外国人不法行為法およびジュネー

Westfall 法のこの規定は、すなわち、連邦の官吏ない

ヴ条約に基づく請求、ならびに、憲法上の請求を却

し被用者によって「その職務ないし雇用の範囲内にお

下 し た連邦地裁判 決 を 維 持 し、 信 教 の 自 由 回復 法

いて行為している間に」行われたいずれかの不法行為

に 基 づく請求も却 下 し た。 本 件 を 担 当 し た 裁判 官

に対する金銭賠償の請求については、連邦不法行為請

、
は、Henderson 裁 判 官（Karen LeCraft Henderson）

求法のみが排他的に救済を規定することを示すもので

Randolph 裁判官（A. Raymond Randolph）、Brown 裁

あるという 38。

判官（Janice Rogers Brown）である。Henderson 裁判

まず、司法長官による認証は、合衆国が被用者に

官が法廷意見を執筆し、Brown 裁判官が同意意見を書

代わって被告となることを決定づけるものではない

いている。

が、「被用者がその雇用の範囲内において行為してい

連邦控訴裁は、原告がその訴状において主張する事

たという一応の（prima facie）証拠」を構成するとし

実を真実であるものとして受け入れ、連邦地裁の法的

て 39、連邦控訴裁は、2005 年 3 月 10 日の司法長官に

結論を改めて初めから（de novo）審査するとした 35。

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

し、その者から情報を得ることを任務としているので

の範囲内において行為していたならば、当該事件はな

あって、軍の士官が拷問および尋問の手段を定め、そ

かんずく（inter alia）連邦不法行為法によって規律さ

れら手段の実行を指揮することは、少なくともその義

れる合衆国に対する訴訟として変換（restyle）される

務に『付随するもの』である」と主張している。

41

ことになる 。連邦控訴裁は、被用者がその雇用の範

このように論点を整理した上で、連邦控訴裁は、

囲内において行為していたか否かを決定する枠組とし

Haddon v. United States 判決 47 を引用し、当該行為が

て、代理（agency）についてのリステイトメント第 2

付随するものであるか否かは、当該行為が雇用任務

42

版 を参照する。リステイトメントによれば、
「被用

」48 であるか
の「直接の成り行き（direct outgrowth）

者の行為は、次の場合に限ってのみ雇用の範囲内のも

否かによって決定されるとする 49。さらに、Council

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、

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

授権された時間的および空間的制限内において実質的

行きという語」が用られているわけではないが、当該

に生じたものである場合、
（c）当該行為が、少なくと

行為が「付随するもの」であるか否かは、「その基礎

も部分的に、雇主に仕えるという目的によって動機づ

をなす議論（dispute or controversy）によって決定さ

けられている場合、
（d）被用者が他者に対して故意に

れるのであって、不法行為の性質によって決定される

力を行使し、その力の行使が雇主にとって予期せざる

のではない」51 ことが強調されているとする 52。この

「もし、被用者の行
ものではなかった場合である」43。

枠組に当てはめ、連邦控訴裁は、被告の行為は雇用の

為が、授権されたものとは本質的に異なる場合、授権

範囲内のものであったと判示した。

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

原告も、被告によって是認、実行、指揮、宥恕さ

とんど動機づけられていない場合には、被用者の行為

れたとされる、彼らに「加えられた拷問、脅迫、

44

は雇用の範囲内のものとはならない」 。下級審たる

身体的および精神的虐待」は「被拘禁者に対して

連邦地裁は、
リステイトメントの 4 つの要素を適用し、

使用される尋問手法として意図されていた」こと

「原告が主張する被告の行為は雇用の範囲内のもので

は認めている。事実、連邦地裁が正しく記すよう

45

あった」と結論づけた 。

に、原告がその訴状において主張する拷問および

連邦控訴裁は、
次のように論点を整理する。原告は、

虐待は、もっぱら軍事刑務所における拘禁および

リステイトメントの第 2、第 3、第 4 の要素に照らして、

そこで行われた尋問に結びつけられている。そし

拷問および拘禁を容認、実行、指揮、宥恕するといっ

て、Ballenger 判決の下、基礎をなす行為（本件

た被告の行為がその雇用の範囲内のものであったと結

においては、敵戦闘員の疑いある者の拘禁および

論づけることには異議を唱えていない。原告が争って

尋問）は、被告が従事するために雇用されていた

いるのは、連邦地裁が、拷問を容認、指揮、実行する

行為の類型である。53…敵戦闘員の疑いある者の

といった被告の行為を、被告が授権された行為に付随

拘禁および尋問は、対テロ戦争に勝つという使命

するもの
（incidental）であったと結論づけた点である。

を課せられていた軍の士官としての被告の義務の

原告は、被告の行為は全く授権されたものでもなけれ

中心部分をなすものである。原告は、被告がその

、合衆国が長
ば、著しく不当な（seriously criminal）

義務を遂行するために用いた方法に異議を唱えて

きにわたって非難してきた行為であり、関係者を拘禁

いるが、官吏ないし被用者であるにもかかわらず

し、尋問するにあたって政府がとってきた「通常の方

被告が政府の方針に従わず、情報の収集とは無関

法」から著しく逸脱するものであると主張する。そし

係な理由のために拷問の手段を実行したとは主張

て、原告によれば、拷問の手段の定式化、是認、実行

していない。したがって、原告が主張する被告の

」行為を遂行するた
といった「ような（of the kind）

不法行為は、
被用者たる被告の正当な
（legitimate）

めに被告が雇用されていたと結論づけることはできな

義務に付随するものであった。54……被告が拷問

いという。リステイトメントは、「ある者がその『よ

の手段を定式化、是認、実行したと主張するにあ

うな』行為を遂行するために雇用されているというた

たって、原告は、被告の行為は著しく不当なもの

めには、当該行為が、授権された行為ないし授権され

であるというが、不当な行為が当然に（per se）

た行為に付随するものと同様の一般的性質をもってい

雇用の範囲外のものとなるわけではない。55……

なければならない」と説明する 46。それに対して、被

「業務の遂行において（in the prosecution of the

告は、
「軍の高官は対テロ戦争に勝つという使命を課

business）」著しく不当な行為が生じるというこ

せられており、特に、テロリストの疑いある者を拘禁

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

（3）憲法上の権利

の拘禁および尋問につき責任を有する軍の士官に

原告は、合衆国憲法第 5 修正の違反および第 8 修

よって、通常であれば議論の余地なく「著しく不

正の違反につき請求を提起している。この請求は、

当な」行為が実行されるであろうということは、

1971 年の Bivens v. Six Unknown Named Agents of Federal Bureau of Narcotics 判決 61（以下、Bivens 判決）

56

予見可能（foreseeable）なものであった。

において連邦最高裁が、憲法上の権利の侵害につき、
結果、原告が主張する被告の行為は、職務・雇用の

連邦の官吏ないし被用者に対する請求を連邦裁判所に

範囲内において生じたものであることから、外国人不

提起することができると判示したことに基づくもので

法行為法の下での請求は、連邦不法行為請求法によっ

ある。第 5 修正は、「何ぴとも、…法の適正な過程に

て規律される合衆国に対する訴訟として変換されるこ

よらずに、生命、自由または財産を奪われることはな

とになる。よって、連邦控訴裁は、連邦不法行為請求

「…残酷で異常な刑罰を科してはな
い」
、第 8 修正は、

法の検討に移る。連邦不法行為請求法は、
「原告が適

らない」と定める 62。原告は、原告が主張する被告の

切な連邦の機関にまず初めに請求を提起し、当該機関

行為は第 8 修正において禁じられている残虐で異常な

によってその請求が最終的に文書において否定された

刑罰を構成すると主張する。加えて、グアンタナモに

場合を除いては、合衆国に対する金銭賠償のための請

おける「残虐な、非人道的な、品位を傷つける」状態

求につき訴訟が開始されることはない」と規定してい

は実質的デュー・プロセスの権利を侵害するものであ

る。連邦控訴裁によれば、この規定により、原告は、

り、「恣意的で根拠のない拘禁」は手続的デュー・プ

訴えを提起するに先立って、国防総省か適切な軍事部

ロセスの権利を侵害するものであるとし、これらは第

のいずれかに行政上の請求を提起することを要求され

5 修正に違反するものであると主張する。それに対し

る。連邦控訴裁の判ずるところ、少なくとも 2004 年

て、被告は、原告が主張する違反の当時、グアンタナ

に解放されて以降、原告は連邦不法行為請求法によっ

モの被拘禁者は合衆国の主権領域外に所在する外国人

て要求される行政上の救済を尽くすことができたはず

であって、憲法によって保護されるいかなる権利も有

であるが、彼らが行政上の請求を国防総省ないし軍事

するものではないと反駁する。さらに、原告に憲法上

部に行政上の請求を提起するためのいずれかの手続に

の保護が認められるとしても、原告が有する憲法上の

57

従ったということを示す記録は存在しないという 。

権利は、原告が主張する違反の当時、明らかに確立さ

以上より、連邦控訴裁は、外国人不法行為法について

れていたものではないことから、被告は訴訟からの限

の請求を却下した連邦地裁判決は適切であると結論づ

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-

けた。
また、原告は、連邦地裁が雇用の範囲の問題につい

mediene v. Bush 判決 63（以下、Boumediene（控訴審）

ての開示（discovery）を認めることなく請求を却下

判決）を踏襲して、原告の請求を斥けた。連邦控訴裁

したことは誤りであると主張した。しかし、連邦控訴

は、Boumediene（控訴審）判決に至る訴訟経過につ

裁は、原告がその訴状ないしその後の書面において、

いて説明し、Boumediene（控訴審）判決の理由づけ

もしそれが真実であるならば、被告がその雇用の範囲

を確認することで原告の憲法上の権利を否定した 64。

外において行為していたことを証明するようないずれ

Boumediene（控訴審）判決において裁判所は、合

かの事実を主張していないのであれば開示は認められ

衆国の国内に財産を有しておらず、また、所在して

58

ないと判示した 。

いない外国人に憲法上の権利が付与されることはな

（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

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

て、彼らは恣意的に捕えられ、拘禁されている間、拷

事件では、戦争犯罪につき有罪とされ、ドイツの合衆

問ないし虐待を受けたと主張する 59。連邦控訴裁は、

国軍の基地において捕えられていたドイツ人らが、そ

「原告のジュネーヴ条約に基づく請求は金銭賠償のた

の有罪判決および収監を争って人身保護請求の申立て

めのものであり、原告が主張する被告の行為はその雇

を行った。裁判所は、Eisentrager 判決を「第 5 修正は、

用の範囲内のものである」ことから、
「したがって、

その国籍、その場所、その罪にかかわらず、すべての

ジュネーヴ条約に基づく請求は Westfall 法によって排

人に権利を付与している」66 という命題を拒否し、ド

除される」と述べ、
「行政上の救済を尽くしていない

イツ人らは第 5 修正の下、憲法上の人身保護令状の権

として連邦地裁が請求を却下したことは適切である」

利を有することはないと判示したものと位置づけた。

と判示した 60。

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

外国人に憲法上の権利を認めてはいないことは明らか

とは明らかであり、グアンタナモとドイツの合衆国の

「原
であると判示した 77。以上より、連邦控訴裁は、

刑務所との間にいかなる相違があったとしても、
「重

告はいかなる判例法も示してはおらず、原告がここで

67

」と結論づけた 。また、裁
要ではない（immaterial）
68

主張している権利を被拘禁者が享有するということ

判所は、United States v. Verdugo-Urquidez 判決 （以

を、当時の法の状態に照らし、軍の士官が認識してい

下、Verdugo-Urquidez 判決）において連邦最高裁は、

たと結論づけることを支持するものは何もない」78 と

メキシコにおいて麻薬取締官によって実行されたとさ

して原告の憲法上の請求を却下した連邦地裁判決を維

れる不合理な捜索および押収につき、第 4 修正は合衆

持した。

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
70

（4）信教の自由回復法

判決 において連邦最高裁が、合衆国の国内に所在す

原告は最後の請求として、被告が、原告の宗教的信

る者が享有する一定の憲法上の保護が、地理的な国境

条にとって中心をなす宗教に動機づけられた行為を禁

の外に所在する外国人には認められないということは

止ないし制限し、原告のその宗教的信条を行使ないし

71

十分に確立しているとしたことに留意した 。最後に、

表明する能力に実質的な負担を課し、とりわけ原告の

裁判所は、連邦控訴裁の先例も、被拘禁者が主張する

宗教的慣行を妨げることを目的とした行為に恒常的お

憲法上の権利を否定してきたことを説明した 72。

よび組織的に従事したことは信教の自由回復法に違反

連邦控訴裁は、Boumediene（控訴審）判決は Rasul

するものであると主張している。信教の自由回復法は、

判決における連邦最高裁の判示に反するとの原告の主

「政府は、人（person）の宗教活動に実質的な負担を負

張に対しては、Rasul 判決において連邦最高裁が憲法

わせてはならない」
、
ただし、
「人に対する負担の適用が、

上の権利の問題に立ち入っていないことは明らかであ

やむにやまれぬ政府利益（compelling governmental
（1）

り、したがって、Boumediene（控訴審）判決は Rasul

（2）そのやむにや
interest）を目的とするものである、

73

判決に反するものではないとした 。

まれぬ政府利益を目的とするより制限の少ない手段

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

（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

の主張が認められると判示した。曰く、限定的免除が

せざる外国人には適用されないという被告の主張を退

適用されるか否かを決定するにあたって、裁判所は、

け、信教の自由回復法はグアンタナモにおける政府の

まず、権利侵害（injury）を主張する当事者に有利な

「信教の
行為に適用されると決定した 79。連邦地裁は、

見地から、官吏の行為が憲法上の権利を侵害している

自由回復法が、一般に外国人も含む、広く適用可能な

という事実が証明されているか否かを決定しなければ

』の宗教活動を保護して
用語としての『人（persons）

ならない 74。権利侵害が認められるのであれば、続く

「信教の自由回復法が『人』
いることは明白であり」80、

段階として、裁判所は、その権利が明白に確立されて

に適用されることは明らかであることから、被告は、

75

いたか否かを問わなければならない 。問題の出来事

少なくとも、連邦議会が『人』という用語にその通常

が生じた当時、憲法上の権利が明白に確立していたと

の意味に反する定義を与えることを意図していたこと

いうためには、合理的な官吏であればその行為が憲法

立証しなければならない」81 と理由づけ、被告の申立

上の権利を侵害するものであるということを理解でき

を否定した。

たであろう程度に権利の外形（contours）が十分に明

連邦控訴裁は、まず、連邦地裁が原告を正しく信

「拷問の禁
白であったことが必要となる 76。原告は、

教の自由回復法の下での「人」として扱ったか否か

止は普遍的に認められている」ことから、合理人であ

を決定しなければならないとする 82。曰く、常であれ

れば、原告が主張する被告の行為が憲法に反するもの

ば、裁判所は、
「
［ある語の］意味を決するためには初

であったということを認知し得たであろうと主張し

めにその法それ自体の語を参照する」83 が、信教の自

た。しかしながら、連邦控訴裁は、「我々が決定しな

由回復法の条文は「人」を定義していない。被告は、

4

ければならないのは、原告が主張する違反の当時、第
4

4

4

4

4

4

4

4

4

4

4

4

「人」という用語が外国人を含むものとして広く解釈

4

5 修正および第 8 修正の下で原告が言うところの権利

されていることについて争ってはいないものの、憲法

が十分に確立されていたか否かである（強調原文）」

のさまざまな規定の下では居住せざる外国人は「人」

として、原告が拘禁された当時の法を検討したところ

に含まれてはいないと指摘する。そして、連邦控訴裁

で、たとえ Boumediene（控訴審）判決以前であった

は、信教の自由回復法およびそれを修正した「宗教的

としても、裁判所が、合衆国の主権領域外に所在する

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

は「予見可能なもの」であったと宣明した。

について筆を執り、
「信教の自由回復法の目的は、連

たしかに歴史を紐解けば、洋の東西を問わず、いず

邦議会の見解によれば、憲法により保障される宗教活

れの時代のいずれの体制においても時の権力者によ

動の自由を回復することにあることから、信教の自由

って拷問という手段が遍く利用されてきたことに疑

回復法において用いられるところの『人』は憲法の規

いはない。しかしながら、近代以降、海賊行為や奴

定における『人』と同じく解釈されるべきである」と

隷取引のように、拷問は「人類の敵（hostis humani

85

generis）」とみなされてきた 90。近代国家は、明示的

いう 。
ここで、連邦控訴裁は再び Eisentrager 判決を参照

ないし黙示的に拷問の放棄を国家の礎の一つとして掲

する。連邦控訴裁の理解によれば、およそ 60 年前の

げ 91、拷問が大手を振って表街道に登場することはな

Eisentrager 判決は、「第 5 修正において用いられると

くなった。もちろん裏街道では相変わらず政府によ

ころの『人』を解釈して、戦争犯罪につき有罪とされ、

る拷問という手段の利用が続いてはいたが、おおよ

ドイツの合衆国軍基地に抑留されていたドイツ人は第

そ「法」を司る司法府が拷問にお墨付きを与えること

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
」について、居住せざる外
ところの「人民（people）

はなかった。むしろ、司法府は拷問の禁止という理念
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

国人を含むものではないと判示しているという 87。連

て次のような見解を表明している。

を高らかに謳ってきた。例えば、「対テロ戦争」から

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

暴虐な政府は古より、弱き者、無力な政治的、宗

いて述べる第 5 修正において域外適用（extraterritorial

教的、人種的少数者、そして、異なる者、従わざ

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

る者、暴虐に抵抗する者に罪を負わせんとして、

そう域外適用が否定されることになる 88。そして、連

」に反する拷問、自白の強
の法（law of the land）

邦控訴裁は次のように述べる。

要［が行われたことから］
、偏見、激情、興奮、

専横な刑事手続および罰を利用してきた。…「国

暴虐な力のない公開の法廷における公正な起訴な
信教の自由回復法における「人」の用法は、連邦

くしては、いかなる者の生命も、自由も、財産も

最高裁判所の第 5 修正における「人」、第 4 修正

その法に反して刑事罰として剥奪されてはならな

における「人民」の解釈に適合するように、居住

いという基本的な思想が育まれた。したがって、

せざる外国人を除くものとして解釈されるべきで

」に対する保障として、
「古代の悪（ancient evils）

あると信ずる。原告は、その信教の自由回復法に

」を守るた
「自由の恵み（the blessings of liberty）

ついての請求が生起した当時、合衆国の主権領域

め、我々の国は、何にも増して、罪につき起訴さ

外に所在する外国人であったことから、彼らは

れた者の生命、自由、財産を剥奪せんとするので

89

「人」の定義には該当しない。

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

以上より、連邦控訴裁は、信教の自由回復法につい

law）に書き記したのである。92

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。

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

Ⅳ . 「他者」の排斥

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

1. 「対テロ戦争」と拷問

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

Rasul v. Myers 判決において連邦控訴裁は、原告が

ある者を捕らえ、彼らを秘密裡に抑留し、身体的

グアンタナモにおいて拘禁されている間に受けた拷

ないし精神的拷問によって自白を絞り出す力［を

問、脅迫、身体的および精神的虐待は、
「対テロ戦争」

行使すること］を躊躇いはしなかった。憲法が共

に勝つという使命の下、被告の「正当な義務に付随す

和国の根本法たる限り、アメリカがそのような政

るもの」であり、拷問が行われるであろうということ

府を有することはない。93
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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

にとっての「敵」は「鬼畜米英」でなければならなか

拘禁することの適法性という問題に向き合ったとき、

った。
「鬼」
とは
「人に非ざる異形の者」
を意味し、
「畜」

「…この国が星条旗に象徴される理念に忠実たらんと

とは「人以外の動物」を意味する。「他者と我々の闘

するならば、暴虐な勢力からの攻撃に対抗するため

い」という構図を「人」の生きる現実の世界において

であったとしても、暴虐な道具を振るってはならな

実行するためには、「他者」の「非人間化」という過

94

Bush 大統領の言う「前世紀の戦闘」中、翻って日本

い」 と警鐘を鳴らした。されども、この警鐘が本件

程を経なければならない。すなわち、
「他者」
と
「我々」

の連邦控訴裁の耳に届くことはなかった。

を分かつためには、
「我々」
はその価値において
「他者」

憲法の根底に脈々と流れる思想があるとするなら

に優越する存在である必要がある。もっとも手っ取り

ば、それはまさに、暴虐な権力に対する抵抗であり、

早い方法は、「他者」から「人」としての尊厳を奪う

星条旗に反映されている理念は「自由および非排他性

ことである。

95

」 である。そうであるにもかかわら
（inclusiveness）

連邦控訴裁は、信教の自由回復法に基づく請求を却

ず、なぜ、連邦控訴裁は本判決において、拷問という

下するための理由づけの中で「彼らは『人』の定義に

「古代の悪」が、
「対テロ戦争に勝つという使命を課せ

は該当しない」と述べて、グアンタナモの被拘禁者と

られていた軍の士官の正当な義務に付随するものであ

いう「他者」を「非人間化」した。この点について、

った」と述べることをためらわなかったのか。この問

Brown 裁判官はその同意意見において次のように指摘

いに答えるためには、「『我々』にとっての『他者』で

する。

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。

…ある語は、その他の定義がなされている場合を

「対テロ戦争」の開始から 5 年後の 2006 年 9 月 6 日、

除いては、通常の、現代の、共通の意味において

Bush 大統領は、「敵戦闘員」を審理する軍事委員会

解釈されるというのが制定法解釈の基本的原則で

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。

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

アメリカ人、そして、世界各地の人々が、キュー

人間（individual human being）である」ことには

バのグアンタナモ湾に捕えられているのはいかな

いささかの謎もない。私は、連邦議会が「人」と

る者であるかを理解することが重要である。彼ら

いう用語にその通常の意味に反する定義を与える

はありふれた犯罪者ではなく、偶然に戦闘に巻き

ことを意図してはいなかったと信ずる。97……信教

込まれた者でもない。…グアンタナモ湾に捕えら

の自由回復法の目的に関連する問いは、
「
『人』と

れている者には、爆弾製造者、テロリストを訓練、

は誰か」である。その答えは明らかである。すな

募集、援助する者、潜在的自爆者であると疑われ

わち、
「人」とは人間であり、アメリカ人はその一

ている者が含まれている。我々の人民を殺害する

］裁
部類（class）にすぎない。98……［本判決は、

ことができないようにするため、彼らは我々の抑

判所ともあろうものがグアンタナモに抑留されて

留下に置かれている。…アメリカの人民を守るた

いる者は「人」ではないと宣言したという、まった

め、
この国は攻撃態勢を続ける。我々は引き続き、

くもって疑わしい不幸なしるし（distinction）を我々

世界のもっとも危険なテロリストに裁きを下し、

に残すものとなる。これは、原告が合衆国の政府

我々の国を守るために必要不可欠な情報を集める

高官によって人間以下の取扱いを受けたと主張し

ことに努める。…かつて自由の諸国は新たな敵に

99
ている事件にあってもっとも遺憾な判示である。

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

本件において連邦控訴裁が、
「他者と我々の闘い」で

日の「対テロ戦争」は、何よりも、自由のための

ある「対テロ戦争」においては拷問も目的にかなうも

闘いである。敵は違えども、この戦争において危

のであるという結論を導くためには、「我々」にとっ

険にさらされているものは同じである。我々は、

ての「他者」であるグアンタナモの被拘禁者を「非人

我々の生き方のために、自由に生きることができ

間化」する必要があった。グアンタナモの被拘禁者は

るために戦っている。人道という大義のために、

「我々」と対等な「人」ではないと宣言することによ

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
96

来のために戦っているのである。
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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。

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

2. 国内法による「他者」の排斥
（1）Westfall 法

正当化し、またあるときはそれを「我々（白人）の優

本件において原告は外国人不法行為法に基づき、

越性」によって正当化してきた。実のところ、本判決

Rumsfeld 国防長官およびその他の軍の士官による拷

の背景をなす論理は何も目新しいものではなく、これ

問は慣習国際法およびジュネーヴ条約に違反するもの

までに幾度も使い古されてきた論理である。

であるとして連邦地裁に訴えを提起した。
100

南北戦争前夜の 1857 年、Scott v. Sandford 判決 （以

外国人不法行為法は、「国際法ないし合衆国の条

下、Dred Scott 判決）において連邦最高裁は、黒人の

約に違反して行われた不法行為」に関して、米国の

憲法上の「人」たる地位を否定した。法廷意見を執筆

裁判所が「一外国人による民事訴訟」の管轄権を有

「この
した Taney 首席裁判官（Roger B. Taney）は、

することを簡明に規定している。1789 年に裁判所法

国に輸入され、奴隷として売られた者を祖先にもつ黒

（Judiciary Act）の一部として制定された外国人不法

人は、合衆国憲法によって形作られ、成立した政治的

行為法は、その制定過程に関する記録文書も残ってお

共同体の構成員たり得るか」という問いを立て、「
［黒

らず、1980 年代に至るまでの 200 年間、ほとんど脚

人らは］1 世紀以上前から、劣位（inferior order）に

光を浴びることはなかった 106。しかしながら、1980

あるとみなされてきたのであり、概して社会的ないし

年のFilartiga v. Pena-Irala判決107
（以下、
Filartiga判決）

政治的関係のいずれにおいても白人とともに参加する

において第 2 巡回区連邦控訴裁が本法に基づく請求を

のに相応しい存在ではない」と述べる

101

。

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

「すべての人間は平等につくられている。創造主

ラグアイにおいてパラグアイの警察官によって行われ

によって、生命、自由、そして、幸福の追求とい

た拷問で息子を失ったパラグアイ人の家族が、当該パ

った不可分の権利を与えられている。…」

ラグアイの警察官に対して提起した損害賠償請求を認

［独立宣言の］この一般的な言は、人間家族たるも

めたのである。以来、外国人不法行為法の下、慣習国

のすべてを含んでいるかのように思われるかもし

際法に違反する不法行為につき、外国人が損害賠償請

れない。今日において同様の文書で［この言が］

、
求を提起した場合、個人の請求権（cause of action）

用いられたのであれば、そのように解されるであろ

連邦裁判所の管轄権はいかなる範囲で認められるのか

う。しかし、この宣言を起草し、採択した人民に

が議論されてきた。もっとも、Filartiga 判決における

アフリカ人奴隷をも含むことなど意図されてはいな

外国人不法行為法の射程は、2004 年の連邦最高裁の

102

かったということは争う余地なく明らかである。

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。

2001 年 9 月 11 日以降、多くの論者によって「『我々』

本判決において連邦控訴裁は、外国人不法行為法に

の安全を保障するために、被拘禁者を拷問することは

基づく、軍の士官たる被告に対する損害賠償請求は、

103

。この問

Westfall 法によって合衆国を当事者とする訴訟に変換さ

いに対して、
「法」は何と答えるだろうか。
「
『我々』

れるとした。原則として、合衆国はすべての訴訟から

の社会の秩序を保つために、奴隷を所有することは許

免除される。しかれども、合衆国が制定法によって主

容されるか」という問いに対して、どれだけの言葉を

権免責を放棄している場合には、合衆国も被告とされ

許容されるか」という問いが発せられた

尽くしてその利益を説いたところで、Dred Scott 判決

得ることとなる。ただし、連邦不法行為請求法は制限

がそうしたように、
「すべての人間は平等につくられ

的な主権免責の放棄を規定しているにすぎず、原告の

ている」という命題を放棄しない限り、
「法」はその

損害賠償請求は狭き門をくぐらなければならない。連

問いにイエスと答えることはできない。同じく、
「法」

邦控訴裁は、連邦不法行為請求法を適用し、行政上の

の規律するところ、
「安全は、自由のもっとも重要な

救済が尽くされていないとして原告の請求を却下した。

原理（freedom's first principles）に対する忠誠の内に

では、そもそも Westfall 法の目的は何か。Westfall

104

「すべての人間は平等につく
存する」 のであって、

法の制定過程においては、当該制定法が「甚だしい不

られている」という命題を否定しない限り、
「法」は「自

法行為（egregious torts）」に適用することを意図して

由のもっとも重要な原理」に反する拷問を許容するこ

制定されたものではないことが示されている 109。連邦

とはできない。
「対テロ戦争」においては拷問も許容

議会は、連邦の被用者を、「事務上の過失に対する訴

されると述べることは、取りも直さず、Dred Scott 判

訟、国定公園の警備隊の監督不行届に対する訴訟、公

決を現代に焼き直すものにほかならない 105。

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

（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。

誤りではなく、甚だしい違法行為について起訴された

（2） ある者を司法手続によらざる生命の剥奪に

場合には、合衆国が被告たる地位を引き継ぐことはな

服せしめた者は、民事訴訟においてその者の

110

法律上の代表者（legal representative）ないし

において第 1 巡回区連邦控訴裁は、この下院の報告書

不法死亡訴訟における原告（claimant）に対

を引用し、主張される行為が甚だしいものである場合

して損害賠償責任を負う。

い」と述べられている。Wood v. United States 判決

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
111

本法の下、拷問ないし司法手続によらざる生命の剥奪

において第 6 巡回区連邦控訴裁は、Westfall 法は

につき損害賠償責任を負うのは「外国国家」の授権な

「連邦職員をその公務の遂行において生じた訴訟から

いし法の外観の下に行為した者である。本法の下で米

保護することを意図しているのであり、職務中に故意

国の官吏が損害賠償責任を負うこともあり得るが、そ

の不法行為を実行することに許可を与えるものではな

れは米国の官吏が「外国国家」の授権ないし法の外観

決

い」と警告している

112

。そうであるにもかかわらず、

の下に行為した場合に限られる 117。

連邦控訴裁は、原告の主張する被告の行為が「甚だし

拷問被害者保護法の下では請求権が明示的に認めら

い不法行為」であるか否かについては検討することな

れていることから、仮に拷問被害者保護法が、
「外国

く、
「著しく不当な行為が当然に雇用の範囲外のもの

国家」のみではなく米国も含めて「国家」の外観の下

となるわけではない」として、グアンタナモにおける

に行われた行為についての損害賠償請求を規定してい

拷問は、雇用の範囲内において行われたものであった

たならば、グアンタナモの拷問被害者が同法に基づい

と結論づけたのである。

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

（2）拷問被害者保護法

たはずである。しかしながら、拷問被害者保護法にお

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。

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。

4

4

4

4

4

4

4

4

4

4

4

4

… 当 事 者 の 国 籍 に か か わ ら ず、 公 権 力 の 外 観

Rasul v. Myers 判決の論理に従うことは、すなわち、

（color）の下に行われる意図的な（deliberate）拷

次のような帰結を導く。ルリタニアの官吏が例えば何

問は、普遍的に受け入れられた国際人権法の規範

らかの政治的理由により、実際のないし明白な授権の

に反する。したがって、我々の国境内の外国人に

下、または、法の外観の下、ルリタニア国内において

よって拷問が発見され、手続に付されたならば、

ルリタニア人に対する拷問に従事し、後に渡米したと

（外国人不法行為法）］は連邦［裁判所］
第 1350 条［

する。そして、ある日、ルリタニア人の拷問被害者が

113

に管轄権を付与する。（強調筆者）

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

連邦議会も「Filartiga 判決は一般に支持されており」
、

にその者に対する損害賠償請求を提起することができ

「
［外国人不法行為法］は取り替えられるべきものでは

る。しかしながら、米国の官吏が、実際のないし明白

ない」としてこの Filartiga 判決における外国人不法

な授権の下、または、法の外観の下、ルリタニア人に

114

、1992 年、拷問被害者保護

対する拷問に従事したとしても、拷問被害者は連邦裁

法（Torture Victim Protection Act: TVPA）115 が上院お

判所に米国の官吏に対する損害賠償請求を提起するこ

よび下院の大多数の賛成票をもって可決された。拷問

とはできない。Westfall 法が立ちはだかるのである。

被害者保護法は、世界のいずれの場所で行われたもの

その請求は合衆国に対する訴訟として変換され、拷問

であるかを問わず、外国国家の外観の下に行われた

被害者は、請求を提起するに先立って、行政上の手続

拷問、司法手続によらざる生命の剥奪（extrajudicial

を尽くすことが要求される。かくして、
拷問という
「人

killings）につき、外国人および米国の市民に連邦裁

類の敵」に対する普遍的な嫌悪を表明した Filartiga

行為法の適用に賛同し

判所における請求権を付与した

116

。

判決の判示はいずこへか霧散してしまうことになる。

拷問被害者保護法第 2 条（a）は次のように規定する。
（3）憲法上の権利
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、
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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

法上の権利を否定した。Boumediene（控訴審）判決

「憲法にお
（absolute and unlimited）」ではなく、

の屋台骨は、第 2 次大戦後のドイツにおいて戦争犯罪

いて表現されているような制限」に服するのであ

につき有罪とされ、ドイツの合衆国軍基地において

る。形式的な主権および領域的統治を含む問題に

収監されていたドイツ人らについての連邦裁判所の

ついて判断を忌避することと、政治部門は憲法の

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

適用を思いのままに切り替える権限を有している

邦控訴裁は政府の主張を認め、グアンタナモの被拘禁

政治的判断を必要とする一定の事項については政

者は米国の「主権」領域外において拘禁されていると

治部門に委ねることをもってよしとする連邦最高

して、グアンタナモの被拘禁者は憲法上の権利を有す

裁の承認を表している。後者は、我々の統治の三

るものではないと判示した。

権分立制度において、連邦最高裁判所ではなく、

と判示することとは全く別である。
前者の見解は、

ここで立ち返って、
「テロリスト」ないし「敵戦闘

連邦議会および大統領が「何が法であるか（what

員」を拘禁する場所としてグアンタナモが選択され

the law is）」を述べる体制に導くこととなる著し

た理由を探ってみたならば、グアンタナモの被拘禁

119
い例外を許すものとなろう。

者を「法的ブラック・ホール」におくことは米国政

に、グアンタナモの被拘禁者についての人身保護管轄

「グアンタナモ」
Vaughan Loweの言葉を借りるならば、
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、

権は Eisentrager 判決によって否定されると述べてい

互いに手を取り合って行進」120 していたのである。

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

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

（4）国内法と「他者」

けは十分に意味を与えられなければならないという。

時として「法」は、「他者」の排斥に正当性を付与

これは、租借協定の文言上、グアンタナモに対して米

するものとして働く。合理人であれば到底首肯しない

国が「完全なる管轄権および支配」を行使しているに

ような帰結であったとしても、ひとたび「法」という

もかかわらず、
「究極的な主権」はキューバにあると

フィルタを通されることによって、
その帰結は
「正義」
、

されていたことによる。いうなれば、
「グアンタナモ

「理性」
「真理」
、
という名のマントをその身に纏う。「他

の被拘禁者の権利は、グアンタナモが米国の『主権』

者」の排斥という事象は、一見立派なそのマントによ

の下にあるか否かによって決定される」という政府の

「法」
というフィルタは、
って覆い隠されるのである121。

主張は、Eisentrager 判決から導き出されたものでは

それが作られた目的を離れて適用されるときには、た

なく、
租借協定の文言から捻り出されたものであった。

だ「他者」を排斥するための道具と化す場合がある。

本判決の 5 ヵ月後、連邦最高裁は本判決が依拠する

本章で考察したように、本判決はそのことを例証して

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、

いる。そもそも、国内法は、生来、
「他者」を排斥す

次のように述べてこの主張を否定した。

共通の基準を提供することにより「国民」を創出する

るベクトルを備えている。国内法は、ある一領域内に
ことをその使命の一つとしているからである。
「国家」

［合衆国に］組み込まれていない領域についての

という空間においては、「我々」という一定の同質性

形式的な主権を第三者に譲り渡し、その一方で当

が求められる 122。同質性を示すメルクマールの一つ

該領域についての完全な支配を合衆国に賃貸す

が「国籍」である。

る協定を締結することから必然的に導かれる含

国内法による「他者」の排斥は、本件と Hamdi v.

意（necessary implication）は、法的抑制なしに

Rumsfeld 事件とを比較することでより克明に浮かび

政治部門が統治することを可能ならしめるとい

上がる。Yaser Esam Hamdi は 1980 年にルイジアナ州

うものである。我々の憲章（basic charter）は、

で出生し、幼少期に家族とともにサウジ・アラビアへ

このように契約されてよいはずのものではない。

移住したが、2001 年の時点では彼はアフガニスタン

憲法は、連邦議会および大統領に領域を獲得、処

に在住していた。Hamdi はタリバン政権に反抗する

分、統治する権限を認めているのであって、いつ

軍閥の連合である北部同盟によって拘束され、最終的

どこで憲法の文言が適用されるかを決定する権限

に米国軍へ引き渡された。そして、彼は「敵戦闘員」

ではない。合衆国がその国境の外で活動するとき

として、2002 年 1 月、グアンタナモ湾へ移送された。

であってさえ、その権限は「完全で無制限なもの

しかし、2002 年 4 月、Hamdi が米国籍を有している

グアンタナモの拷問被害者
による損害賠償請求事件
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ことが判明したため、Hamdi はまずヴァージニア州

向するとき、
そこには緊張関係が生ずる。なぜならば、

ノーフォークの海軍営倉に移送され、後にサウス・

国家の領域を越えたところには他の国家があり、その

カロライナ州チャールストンの海軍営倉に移送され

国家もまたその領域内において、自らの「法」を定め

た。2002 年 6 月、Hamdi の父は、合衆国法典第 28 編

る能力を有しているからである 126。この緊張関係は、

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
「十
護請求の申立てを行った。2004 年、連邦最高裁は、

国境を越えて一国の国内法が適用される場面において

分な手続なしに市民の自由が誤って奪われる危険性は

判官の立言は国内裁判所の裁判官として当然の信条で

「無制限の拘禁は抑圧の手段
現実のものであり」123、

あろう。

124

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

と濫用につながる可能性がある」 として、憲法のデ

「国家」の
しかしながら、Scalia 裁判官の立言は、

ュー・プロセスの条項の下で Hamdi が享受する権利

中にあって多数者を形成する「我々」の視点から見た

は満たされてはいないと判示した。

世界について述べられたものであることに注意する必

Hamdi は、米国籍を有していた点で、他のグアン

要がある。Scalia 裁判は、「主権国家の領域内におけ

タナモの被拘禁者とは決定的に異なっていた。彼はそ

る市民」には「我々が作る法」が適用されると述べて

の「国籍」ゆえに米国の裁判所における司法的救済の

いるにすぎない。本稿において考察した「グアンタナ

機会を与えられた。Hamdi は「我々」にとっての「他

モの被拘禁者」は、この立言の枠外におかれている。

者」であるにもかかわらず、その「我々」と同じ「国

グアンタナモにつき「完全なる管轄権および支配」を

籍」ゆえに、国内法をもって排斥することができなか

行使しているのは米国であるにもかかわらず、
「究極

ったのである。しかるに、連邦最高裁判決を受けて米

的な主権」はキューバにあり、
拘禁されているのは「非

国政府は、Hamdi の米国籍を取り消した上で、拘禁

合衆国市民」である。「グアンタナモ」に「他者」が

および拷問につき損害賠償請求を提起しないことを条

移送されたとき、彼らに「我々が作る法」によって権

件に彼をサウジ・アラビアに送還した。「我々」の中

利が付与されることは予定されてはいなかった。
「人

に紛れ込んだ
「他者」を異物として取り除くために、
「国

が生まれながらにして有する権利」がひとたび憲法に

籍」という国内法との紐帯を念入りに裁断するという

よって「国民の権利」として「再定義」されたとき、
「国

手段が取られたのである。

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。

Ⅴ . 国際人権法の枠組

「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」

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

を否定された「他者」として認識されるに至った稀有

所において国際法を援用することに否定的見解を示し

では、「他者」はいかにして「諸権利を持つ権利」

ている。

な例であるといえよう。
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

あらゆる主題についての諸国家の意見の一致を

題に限られるものではない。文脈によっては、等しく

意味するものとして再定義された国際法（law of

女性の権利、子どもの権利、少数民族の権利、難民の

nations）を用いることによって、主権国家がその

権利、
移民の権利の問題でもある。その一つの答えが、

領域内においてその市民をいかに取り扱うかを一

普遍的に「個人」の権利を保障するものとして「再定

が制御できるという概念は、
市民
（a private citizen）

義」された国際人権法の枠組である 128。

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、

Ⅵ . おわりに

125
我々の法を作る方法を有している。

2008 年 12 月 15 日、連邦最高裁は本件の裁量上訴を
Scalia 裁判官のこの立言の当否はさておき、Scalia 裁

受理した上で、本連邦控訴裁判決を破棄し、2008 年 6

判官の言わんとすることは明確である。国家はその領

月 12 日に下された連邦最高裁の Boumediene 判決に照

域内において、
自らの「法」を定める能力を有している。

らして審理することとして連邦控訴裁に本件を差戻し

国家がその領域を越えて自らの「法」を適用せんと志

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

る。See, e.g., LOUIS FISHER, MILITARY TRIBUNALS & PRESIDENTIAL

任した Barack H. Obama 大統領は、就任直後の 1 月 23

POWER: AMERICAN REVOLUTION

日、
「グアンタナモ湾海軍基地の被拘禁者についての

209（Univ. Pr. of Kansas., 2005）; Agora: Military Commissions,

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。

TO THE

WAR

ON

TERRORISM 168-

.
96 AM. J. INT'L L. 320（2002）
14 Lease of Lands for Coaling and Naval Stations, Feb. 23, 1903,
U.S.-Cuba, Art. III, T. S. No. 418.
15 Treaty Defining Relations with Cuba, May 29, 1934, U.S.-Cuba,
Art. III, 48 Stat 1683, T. S. No. 866.
16 See generally ANDY WORTHINGTON, THE GUANTÁNAMO FILES:

註

THE STORIES
1 おそらく Bush 大統領が「対テロ戦争」という語を初めて用いた

OF THE

774 DETAINEES

IN

AMERICA'S ILLEGAL PRISON

（Pluto Pr., 2007）
.

のは、
この 2001 年 9 月 20 日の演説であろう。Address of the U.S.

17 本稿では、グアンタナモの「被拘禁者」という表現を用いるが、

President George W. Bush to the Joint Session of Congress and

必ずしもこれが定訳というわけではない。なお、本稿において

the American People, available at http://www.whitehouse.gov/

判決や制定法などに言及するにあたっては、 detain を「拘禁

news/releases/2001/09/20010920-8.html.

する」
、custody を「抑留」
、capture を「拘束する」
、imprison

.
2 Hamdi v. Rumsfeld, 542 U.S. 507, 520（2004）
3 Id.

を「収監する」と訳出した。

18 Johan Steyn, Guantanamo: The Legal Black Hole, 53 INT'L &

4 Id. at 519.

.
COMP. L. Q. 1, 8（2004）

5 なお、相対多数意見を執筆した O Connor 裁判官（Sandra Day
「対テロ戦争」における執行府による権限行使
O Connor）は、

19 JOHN YOO, WAR BY OTHER MEANS: AN INSIDER'S ACCOUNT OF THE
.
WAR ON TERROR 142（Atlantic Monthly Pr., 2006）

を認めると同時に、
「長きにわたり、我々は、戦争状態にあるか

.
20 Rasul v. Bush, 540 U.S. 1003（2003）

らといって、我が国の市民の権利に関して大統領に白紙小切手

21 See Deputy Secretary of Defense Paul Wolfowitz, Memorandum

（blank check）
が切られるわけではないことを明らかにしてきた」

for the Secretary of the Navy, Order Establishing Combatant

として、個人の自由が問題となる局面においては、権力分立原

, available at http://www.
Status Review Tribunal（July 7, 2004）

則の下、司法審査が肝要となると述べている。Id. at 536.

6 Boumediene v. Bush, 553 U.S. __, __, 128 S. Ct. 2229, 2294
（2008）
（Scalia, J., dissenting）
. この Scalia 裁判官の反対意見に
は、Roberts 首席裁判官（John G. Roberts, Jr.）
、Thomas 裁判官
（Clarence Thomas）
、Alito 裁 判官（Samuel A. Alito, Jr.）が同
調している。

defense link.mil/news/Jul2004/d20040707review.pdf.
22 Detainee Treatment Act, Pub. L. No. 109-148, 119 Stat. 2739.
.
23 Hamdan v. Rumsfeld, 548 U.S. 557（2006）
24 Military Commissions Act, Pub. L. No 109-366, 120 Stat. 2600.
25 Boumediene, 128 S. Ct. 2229.
26 原告は軍の士官それぞれについて次のように主張している。

7 Decision Re Application of the Geneva Convention on Prisoners

Myers 合衆国空軍総司令官兼統合最高幕僚議長（Chairman of

of War to the Conflict with Al Qaeda and the Taliban, in THE

the Joint Chiefs of Staff）はグアンタナモ湾の被拘禁者に対する

A BU G HRAIB 119（Karen J.

拷問および虐待について情報を得ており、抑留の維持にあたる

T ORTURE P APERS : T HE R OAD

TO

Greenberg & Joshua L. Dratel ed., Cambridge Univ. Pr., 2005）
［hereinafter TORTURE PAPERS］
.
『全体主義の起原
8 ハナ・アーレント（大島通義、大島かおり訳）

2 帝国主義』90 頁（みすず書房、1972 年）参照。
9 Rasul v. Myers, 512 F.3d 644（D.C. Cir. 2008）
.
10 なお、本判決の国際法上の論点は、国際人道法および国際人権
法の適用可能性、上官命令の抗弁、国際法上の個人の請求権な

最高位の士官として拷問を宥恕した。

Geoffrey Miller 合衆国陸軍少将は、グアンタナモ統合機動部隊
司令官（Commander of Joint Task Force-GTMO）として被拘
禁者に対する拷問および虐待を実行、宥恕した。

James T. Hill 合 衆 国 陸 軍 司 令 官 兼 合 衆 国 南 部 部 隊 司 令 官
（Commander of United States Southern Command）は、被拘禁
者に対する虐待をともなういくつかの尋問手法の是認を求めた。

ど多岐にわたるが、本稿では本判決の論理と国際人権法の枠組

Michael E. Dunlavey 合衆国陸軍少将は、グアンタナモ統合機

の必要性に焦点を当てて考察することとしたい。

動部隊を継ぐ 160・170 統合機動部隊司令官（Commander of

11 Authorization for Use of Military Force, Pub. L. 107-40,

Joint Task Force 160/170）として拷問、残虐で非人道的な、品

115 Stat. 224（2001）. See also Curtis A. Bradley & Jack L.

位を傷つける行為を実行、宥恕した。

Goldsmith, Congressional Authorization and the War on

Jay W. Hood 合衆国陸軍准将は、グアンタナモ統合機動部隊司

. 宮川成雄「9・11 同
Terrorism, 118 HARV. L. REV. 2047（2005）

令官としてグアンタナモ湾の拘禁施設を管理しており、被拘禁

時多発テロとアメリカ法の対応−軍事力行使授権決議を中心に

者について監督責任を有していた。

−」比較法研究第 68 巻 102 頁（2006 年）参照。

Michael Lehnert 合衆国海兵隊准将は、グアンタナモ湾のキャン

12 Detention, Treatment, and Trial of Certain Non-Citizens in the
War Against Terrorism, in TORTURE PAPERS, supra note 7, at 25.

プ・X レイおよびキャンプ・デルタの建設および管理について
責任を有しており、被拘禁者について監督責任を有していた。

13 米国において軍事委員会が設置されるのは、第 2 次大戦時から

グアンタナモ湾のキャンプ・
Nelson J. Cannon合衆国陸軍大佐は、

実に半世紀ぶりのことであり、軍事委員会の適法性をめぐって

デルタの司令官として被拘禁者について監督責任を有していた。

は大統領令が発せられた直後から多くの議論がかわされてい

Terry Carrico 合衆国陸軍大佐もまた、グアンタナモ湾のキャン
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プ・デルタおよびキャンプ・X レイの司令官として被拘禁者に
ついて監督責任を有していた。

Diane Beaver 合衆国陸軍中佐兼 Dunlavey 陸軍少将最高法律顧

59 ただし、原告はその訴状および書面において、被告の行為がジ
ュネーヴ第 3 条約ないし第 4 条約のいずれの規定違反するもの
であると主張するのかを明示してはいない。Id. at 663 n.12.

問は、被拘禁者に対する拷問および虐待を正当化することを意

60 Id. at 663.

図する意見を提出した。

61 Bivens v. Six Unknown Named Agents of Federal Bureau of

27 Alien Tort Statute, 28 U.S.C. §1350.

. なお、Bivens 判決については、
Narcotics, 403 U.S. 388（1971）

28 Religious Freedom Restoration Act, 42 U.S.C. §§2000bb et seq.

植村栄治『米国公務員の不法行為責任』106-120 頁（有斐閣、

29 Rasul v. Rumsfeld, 414 F. Supp. 2d 26, 29（D.D.C. 2006）
［hereinafter Rasul I（D.D.C. 2006）
］
.

30 Federal Employees Liability Reform and Tort Compensation

1991 年）参照。
62 日本語訳は、田中英夫編『BASIC 英米法辞典』231、233 頁（東
京大学出版会、1993 年）に依拠した。

Act of 1988, Pub. L. No. 100-694, 102 Stat. 4563（amending 28

63 Boumediene v. Bush, 476 F.3d 981（D.C. Cir. 2007）
.

. Westfall 法という名称は、本法が
U.S.C. §§2671, 2674, 2679）

, 512 F.3d at 663-665.
64 Rasul（D.C. Cir. 2008）

連邦最高裁の Westfall v. Erwin 判決（Westfall v. Erwin, 484 U.S.

.
65 Johnson v. Eisentrager, 339 U.S. 763（1950）

）を受けて制定されたことによる。See Karen Lin,
292（1988）

66 Id. at 783.

Notes, An Unintended Double Standard of Liability: The Effect

67 Boumediene, 476 F.3d at 992.

of the Westfall Act on the Alien Tort Claims Act, 108 COLUM. L.

.
68 United States v. Verdugo-Urquidez, 494 U.S. 259（1990）

.
REV. 1718, 1720-1731（2008）

69 Boumediene, 476 F.3d. at 991（citing Verdugo-Urquidez, 494

31 Federal Tort Claims Act, 28 U.S.C. §§2679 et seq.

.
U.S. at 269）

, 414 F. Supp. 2d at 30-36.
32 Rasul I（D.D.C. 2006）

.
70 Zadvydas v. Davis, 533 U.S. 678（2001）

33 Id. at 41-44. ただし、連邦地裁は、グアンタナモ湾の被拘禁者

71 Boumediene, 476 F.3d at 991-992.

は憲法上の保護を享有することはないと判示した Khalid v. Bush

72 Id.

判決（Khalid v. Bush, 355 F. Supp. 2d 311（D.D.C. 2005）
）が上

, 512 F.3d at 665.
73 Rasul（D.C. Cir. 2008）

訴中であったことから、グアンタナモ湾の被拘禁者はいかなる

.
74 See Saucier v. Katz, 533 U.S. 194, 201（2001）

憲法上の権利も有するものではないという被告の主張について

75 See id.

は判断を留保した。Id. at 40-41.

76 See Butera v. District of Columbia, 235 F.3d 637, 646（D.C. Cir.

34 Rasul v. Rumsfeld, 433 F. Supp. 2d 58（D.D.C. 2006）
［hereinafter Rasul II（D.D.C. 2006）
］
.

.
2001）
, 512 F.3d at 665-666.
77 Rasul（D.C. Cir. 2008）

, 512 F.3d at 654.
35 Rasul（D.C. Cir. 2008）

, 414 F. Supp. 2d at 44.
78 Rasul I（D.D.C. 2006）

, 414 F. Supp. 2d at 36.
36 Rasul I（D.D.C. 2006）

, 433 F. Supp. 2d at 59, 67.
79 Rasul II（D.D.C. 2006）

37 Id. at 39.

80 Id. at 66.

, 512 F.3d at 655.
38 Rasul（D.C. Cir. 2008）

81 Id. at 67.

39 Id.（citing Council on Am. Islamic Relations v. Ballenger, 444

, 512 F.3d at 668.
82 Rasul（D.C. Cir. 2008）

（per curiam）
）
.
F.3d 659, 662（D.C. Cir. 2006）

40 Id.
41 Ballenger, 444 F.3d at 662.
.
42 RESTATEMENT（SECOND）OF AGENCY（1957）
43 Ballenger, 444 F.3d at 663（quoting RESTATEMENT（SECOND）OF
）
.
AGENCY §228（1）

83 See United Mine Workers v. Fed. Mine Safety & Health Rev.
, cert. denied, 459
Comm'n, 671 F.2d 615, 621（D.C. Cir. 1982）
.
U.S. 927（1982）
84 Religious Land Use and Institutionalized Persons Act, Pub. L.
.
106-274, 114 Stat. 803（2000）
, 512 F.3d at 668-671.
85 Rasul（D.C. Cir. 2008）

）
.
44 Id.（quoting RESTATEMENT（SECOND）OF AGENCY §228（2）

86 Id. at 671.

, 414 F. Supp. 2d at 36.
45 Rasul I（D.D.C. 2006）

87 Id.

.
46 RESTATEMENT（SECOND）OF AGENCY §229（1）

88 Id.

.
47 Haddon v. United States, 68 F.3d 1420（D.C. Cir. 1995）

89 Id. at 671-672.

48 Id. at 1424.

.
90 See Filartiga v. Pena-Irala, 630 F.2d 876, 890（2d Cir. 1980）

, 512 F.3d at 657.
49 Rasul（D.C. Cir. 2008）

91 See id. at 884.

50 Ballenger, 444 F.3d at 662.

.
92 Chambers v. Florida, 309 U.S. 227, 236-237（1940）

51 Id. at 664.

.
93 Ashcraft v. Tennessee, 322 U.S. 143, 155（1944）

, 512 F.3d at 657.
52 Rasul（D.C. Cir. 2008）

.
94 Rumsfeld v. Padilla, 542 U.S. 426, 465（Stevens, J., dissenting）

53 Id. at 658.

.
95 Texas v. Johnson, 491 U.S. 397, 419（1989）

54 Id. at 658-659.

96 President Discusses Creation of Military Commissions to Try

55 Id. at 659.
56 Id. at 660.
57 Id. at 661.
58 Id. at 662-663.
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Suspected Terrorists, available at http://www.whitehouse.gov/
news/releases/2006/09/20060906-3.html.
97 Rasul（ D.C. Cir 2008 ）, 512 F.3d at 673-674（ Brown, J.,
.
concurring）

Aliens?, 32 SUFFOLK TRANSNAT'L L. REV. 239, 244-246（2008）
.

98 Id. at 675.
99 Id. at 676. もっとも、Brown 裁判官も「他者と我々の闘い」とい

122 国内法による「他者」の排斥は今に始まったことではない。

う認識枠組を共有しており、原告による損害賠償請求を認める

1941 年 12 月 8 日の日本軍によるハワイの真珠湾攻撃にともない、

ことは「対テロ戦争」における「我々」の「敵」を利するもの

1942 年 2 月、
Franklin D. Roosevelt 大統領は行政命令 9066を発し、

であるという。Id. at 673.

国防長官に「軍事地域」を指定する権限、ならびに、当該領域

.
100 Scott v. Sandford, 60 U.S.（19 How.）393（1857）

からの退去を命ずる権限を授権した。この命令に基づき、多く

101 Id. at 403.

の日系人が移転を命じられ、
収容所において拘禁された。1944 年、

102 Id. at 410.

連邦最高裁はこの日系人に対する強制退去命令は憲法に反する

103 See, e.g., A LAN M. D ERSHOWITZ , W HY T ERRORISM W ORKS :

ものではないと判示した。See Korematsu v. United States, 323

UNDERSTANDING THE THREAT, RESPONDING TO THE CHALLENGE 131-

）であったと記している。
Supp. 1406, 1420（N.D. Cal. 1984）

104 Boumediene, 128 S. Ct. at 2277.
105 See Jaykumar A. Menon, Guantanamo Torture Litigation, 6 J.
.
INT'L CRIM. JUST. 323, 343（2008）
HOFFMAN & MICHAEL RATNER, INTERNATIONAL HUMAN RIGHTS
IN

U.S. COURTS 3（Murtinus Nijhoff Pub., 2nd ed.

［hereinafter IHR LITIGATION
2008）

123 Hamdi, 542 U.S. at 530.
124 Id.

106 See BETH STEPHENS, JUDITH CHOMSKY, JENNIFER GREEN, PAUL
LITIGATION

. 後に、裁判所は、この判決は「重大な不正義
U.S. 214（1944）
（fundamental injustice）
」
（Korematsu v. United States, 584 F.

.
163（Yale Univ. Pr., 2002）

IN

U.S. COURTS］; see also

Anthony D'Amato, The Alien Tort Statute and the Founding of
; Curtis A. Bradley
the Constitution, 82 AM. J. INT'L L. 62（1988）

125 Sosa, 542 U.S. at 749-750（Scalia, J., concurring in part and
.
concurring in the judgment）
126 See also Verdugo-Urquidez, 494 U.S. at 275; Thomas Nagel, The
.
Problem of Global Justice, 33 PHIL & PUB. AFF. 113, 121（2005）
127「諸権利を持つ権利」についてアーレントは次のように述べている。
…無権利者の不幸は、彼が生命、自由、幸福の追求、法の

& Jack L. Goldsmith, The Current Illegitimacy of International

前の平等、いわんや思想の自由などの権利を奪われているこ

. また、
Human Rights Litigation, 66 FORDHAM L. REV. 319（1997）

とではない…。これらすべては所与の共同体の内部の諸権利

「
［本法の］起草者は道徳的命
Anne-Marie Burley によれば、

を守るために定式化されたものであり、それ故に無権利の状

令（moral imperative）および国家の名誉（national honor）と

態とは何の関係もない。無権利状態とはこれに対し、この状

して国際法を是認することを求めていた」という。Anne-Marie

態に陥った者はいかなる種類の共同体にも属さないという事

Burley, The Alien Tort Statute and the Judiciary Act of 1789: A

実からのみ生まれている。彼のためには法が存在しないよう

.
Badge of Honor, 83 AM. J. INT'L L. 461, 482（1989）

な人間のために法の前の平等を要求することは無意味である。

107 Filartiga, 630 F.2d 876.

……人権の喪失が起るのは通常人権として数えられる権利の

. 宮川成雄「外国
108 Sosa v. Alvarez-Machain, 542 U.S. 692（2004）

どれかを失ったときではなく、人間世界における足場を失っ

人不法行為法の裁判管轄権」比較法学（早稲田大学比較法研究

たときのみである。この足場によってのみ人間はそもそも諸

所）第 39 巻第 1 号 272 頁（2005 年）参照。

権利を持ち得るのであり、この足場こそ人間の意見が重みを

109 See IHR LITIGATION IN U.S. COURTS, supra note 106, at 291; Lin,
supra note 30, at 1745-1748.
（en banc）
.
110 Wood v. United States, 995 F.2d 1122（1st Cir. 1993）

.
111 Rutofske v. Norman, 114 F.3d 1188（6th Cir. 1997）
112 See IHR LITIGATION IN U.S. COURTS, supra note 106, at 292-293.

持ち、その行為が意味を持つための条件をなしている。……
諸権利を持つ権利［とは、
］人間がその行為と意見に基づいて
人から判断されるという関係の成り立つシステムの中で生き
る権利のことを言う…。アーレント『前掲書』
（註 8）279-281 頁。
『他者の権利 外国人・居留
128 セイラ・ベンハビブ（向山恭一訳）

113 Filartiga, 630 F.2d at 878.

民・市民』6-10 頁（法政大学出版局、2006 年）参照。なお、紙

114 IHR LITIGATION IN U.S. COURTS, supra note 106, at 77.

幅の関係上、ここで国際人権法の議論に立ち入ることはしないが、

115 Torture Victim Protection Act, Pub. L. No. 102-256, 106 Stat. 73

本稿の問題関心の延長線上にあるものとして、例えば、高佐智美

（1992）
, codified as note to 28 U.S.C. §1350.

116 See CHRISTIAN TOMUSCHAT, HUMAN RIGHTS: BETWEEN IDEALISM
AND

REALISM 311（Oxford Univ. Pr., 2003）
.

「国際人権法における『個人』と普遍的な人権保障」法律時報第
「対テロ戦争」におけ
80 巻 1 号 63 頁（2008 年）など参照。また、
る拷問を国際人権法の観点から検討するものとして、例えば、今

117 See, e.g., Schneider v. Kissinger, 310 F. Supp. 2d 251（D.D.C.

井直「国際法における拷問禁止規範の現在―『対テロ戦争』の

.
2004）; Arar v. Ashcroft, 414 F. Supp. 2d 250（E.D.N.Y. 2006）

文脈を中心に」村井敏邦、今井直監修『拷問等禁止条約をめぐ

118 See Memorandum for William J. Haynes, II, General Counsel,
Department of Defense, in TORTURE PAPERS, supra note 7, at 29.
119 Boumediene, 128 S. Ct. at 2258-2259.
120 V AUGHAN LOWE, INTERNATIONAL LAW 149（Oxford Univ. Pr.,
.
2007）
「十分に確立した法」
Tom Trilla は、Rasul v. Myers 判決を
121 例えば、

る世界と日本の人権』29 頁（明石書店、2007 年）など参照。
）cert. granted and remanded）
129 Rasul v. Myers, 555 U.S. _（2008（
.

130 Executive Order: Review and Disposition of Individuals Detained
at the Guantanamo Bay Naval Base and Closure of Detention
Facilities, available at http://www.aclu.org/pdfs/safefree/gitmo_
draft_order.pdf.

に「適切に」従ったものであると評価する。Tom Trilla, Case
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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

ジェクトにより影響を受ける私人、そして借入国とい

Ⅰ . はじめに―考察の対象

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。

世界銀行 1 は、1993 年 9 月、インスペクション・パ

以上のような問題意識に基づき、本稿では、パネル

ネル（以下、パネルと略す）と呼ばれる内部機関を設

の紛争解決機能の一側面を考察する。
より具体的には、

立した。パネルは、プロジェクトにより被害を被った

借入国による国際法違反が争われた事例を取り上げ、

私人からの申立を受け付け、世界銀行が策定したルー

そこでのパネル認定の論理とその問題点を論じること

ルがプロジェクトにおいて遵守されているか否かを審

を通じて、世界銀行融資をめぐる紛争という文脈にお

査する。このような任務を負うパネルは、私人に対す

いてパネルが果たしている役割を明らかにしたい。以

る世界銀行の「アカウンタビリティー」を果たす機関

下では、なぜパネルが世界銀行融資プロジェクトに関

として、または世界銀行融資プロジェクトめぐる「私

する紛争解決機関として評価されることとなったのか

人と世界銀行との間の紛争」を解決する「準司法的

を検討した後、近年の事例においてどのようにパネル

2

」機関として論じられることがある 。
（quasi-judicial）
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。

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

ところで、近年では、私人と世界銀行という関係で

生じたプロジェクトの実施方法やプロジェクトに起因

は捉えきれない問題がパネルに付託されている。たと

する被害の有無をめぐる紛争を検討対象とし、調達手

えば、ホンジュラスの事例では、同国国内法が先住

続や世界銀行債に関する紛争、また銀行内部の労働関

民族の権利に関する ILO169 号条約に違反するか否か

係に関する紛争については検討しない。

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

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

反を問われる側である借入国への手続的な保障が欠如

世界銀行プロジェクトに関連してプロジェクト実施

している。そのために、パネルで一方的に借入国の義

地域に居住する私人の権利に侵害が生じた場合、その

務違反が認定された場合、借入国側に強い反発が生じ

ような権利はいかに救済されるべきか。原則的に、こ

うることはパネル設立に携わった者からも指摘されて

れらの私人に生じた権利侵害は借入国の国内手続によ

いた。世界銀行融資プロジェクトが、世界銀行、プロ

り救済される。なぜなら、世界銀行融資プロジェクト
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の法的基礎である貸付協定（Loan Agreement）や信

免除を放棄し、世界銀行を相手取った国内裁判手続で

用協定（Credit Agreement）などでは、プロジェクト

の訴訟を広く認めることは、世界銀行の任務の能率的

は借入国（借入国が指定する事業実施主体も含む）に

な遂行という観点からは必ずしも望ましいことではな

より責任をもって実施されることと規定されており、

い 10。

プロジェクトに伴って私人に生じた権利侵害やそれに

ところで、時期を同じくして、世界銀行内部では融

対する賠償責任も、プロジェクトのオーナーとしての

資プロジェクトの質の低下が問題視されるようになっ

借入国が負うものと理解されているからである 3。

ていた。これは、1990 年代初頭の世界銀行業務評価

このような原則がありながらも、国内手続により実

報告書において、
多くのプロジェクトの実施状況が
「不

効的な救済を得られない場合、権利侵害を受けた私人

満足的（unsatisfactory）」であると評価されたことに

は、
より実効的な救済を求めて、プロジェクトへの「出

端を発し、金融機関としての世界銀行の業務能率が厳

資者」としての世界銀行の責任追及を試みるかもしれ

しい批判にさらされる 11。

ない。しかしながら、私人が世界銀行の責任を追及し

プロジェクトにより悪影響を被った私人の救済と、

ようとする場合、そこには法理論上も実際上も障壁が

銀行の業務能率の向上といった二つの問題点に対処す

存在する。第一に、私人への権利侵害を十分に規制し

るために世界銀行がなした選択は、第一に、職員を規

うる国際法規範を世界銀行に適用することは困難であ

律する銀行内部のルールを体系的に整備し、また第二

る。世銀プロジェクトに関連しうる先住民族の権利、

に、そのルールが遵守されているかの審査を客観的に

環境に関する諸条約などの実定国際法規範について、

実施するということであった。

4

世界銀行はこれら条約の直接の当事者ではない 。ま

第一の点について、世界銀行は、1992 年頃から従

た、国際慣習法について言えば、そのような国際慣習

来の多様な形式の内部規則を体系的に整理し、
新たに、

法が存在するのかといった疑問や、適用規範の内容が

、
銀行手続（Bank
業務政策（Operational Policies, OPs）

5

明確ではないといった問題が常につきまとう 。第二
直接的に請求を提起しうる司法的フォーラムは、国際

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

的なレベルでは存在しない 6。また、国内的なレベル

は法的拘束力を持たないガイドラインである 13。

に、世界銀行プロジェクトにより損害を被った私人が

についても、世界銀行は国内訴訟手続からの免除を享

第二の点を任務とする新たな機関として、世界銀

受するために、免除が否定されない限り、私人が世界

行インスペクション・パネルが設置された。1993 年

銀行を被告とした訴訟を国内裁判手続に提起すること

9 月、IBRD と IDA の合同理事会決議 14 により設立さ

はできない 7。しかし、プロジェクトに関連して損害

れたパネルは、私人からの申立を契機として、総裁

を被った私人が国内裁判所に訴訟を提起した場合に、

以下の職員（事務局）が OPs や BPs といった銀行の

世界銀行の国内裁判管轄権からの免除が否定された事

「業務上の政策および手続（operational policies and

例はない 8。

procedures）」15 を遵守しているか否かを審査し、その

以上の点に鑑みれば、現在の世界銀行融資に関する

結果を世界銀行理事会 16 に報告する 17。

法的枠組みの中で、世界銀行がその法的責任を追及さ

このように、
職員を規律する銀行内部の規範を解釈・

れうる可能性というものは極めて小さなものにとどま

適用するという限定的な権限しか付与されていないに

り、特に裁判手続は、私人と世界銀行との間の紛争を

も関わらず、パネルは、私人と世界銀行との間の紛争

解決する実用的な手段ではなかったと評価することが

を解決する「準司法的」機関として位置づけられるこ

できる。

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

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

続」の解釈と適用をめぐる紛争を意味するものとされ
「業務上の政策および手続」
る 19。すなわち、私人は、
が遵守されていないことを理由に、プロジェクトの修

1980 年代後半以降、世界銀行は、周知のように、

正を要求してパネルに調査要請を提出する。これに対

そのプロジェクトが環境や人権への悪影響を引き起

して、世界銀行事務局は、プロジェクトが「業務上の

9

こしているとの厳しい批判の対象となる 。これを機

政策および手続」を遵守したものであることをパネル

に、世界銀行は、プロジェクトに伴って生じた問題に

手続において主張する。したがって、
パネル手続では、

関する責任を全て借入国に負わせるという前提を修正

私人と世界銀行事務局との間の「業務上の政策および

し、何らかの方法で直接それらの問題に対応する必要

手続」の解釈・適用に関する見解の不一致が論じられ

に迫られることになる。とはいえ、国内裁判所からの

ることになり、このことから、パネル手続を世界銀行

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
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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

らがさらされているとの疑念を借入国に抱かせ、世界

余地が生じる。

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。

（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

（3）借入国との関係から生じるパネルの限界

場合、そこでは世界銀行と私人との間の紛争が念頭に

このような Shiahta の懸念は、パネル手続における

おかれていた。しかし、ここで留意するべき点は、パ

借入国の義務違反に関する問題の位置づけと、パネル

ネルは世界銀行と私人との間の紛争解決を主眼に置く

認定が借入国に及ぼす事実上の影響力と関係している

制度ではないということである。むしろ、パネルは、

ものと考えられる。

世界銀行の内部的な遵守確保を目的として設立されて

まず、パネル手続において、借入国の義務違反に関

おり、その目的に沿った手続的な特徴を有している。

する問題はいかなる位置づけを与えられているのだろ

したがって、パネルの紛争解決機能との関係では、次

うか。パネル設立決議は、パネルの権限について規定

のような特徴が注目に値する。第一に、よく指摘され

する 12 項に、次のような規定を置いた。「影響を被っ

るように、パネルにより「業務上の政策および手続」

た当事者 25（affected party）は、銀行がプロジェクト

の違反が認定されたとしても、世界銀行は被害を受け

の計画、審査、実施に関連する業務上の政策及び手続

た私人に対して賠償を行う義務を負うわけではない。

を遵守しなかった結果、銀行の作為または不作為によ

実際にプロジェクトの修正、変更や賠償が行われるか

り、彼ら自身の権利または利益に実質的な悪影響を被

否かは全て理事会の裁量的な決定に委ねられている。

った、もしくは実質的な悪影響を被るおそれがあるこ

4

4

4

4

4

4

4

4

4

4

4

4

4

4

4

4

4

これは、以下の理由によるものと理解されている。ま

とを立証（demonstrate）しなければならない（強調

ず、
「業務上の政策および手続」は、銀行内部におい

は筆者）
」。さらに、同 14 項（a）は、パネルが管轄権

て銀行職員を拘束する効力を有するにとどまり、国内

を行使できないものとして、銀行以外の第三者の責任

法上または国際法上、世界銀行を拘束し、その違反の

に帰する問題に関する申立を挙げる。これらの規定か

効果として法的責任を導くような規範として理解され

らは、パネルが、基本的には、世界銀行による「業務

20

えない 。さらに、パネルの認定は、裁判手続のよう

上の政策および手続」の違反を取り扱う手続であるこ

に精緻な証拠調べや認定手続に従って導かれたもので

とがわかる。

はなく、また当事者を法的に拘束するものとは予定さ

しかし、同項には借入国の義務に関する次の一節が

れていない 21。したがって、パネル手続の紛争解決機

含まれていることに注意する必要がある。すなわち、

能は、パネルに調査要請が提出されたこと、またはパ

調査要請提出の対象には「このような業務上の政策及

ネルにより「業務上の政策および手続」違反が認定さ

び手続に関連する借入国の貸付協定上の義務を、銀行

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

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

と理解するべきであろう。また第二に、プロジェクト

主張されるような事態も含まれる」
。

において「業務上の政策および手続」が遵守されたか

貸付協定には、
「業務上の政策および手続」などの

をパネルが審査する過程で、借入国には十分な手続的

世界銀行が一方的に策定した内部的な文書が組み込ま

保障が与えられていない。設立決議上、借入国は、自

「環
れている 26。近年では、特に環境分野において、

国を代表する理事を通じてパネルと協義する機会が与

境コンディショナリティ（Environmental Condition-

えられているが、その他には、任意で 10 頁以内の書

ality）」と呼ばれる法技術が発達しており、条約上の義

面提出が認められているに過ぎない 22。これは、手続

務として、借入国に環境配慮に関する事項の履行を求

において詳細な意見書を提出できる私人や事務局の立

める条項が多くの協定に挿入されている 27。環境コン

場とは大きく異なる 23。

ディショナリティ条項をはじめ、貸付協定上の義務を

このようなパネルの特徴を踏まえて、パネルの権限

借入国が履行しているか否かの判断には、
「業務上の

を一定の範囲で制約する必要性が指摘されている。長

政策および手続」が遵守されていたか否かが極めて重

年にわたり世界銀行で法律顧問（General Counsel）

要になる。上記の貸付協定上の義務に関するパネル設

をつとめた Shihata は、パネルは、借入国がその法的

「業務上の政策および手続」
立決議 14 項（a）の規定は、

義務を遵守したか否かという問題について立ち入るべ

を反映した貸付協定の条項を世界銀行が借入国に遵守

きでないことを指摘する 24。彼によれば、パネルが借

させなかった場合に、パネルによる調査を認めるもの

入国の権利義務に関する問題に立ち入った場合、適正

世界銀行の「監
と理解されている 28。このような場合、

手続が保障されない欠席裁判（trial in absentia）に自

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。

で、周辺の海洋環境が汚染され、カリブ海に依存し

以上で見たように、パネル設立決議によれば、借入

て生活している地域住民の健康および生計に深刻な

国による貸付協定違反も、それが「業務上の政策およ

影響を及ぼすことを懸念していた 37。要請人により違

び手続」
に関連する限りで、パネルの調査対象となる。

反が指摘された「業務上の政策および手続」は、環

そして、パネル認定は法的に拘束力を持つものではな

境アセスメントに関する OP4.01、先住民族に関する

いが、借入国がそれに反論する機会は理事会しかな

OD4.20、自然環境に関する OP4.04 など多岐にわた

30

い 。理事会は、基本的には、パネル認定とその認定

る 38。

を受けて事務局が提案した改善策を承認する。先進国

2004 年 7 月 13 日、パネルから本調査実施の勧告 39

理事に比べ、理事会での票数において借入国側の理事

を受けた世界銀行理事会は、本調査の実施をパネルに

31

は相対的に不利な地位にある ということを踏まえれ

指示し、その後パネルは現地調査を含む本調査に着手

ば、借入国が理事会での意思決定手続おいてパネル認

した。

定を覆すのは容易ではない。事実、パネル手続におい

2005 年 6 月 24 日、パネルは調査報告書を完成させ、

て「業務上の政策および手続」を反映した貸付協定の

本件プロジェクトが OP4.01、OD4.20、OP/BP10.02、

違反が認定され、貸付協定違反に対する制裁措置 32 と

OP/BP10.04、OD4.15、OD/OP/BP13.05 に 違 反 す る

して、借入国に対する貸付金の支払が停止された事例

と結論づけた。

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

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

貸付協定上の義務だけでなく、その他の条約上の義務

開発プロジェクトに関する多数の論点を含む。
しかし、

違反が問われるようになっている。それらの事例では、

本稿の問題意識との関係で重要なのは、
「業務上の政

パネル手続において、借入国による環境条約や人権条

策および手続」の遵守審査に際して、パネルは借入国

約の違反が要請人により主張されている。パネルの実

が拘束される環境条約上の義務が履行されたかという

行は、Shihata が懸念していたように、借入国の義務

問題を審査するのかという点である。以下で見るよう

違反を問う方向へと展開していると言えるのか、また

に、要請人は、プロジェクトにおいて「業務上の政策

パネルのそのような実行はいかに評価されるべきなの

および手続」が遵守されていない理由の一つとして、

か。

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

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

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

本 プ ロジ ェクトで は、コロンビ ア の カル タ ヘ ナ

考 慮 す る 」 と 規 定 し、 そ の 具 体 的 な 考 慮 要素とし

（Cartagena）都市圏における下水道設備の改善を目的

て、借入国による環境調査などに加え、国内法およ

とし、世界銀行の支援の下、下水道管、ポンプ施設、

び「プロジェクトの活動に付随した、関連する国際環

下水処理施設そして海底排出口（submarine outfall）

境諸条約および国際環境諸協定上の（under relevant

の建設が予定されていた。本プロジェクトで導入され

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

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

排出口につながるものとされた 34。これら施設の建設は

資を行わない」と定める 40。要請人は、本件において

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

OP4.01 の不遵守を主張しているが、その際の理由づ

海底排出口を通じて汚水がカリブ海に流れ込むこと

関するカルタヘナ条約（以下、カルタヘナ条約）42」

る下水道管は、カルタヘナからカリブ海へ向かって約

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

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
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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

られることの重要性を強調した 51。これまで、環境ア

、削減（reduce）
、管理（control）するため
（prevent）

セスメントに関する OP4.01 が環境条約の遵守を要求

に「全ての適切な措置を講じる（take all appropriate

していることは指摘されていたが、同時にその規定は

measures ）」義務を負うと述べ、プロジェクトがこの

きわめて抽象的であると評価されていた 52。本件は、

43

同国の義務に違反するものであることを主張した 。

OP4.01 の規範の内容を明らかにし、世界銀行プロジ

加えて、規制海域への排水流出についてより詳細な義

ェクト実施という文脈における国際法規範の位置づけ

務を定める「陸上起因汚染源に関するカルタヘナ条約

について改めて言及した点で意義を有するものと考え

44

議定書（以下、LBS 議定書） 」12 条の違反も、要請
人により指摘されている 45。

られる。
なお、
パネルは、
要請人に主張された点（すなわち、

これに対し、事務局は、カルタヘナ条約 7 条の文言

借入国による条約上の義務違反の問題）を論じること

がカリブ海海洋環境の汚染を「予防、削減、管理す

はなく、環境許可証を通じて将来的にコロンビア政府

る」という一般的な用語で借入国の義務を規定するに

が拘束される条約が遵守されることが保証されている

過ぎず、本件プロジェクトのような実行は同条約によ

ことに留意するにとどまった。したがって、コロンビ

46

り承認されている（recognized）と述べた 。また、

アが進めるこのプロジェクトがコロンビアによる国際

LBS 議定書に関して、コロンビアが同議定書の当事

法違反を構成するかといった点について、パネルの判

国ではないことを指摘し、本件の海底排出口に関連し

断が下されることはなかった。この意味で、借入国に

うる同議定書の諸条項は本件には適用されないと反論

よる国際法違反ではなく、世界銀行による「業務上の

47

した 。

政策および手続」違反を認定する機関としてのパネル

まずパネルは、カルタヘナ条約について、既に同条

手続の体裁は維持されたと評価できる。しかし、本件

約は発効しており、同条約の加盟国であるコロンビア

に引き続き、借入国による国際法違反を理由としてパ

48

を拘束すると述べる 。続いて、LBS 議定書の適用可

ネルに調査要請が提出されるプロジェクトが現れるこ

能性について、パネルは、同議定書が 2005 年 6 月 1 日

ととなった。それが次に見るホンジュラス土地管理プ

の段階で未発効であり、またコロンビアは同議定書を

ロジェクトであり、この事例においてパネルは、より

批准していないため、仮に発効していたとしても同国

深く借入国による国際法違反の問題について立ち入る

49

を拘束しないとした 。しかし、パネルは、LBS 議定

ことになる。

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

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

年に発行した環境許可証（environmental license）50 に

ホンジュラスでは不動産登記制度が十分には普及し

おいて、プロジェクトで導入される排水処理システ

ておらず、この結果、権原の競合などの問題が頻繁に

ムを、
「国内法または将来的にコロンビアが加盟国と

生じていた 53。特に、先住民族やアフリカ系ホンジュ

なる国際条約から生じる水域と海中生態系の保護の

ラス人コミュニティの土地の処遇がこれらの問題をよ

ための全ての基準（all requirements for the protection

り複雑なものにしており、問題への早急な対応が求め

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

られた。このような背景から、ホンジュラス政府は土

ことが要求されており、プロジェクトは本環境許可証

の整備）を実施していた。ホンジュラス政府によるこ

に従って実施される予定であることに留意した。

のような改革実現を促進することを目的とし、2004

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

年 2 月に IDA の支援の下に開始されたのが、ホンジュ

3. 本件の評価

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

本件は、カルタヘナ条約および LBS 議定書が加盟

体系化とプロジェクト実施地域における土地の所有関

国に課している義務の内容を詳細に確認した上で、コ

係の明確化と登記の実施について、世界銀行インスペ

ロンビアが拘束される、または将来的に拘束される可

クション・パネルに The Organización Fratenal Negra

能性がある国際条約に従って本件プロジェクトが進め

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

を十分に保護しておらず、OD4.20 に違反するとの結

先住民族の所有する土地が上記措置の対象となってお

論が示された 60。この報告書において、パネルは、

り、要請人である OFRANEH は、プロジェクトによ

ILO169 号条約と OD4.20 の関係について詳細な検討

り影響を被るとされる Garífuna 族の代理として、パ

を行い、この点に関して一定の判断を示した。また、

ネルに調査の実施を求めた。要請人によれば、本プロ

パネル手続と借入国による国際法違反という問題につ

ジェクトによる法制度の改革は、実施地域に居住する

いても、興味深い先例を形作ることとなった。以下、

Garífuna の人々の特殊な法的状況などを考慮すること

本件のパネル報告書におけるこれらの点に関する判断

なく策定されており、世界銀行の「業務上の政策およ

について、若干詳細に検討することとしたい。

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、
」とホンジュラス政府が 2004 年に制
以下 IPDP と略）
定した新財産法 54 の関係について次のような論点を提

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
「プロジェクトの
先 住 民 族 に 関 す る OD4.20 は、

要請人は、ホンジュラス新財産法はホンジュラス政

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

府が加盟する ILO の「独立国における先住民族および

実効的に利用する能力、またそれら制度にアクセスす

種族民に関する条約（第 169 号、以下、
ILO169 号条約）」

るための能力」を評価（assessment）しなければなら

に違反すると主張し、また「新財産法の適用と履行を

ないと定める 61。

起していた。

支持したことにより、結果的に銀行は ILO169 号条約

まず、本件では、パネルがホンジュラス新財産法の

の不遵守を促進している」と指摘する 55。ホンジュラ

内容を OD4.20 に照らして評価するべきか否かについ

ス新財産法は、その 93 条において先住民族の土地に

て、世界銀行法律顧問とパネルとの間で見解の相違

対する権利の重要性を謳いながらも、他方で 97 条以

があった。法律顧問は、本件の状況下では、外国法

下では、一定の条件の下、先住民族の土地を所有また

（foreign law）の内容を評価することはパネルの本来

は占有する権利などを先住民族以外の第三者に対して

の任務である「業務上の政策および手続」の遵守審査

56

付与している 。要請人によれば、新財産法のこれら

とは無関係であると述べ、パネルがホンジュラス新財

の条文は、先住民族と種族民に対して彼らが伝統的に

産法の OD4.20 への適合性を審査することに否定的な

占有してきた土地に対する所有権および占有権の保護

法律顧問は、
決定的な事実
（critical
見解を示す 62。また、

を承認する（recognize）ILO169 号条約 14 条に違反

fact）として、新財産法はその施行にあたって細則を

するという。先住民族の権利保護などに関する基本的

規則によって定めることとしており、この規則が未だ

な方針を定める本プロジェクトの IPDP では、新財産

制定されていないことから、問題とされている条文に

法について何ら言及がなされておらず、また同法が適

基づいて土地の登記がなされた事例は存在しないこと

用された場合に先住民族の権利を保護するための具体

パネルは、
「新
を指摘する 63。法律顧問の見解に対して、

的な措置も用意されていなかった。要請人は、このよ

財産法に対する（施行）規則が未だ出されていないと

うな IPDP は、本プロジェクトにおいて先住民族の権

いう事実は、プロジェクトの一部として新財産法を施

利を保護するためには十分ではなく、それゆえに世界

行することが先住民族の権利を侵害することになるの

銀行の OD4.20 に違反すると主張したのである。

かを分析することを妨げない」と述べて、本件におい

要請人の主張に対して事務局は次のように反論す

て OD4.20 が遵守されているかを審査するためにホン

る 57。IPDP は、ホンジュラス国内法における先住民

ジュラス新財産法の内容を検討する必要があることを

族の権利保障に関する欠陥を埋めるための十分なセー

認めた 64。

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
58

（2）ILO169 号条約と「業務上の政策および手続」
の関係

するためには適切な手続ではない 。また、ILO169

次に、パネルは、要請人により言及される ILO169

号条約の解釈に関する問題も、例えば米州人権裁判所

号条約が世界銀行融資プロジェクトについていかなる

のような別のフォーラムにおいて議論されるべきであ

位置づけを与えられるかを検討している 65。

る 59。

パネルは、まず、「業務上の政策および手続」は国

2007 年 6 月 12 日、パネルは理事会に調査報告を提

際法に違反する可能性があるプロジェクトについて

出した。そこでは、本件の IPDP は先住民族の権利

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
インスペクション・パネル
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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

ず、OMS2.20 は現在も有効である 68。

スメントに関する OP4.01 を根拠に、次のように述べ

以上のように、パネルは、国際法違反に関連して、

る。
「本プロジェクトに適用可能な銀行の業務上の政

「業務上の政策および手続」により融資が禁じられる

策および手続によれば、銀行は、プロジェクトプラン

プロジェクトの範囲についてはこれをかなり幅広く

（Project Plan）が国の環境、市民の健康および福祉に

認めた。その上で、パネルは、本件で要請人により

関連する国際協定（international agreements related to

言及された ILO169 号条約の趣旨および個別の条項の

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

内容を概観し 69、その性質について次のように述べ

の国際協定に違反することのないよう確保しなければ

基本理念と諸条項を広く反映している 70」。そして、

ならない」66。このようなパネルの見解は世界銀行法

ホンジュラス政府による ILO169 号条約上の義務履行

律顧問の見解と対立するものであった。法律顧問に

という点について直接の言及を避けながらも、パネル

よれば、銀行が融資を禁じられているのは、借入国

は、
「OMS2.20 も含め、銀行はプロジェクトの内容が

」に関する国際法上の義務違
の「環境（environment）

ILO169 号条約に合致したものであるか否かを適切に

反を構成しうるプロジェクトに限られる。法律顧問の

検討しなかった」との懸念を表明している 71。

た。「パネルの見解では、OD4.20 は ILO169 号条約の

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

（3）結論

「本質的に環境に関する（essentially
る OMS2.20 は、

パネルは、以上のような論理を展開した上で、次の

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

結論を導いた。すなわち、先住民族の土地に対する占

67

は効力を有していない、という二点に求められる 。

有権をガリフナ族以外の者にも付与する新財産法に対
また、
する配慮が IPDP においてなされていないこと、
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。

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

3. 本件の評価

トの潜在的な影響は、プロジェクトの早期段階におい

本件パネル認定は、貸付協定に組み込まれて借入

て考慮されなければならない」と定める OMS2.20 で

国の義務の一部をなす「業務上の政策および手続」

は、遵守されるべきものとして、
「本質的に環境にか

が「環境、市民の健康および福祉」に関する条約に違

かわる」性質を有するとは一般的に理解されえない

反するプロジェクトへの融資を禁止するものである

国際水域（International Waters）に関する協定が例示

との一般論を示した上で、OD4.20 の性質について、

されており、したがって、OMS2.20 が環境条約のみ

同 OD は、ILO169 号条約を反映しており、プロジェ

を考慮しているとは解されない。第二に、OMS2.20

クトが ILO169 号条約により定められる基準に合致し

に 続 い て 1984 年 5 月 に 公 布 さ れ た OMS2.36 は、 銀

て実施されることを要求している、と判断した。ここ

行は「
（世界銀行）加盟国が当事国となっているいか

に、世界銀行プロジェクトにおいて ILO169 号条約と

な る 国 際 環 境 協 定（any international environmental

同等の基準が遵守されるべき点を明確にしたという本

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

件の意義が認められる 73。OD4.20 と ILO169 号条約の

関する個別の規定を用意する必要はなかった。第三

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

に、OP4.01 の前文では、新たな OPs 及び BPs によっ

いことを定めるが、この OP4.01 を先住民族の権利に

て廃止されるものが列挙されており、そこでは環境の

関する ILO169 号条約などの違反の疑いがあるプロジ

みを対象としているという限定的な性質を理由として

ェクトに適用することは困難であるという 74。パネル

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

は、1980 年代に制定され、より一般的な性質を持つ
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OMS2.20 を根拠として、「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

した。「業務上の政策および手続」は、貸付協定に組

反するプロジェクトへの融資を禁止するものであると

み込まれることで、同協定を通じて借入国をも拘束し

判断した。しかしながら、OMS2.20 が未だ有効であ

ている。つまり、
「業務上の政策および手続」
の解釈は、

るか否かについて、パネルと世界銀行法律顧問との間

借入国が貸付協定上負う義務の範囲に影響を及ぼして

で見解の対立があったのは既述の通りである。さらに、

いる。したがって、本件の判断に従えば、ホンジュラ

仮に OMS2.20 が有効であるとしても、世界銀行内部

スは、貸付協定上の義務の内容として、同国が加盟す

で現在進んでいる「業務上の政策および手続」の改訂

る「環境、市民の健康および福祉」に関する条約の遵

75

作業 において OMS2.20 が廃止されることもあり得

守を要求されることになり、また、同国によるそれら

ることから、本件が世界銀行プロジェクトにおける国

の条約違反は、
貸付協定違反をも構成することになる。

際法規範の位置づけに関する確定的な先例となるのか

しかし、貸付協定の締結に際してホンジュラスと世界

は、今後の展開を見守る必要がある。

銀行との間でなされた合意の範囲内に、これらの条約

他方で、本件は、パネル手続における借入国の国際

の遵守を貸付協定上の義務とすることが含まれていた

法違反という観点からも興味深い先例を形成した。パ

と解釈することができるのだろうか。
学説も実行上も、

ネル手続において借入国の貸付協定違反が論じられる

世界銀行の貸付協定は国際法上の条約としての性質を

可能性があるということは、本稿のⅡにおいて既に述

有するものとして理解されている 78。貸付協定を条約

べた通りである。しかし、本件では、OD4.20 の遵守

として理解するのであれば、「環境、市民の健康およ

審査に際して、パネルによる ILO169 号条約の解釈、

び福祉」に関する条約の遵守をホンジュラスに求める

適用が行われ、ホンジュラス新財産法が 169 号条約に

ことが、貸付協定締結時の当事者間の合意から、また

適合するかという点ついても一定の評価が下された。

は条約の解釈として国際法上正当化されるのか否か、

この過程でパネルは、本件の判断は借入国が同条約の

慎重な検討が必要となろう。

義務を履行しているか否かという点とは無関係である
76

第二に、Shihata が指摘したように、パネルのよう

と述べた 。しかし、パネルがホンジュラス新財産法

な借入国不在の手続において借入国の国際法違反を問

の内容を詳細に検討したこと、さらに、新財産法の適

うことに対して、途上国側に反発が生じることが懸念

用を制限しえない IPDP が ILO169 号条約を反映した

される。借入国側がパネル手続において非難
（impugn）

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

されることについて不快感を示していること、また、

の評価を強く示唆しているものと解することができ

きた 79。さらに、第一点目に関連して述べたように、

る。また、本件で特徴的なのは、要請人が、貸付協定

本件では、人権や環境などに関する条約の遵守が、貸

4

4

4

4

4

4

4 4

4

4

4

4

4

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

4

ではなく、借入国による ILO 条約の違反を指摘してい

付協定上の義務として、ホンジュラスに課されること

た点である。本件の要請人である ORAFNEH は、ホ

となった。このような場合、パネルは、人権、環境な

ンジュラス政府との間の紛争を米州人権裁判所および

どに関する条約と貸付協定の違反という二重の意味

77

米州人権委員会に付託している 。これらの事例は、

で、借入国による国際法違反を認定することになりう

本件で問題となった新財産法そのものを紛争の主題と

る。

するものではないが、本件のパネルへの調査要請提出

パネル手続を契機に世界銀行と借入国との間に深刻

が、ホンジュラス政府の責任を追及する一連の活動の

な対立が生じた事例としてよく知られるものに、中国

一つとしての性質を帯びていたことは否定できない。

西部貧困削減プロジェクトがある 80。同プロジェクト

本件パネル認定は、ホンジュラスによる ILO 条約違反

では、チベット高原への入植と入植先でのダム建設な

を主張した要請人の意図に応えたものとも評価でき、

どが予定されていたため、入植地域に先住していたチ

パネル手続を借入国による条約違反を追及するための

ベット人およびモンゴル人への影響が懸念されてい

手段として利用する可能性を広げた先例として位置づ

た。アメリカに拠点を置く NGO からの調査要請提出

けられよう。

を契機に、パネルは本件について調査を実施し、結論

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。

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

第一に、貸付協定から生じうる借入国の義務の範囲

府は、理事会の場でパネルの活動とそれに基づく世界

について。
本件でパネルは、
「業務上の政策および手続」

銀行の対応を厳しく批判し、最終的には融資の辞退を

が、「環境、市民の健康および福祉」に関する条約に

表明するに至る 82。この中国の事例とは異なり、ホン

違反するプロジェクトへの融資を禁止していると判断

ジュラスの事例では、ホンジュラス政府が強硬な姿勢

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

089

を見せることはなく、パネル報告書とそれに対する事

入国の国際法違反を明らかにする」という姿勢は、果

務局の報告書を理事会が承認してパネル手続は終了し

たして望ましいのか。パネルがその問題に過度に立ち

83

た 。しかし、パネルが本件で見せた借入国の国際法

入ることは、
借入国側の強い反発を生む危険性を含む。

違反を論じるという姿勢は、世界銀行と借入国との関

世界銀行融資プロジェクトをめぐる紛争の解決のため

係において微妙な問題を含み、両者間の対立を生じさ

に、パネル手続を積極的に活用することが望ましいの

せうることには留意しておく必要があろう 84。

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

Ⅴ . おわりに―小括

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。

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

註

1 通常、世界銀行グループといった場合、国際復興開発銀行（In-

いう文脈においてパネルが果たしている役割について

、
ternational Bank for Reconstruction and Development, IBRD）

一定の考察を試みた。本稿での限られた検討の範囲か

国際開発協会（International Development Association, IDA）
、

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。

国際金融公社（International Finance Corporation, IFC）
、多国
間 投 資 保 証 機 関（Multilateral Investment Guarantee Agency,
、国際投資紛争解決センター（International Center for
MIGA）

第一に、パネルに付託される事案を見る限り、世界

Settlement of Investment Dispute, ICSID）の 5 つの機関の総称

銀行融資プロジェクトをめぐる紛争は、世界銀行と私

を指す。しかし、本稿の検討対象となるインスペクション・パ

人の間にのみ生じるとは限らない。むしろ、それらの

ネルの管轄が及ぶのは、IBRD と IDA のプロジェクトに限られる。

紛争の本質的な争点が借入国と私人との間の見解の不

したがって、本稿では、
「世界銀行」という表現を IBRD と IDA

一致でありえることは、既に見た通りである。そして、

の二つの機関の総称として使用する。

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」

2 パネルを紛争解決機関として論ずる見解については、後掲注 19
の論文を参照。パネルを世界銀行の「アカウンタビリティー」
という文脈において論ずる研究は、これまでに数多く存在する。
代表的なものとして、See, A. G. Gualtieri, The Environmental

Accountability of the World Bank to Non-State Actors : Insights
from the Inspection Panel , 72 The British Year Book of Inter, pp. 213-253; K. Wellens, Remedies against
national Law（2002）

違反を認定するための機関として設置された。しかし、

, pp. 182-190; A. OrakhelashInternational Organisations（2002）

この「業務上の政策および手続」が貸付協定の一部と

vili, The World Bank Inspection Panel in Context-Institutional

なることで、借入国の国際法上の義務違反がパネルに

Aspects of the Accountability of International Organizations , 2

おいて論じられる。他方で、パネルによって認定され

, pp. 57-102. 我
International Organizations Law Review（2005）

る「銀行職員による業務上の政策および手続の違反」

が国においても、桐山孝信教授による先行研究が存在する。桐

は、世界銀行に対する法的責任を生じさせるものでは

山孝信「世界銀行における開発と人権の相克―先住民族に関す

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。

る業務政策とインスペクションー」
『国際法外交雑誌』102 巻 4
号（2003 年）23-45 頁、
同「世界銀行の活動と人権」
『法律時報』

77 巻 1 号（2005 年）12-18 頁。
3 See, e.g., I. Shihata, World Bank Inspection Panel: In Practice
（2000）
, p.13; B. Kingsbury, Operational Policies of Internation-

第三に、パネル手続は、世界銀行融資をめぐる紛争

al Institutions as Part of the Law-Making Process: The World

はいかに解決されるべきかという基本的な問題を投げ

Bank and Indigenous Peoples , in G. S. Goodwill and S. Talmon

かけている。プロジェクトにより生じた被害や環境問

（eds）
, The Reality of International Law: Essays in Honour of

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

090

, p. 335.
Ian Brownlie（1999）
4 国際組織に対する人権法の適用可能性一般については、例えば、
A. Reinish, Governance without Accountability? , 44 German
, pp. 296-299 を参照。
Yearbook of International Law（2002）
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（Operational Policies）が世界銀行の国際法上の義務を設定して
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17 Para. 12 of Resolution.

の関係において「一方的かつ公然と（unilaterally, publicly）
」制

18 たとえば、Collier と Lowe は、紛争解決に関する著書の中で、

定されており、外部アクターとの関係で世界銀行を法的に拘束

「国際金融紛争（International financial disputes）
」と題する節

する一方的宣言として理解されるという。Orakhelachvili, supra
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「今までにない注目に値する（new and remarkable）手続」

（n. 2）, pp. 58-59. しかし、世界銀行の内部規則である業務政策
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Collier & V. Lowe, The Settlement of Disputes in International
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, p. 186Law（1999）

めに制定されており、私人の権利保障を目的とする規範とは規
範の内容を異にする点に留意する必要があろう。

6 これは、欧州司法裁判所（European Court of Justice）を除け

, pp. 84-87.
187; Orakhelashvili, supra（n. 2）
19 Orakhelashvili, ibid.
, pp. 41-46, p. 241.
20 Shihata, supra（n. 3）
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「業務上の政策および手続」とい
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う表現を、設立決議 12 項に列挙された、パネル審査の対象とな

General Conditions for Loans, dated July 1, 2005（as amended
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46 Bank Management Response to Request for Inspection
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Environmental Management Project （
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dents of Cartagena, Punta Canoa, Arroyo de Piedra, and Manza-

, p. 67, para. 238.
62 Honduras, Investigation Report, supra（n. 55）

.
nillo（April 19, 2004, hereinafter Columbia Request）

63 World Bank Senior Vice President and General Counsel

37 Ibid., pp. 2-7.
38 Ibid., pp. 8-31. 実際にパネルが遵守を審査したのは、環境アセ

,
Response, p. 4, in Honduras Investigation Report, supra（n. 55）
Annex C, p. 124.

スメントに関する OD 4.01、自然環境に関する OP/BP 4.04、水

64 Id., pp. 67-68, paras. 238-242.

資源管理に関する OP 4.07 、貧困削減に関する OD 4.15、先住

65 Id., pp. 69-72, paras. 243-258.

民族に関する OD 4.20、財政管理に関する OP/BP 10.02、投資

66 Id., p. 71, para. 253.

業務の経済評価に関する OP/BP 10.04、プロジェクトの監督に

67 Id, p. 71, para. 254.

関 す る OD/OP/BP 13.05 で ある。See, Columbia Investigation

68 Id, pp. 71-72, para. 255.

, p. 13, para. 46.
Report, supra（n. 35）

69 Id, pp. 69-71, paras. 246-252.

39 The Inspection Panel Report and Recommendation on Request

70 Id., p. 72, para. 256.

for Inspection, Colombia: Cartagena Water Supply, Sewerage

71 Id., p. 72, para. 258.

and Environmental Management Project（IBRD Loan No. 4507-

72 Id., p. 63, para. 223.

CO）June, 2004.

73 Orakhelashvili は、パネルは国際法そのものの違反を認定す

40 See, para. 3 of OP 4.01.

るわけではないが、
「OP の条項とその他の国際法基準の類

, pp. 17, 18.
41 Columbia Request, supra（n. 36）

似点（parallels）
」を見いだすことができると指摘している。

42 Cartagena Convention for the Protection and Development of
the Marine Environment of the Wider Caribbean Region.
43 Id., 18.
44 the Protocol to the Cartagena Convention Concerning Pollution
from Land-Based Sources and Activities
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Orakhelashvili, supra（n.2）
, p. 71.
, p. 327.
74 Kingsbury, supra（n. 3）
, p. 272 を参照。
75 この点について、Schlemmer-Schulte, supra（n. 26）
76 Honduras Investigation Report, supra（n. 55）
, p. 72, para. 258.
77 OFRANEH が関与した米州人権委員会および米州人権裁判所の

事例として、以下のものがある。See, e.g., Garifuna Community

なくとも「法的（legal）
」な責任とは区別されるところの責任で

of Triunfo de la Cruz and its Members v. Honduras, Petition

あると理解されよう。本稿の分析の結果からは、世界銀行のア

906-06, Decision of Mar. 14, 2006 as to admissibility, Inter-

カウンタビリティーとは、借入国がその法的責任を果たすこと

American Commission on Human Rights; Lopez-Alvares v.

を確保するという意味での世界銀行の道義的、あるいは政治的

Honduras, Judgment of Feb. 1, 2006 as to Merits, Reparations

責任として整理できるかもしれない。逆に言えば、このことは、

and Costs.

パネル手続を通じてなされる世界銀行の活動への制約ないしコ

78 See, A. Broches, International Legal Perspectives of the

ントロールが、現段階では、法的概念で語れる性質のものでは

,
Operations of the World Bank , iii Recueil des Cours,（1959）

ないことを示していると言える。この点に関連する、
「国際組織

p. 353; W. Head, Evolution of the Governing Law for

のアカウンタビリティー」と「国際組織の責任（Responsibility）
」

Loan Agreement of the World Bank and Other Multilateral

概念の異同について、植木俊哉「国際機構のアカウンタビリテ

Development Banks , 90 American Journal of International

ィーと国際法」
『国際紛争の多様化と法的処理（栗山尚一先生・

「国際組織が締結
, p. 221. また、横田洋三、
Law, vol.90（1996）

山田中正先生古稀記念論集）
』
（2006 年）191-193 頁を参照。

する条約の効力と強制力−世界銀行の貸付協定の場合を中心と

87 世界銀行以外の開発金融機関におけるパネル類似の制度を比

して−」寺沢一編『国際法学の再構築 上』
（1974 年）
」71 頁を

較分析したものとして、D.D. Bradlow, Private Complainants

参照。

and International Organizations: A Comparative Study of the

79 Kingsbury, supra（n. 3）
, p. 335; A. R. Sureda, Process Integrity

Independent Inspection Mechanisms in International Financial

and Institutional Independence in International Organizations:

Institutions , 36 Georgetown Journal of International Law, pp.

The Inspection Panel and the Sanctions Committee of the

403-494 を参照。

World Bank in L. Boisson de Chazournes, C. Romano, and R.
, International Organizations and International
Mackenzie（eds）
, p. 178.
Dispute Settlement: Trends and Prospects（2002）
80 China: The Qinghai Project, a Component of the Western
Poverty Project, The Inspection Panel Investigation Report
（28 April 2000, hereinafter Chine Investigation Report）
. 本件
を詳細に検討した研究として、S. R. Roos, The World Bank

Inspection Panel in its Seventh Year: An Analysis of its Process,
Mandate, and Desirability with Special reference to the China
（Tibet）case , 5 Max Planck Yearbook of United Nations Law
（2001）
, pp. 473-521 を参照。

81 中国西部貧困削減プロジェクトにおいて、パネルが違反を認定
したのは、OD4.01、OD4.20、OD4.30、OP4.09、BP17.50 である。

China Investigation Report, id., p. i.
82 Chinese Government's Statement on the Inspection Panel
Investigation Report for China; Western Poverty Reduction
, July 6, 2000, p. 1. なお、その後
Project（Quinghai Component）
このプロジェクトは、当初予定されていた規模を大幅に縮小し
て実施されることになった。詳しくは、松本悟『被害住民が問
う開発援助の責任』
（2003 年）132 頁を参照。

83 See, World Bank Board Addresses Inspection Panel's
Investigation of the Honduras Land Administration Project ,
October 26, 2007.
84 なお、要請人がホンジュラスの新財産法の内容を調査要請の対
象としていたこと、またパネルがそれを受理したことには、先
に述べた法律顧問のみならず、世界銀行事務局からも根強
い批判があることには留意しておく必要があろう。Honduras

, pp. 25-27, paras. 94-101,
Management Response, supra（n.57）
especially, paras. 94 and 100.
85 本稿Ⅱを参照。
86 前掲注 21 の文献のように、パネルによる「業務上の政策およ
び手続」違反の認定は私人に対する世界銀行の（国際）責任
（Responsibility）や国内法上の賠償責任（Liability）を生じさ
せないという立場をとるならば、世界銀行インスペクション・
パネルにおける「世界銀行のアカウンタビリティー」とは、少

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
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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

化（gender mainstreaming）6 の流れの中に位置付けら

Ⅰ . はじめに

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

2003 年 7 月 16 日、「性同一性障害者の性別の取扱い

である。その原因の一つには、議員立法という立法形

の特例に関する法律」
（以下、特例法）が成立し、翌

式における
「見えない審議過程」
があると考えられる。

2004 年 7 月 16 日に施行された。同法は、性同一性障

「スピード可決」と
法案提出後 10 日で成立にいたり、

害（Gender Identity Disorder：GID）1 と診断された者

評価あるいは揶揄されたこの法案は、どのような政治

のうち特定の条件を満たす者に対して、家庭裁判所の

過程を経て成立にいたったのであろうか。その過程を

審判を経ることによって法令上の性別の取り扱いを性

探るための前段階として、本稿を置くこととする。

2

自認 に合致するものに変更することを認め、戸籍上

本稿の構成について、簡単に述べておきたい。第Ⅱ

の性別記載を変更できるものとした法律である。

節では、議論の前提として、特例法と GID について

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

概観する。第Ⅲ節では、男女共同参画ビジョンと男女

に対して、性別適合手術が行われるようになったのは

ー主流化の中に位置付けられるものであることを確認

1998 年のことであり、5 年遅れての法整備であった。

する。第Ⅳ節では、特例法をめぐる諸研究を、当事者・

これで、手術による身体的性別変更に加え、法的にも

社会学的視点に依拠するものと、法律学的視点に依拠

性別変更が可能となった。

するもの（主に憲法と民法）とに分けて、それぞれ概

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

「性とは何か」、
「ジェンダーとは何か」という問い

観する。また、それらの研究においては政治的観点か

に関する繊細な事柄を正面から扱ったかのように見え

らの分析が十分でないことを指摘する。そして、ジェ

るこの政策は、
「ジェンダーからの解放」を掲げる男

ンダー主流化の理念と特例法との親和性にもかかわら

女共同参画社会とはどのような関係にあるといえるの

ず、ジェンダー・バッシングの立場からの賛同が、逆

3

だろうか。特例法の成立は、一見、性 の多様性を認

説的に、
早期の成立に寄与した可能性について論じる。

める余地をもち、性別二元論により与えられる規範を

第Ⅴ節では、法案成立にいたるまでの時期における議

問い直すという点において、男女共同参画社会との親

事録を参考に、議論を概観し、部分的ながら、国会に

和性は高いものであると考えられる。しかしながら、

おいて認識されていた性別変更をめぐる論点を洗い出

現実に特例法によって救われるのは、ジェンダー・ア

す。

4

イデンティティ（gender identity）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

Ⅱ . 特例法と GID

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
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本稿において議論を進めていくうえでの前提となる

事柄であるため、まず、特例法と GID に関してここ

（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

で見ておきたい。

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

1. 特例法の概要

②反対の性別に対する強く持続的な同一感を持つ

特例法については、既にさまざまな文献において紹

③反対の性役割を求める

7

介されているため 、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、

（2）身体的性別の判定

家庭裁判所に申し立てを行うことによって、戸籍上の

①原則として、MTF12 は泌尿器科医、FTM13 は婦

性別変更が認められるようになった。以下に、特例法

人科医により実施される。染色体検査、ホルモ

8

第 3 条第 1 項にある、性別変更が認められる要件 を
列挙する。

検査等。

① 20 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

ン検査、内性器ならびに外性器の診察ならびに
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。

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

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。

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

Ⅲ . 特例法とジェンダー主流化

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

特例法の成立は、一見、男／女として性を固定化す

及び社会的に他の性別に適合させようとする意思を有

る性別二元論とは異なり、性別を越境しうるという意

する二人以上の医師の一般に認められている医学的知

味において、性の多様性を認める立場に立った施策で

見に基づき行う診断が一致しているもの」という定義

あるように見える。もしそうであれば、この法律は、

が与えられている（特例法第 2 条）。

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

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。

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

この問題については、各分野において研究がなされて

策」という言葉がしばしば用いられる。
「女性政策」

いるため、詳細に関してはそれらに譲る 10 が、本稿で

には、
「通常、女性（と子ども）を対象とする政策、

も簡単に触れておきたい。

「国・
ないしは女性のための政策」
（大沢 2000：2-3）や、

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『国際疾病分類』の第 10 版）、およびアメリカ精
lems、
神 医 学 会 の DSM- Ⅳ -TR（DSM=Diagnostic and Sta『精神疾患の診断・
tistical Manual of Mental Disorders、
統計マニュアル』の第 4 版修正版）などの国際診断基

地方公共団体が立案・実施する、女性の福祉や地位の

性問題の解決や女性の地位向上に主眼をおいた政策

準によって定義付けられる精神医学上の疾患名であ

によれば、
が、
女性政策であるといえよう。大沢
（2000）

る 11。日本精神神経学会（2006）によると、GID の診

1990 年代後半に入って、そういった従来の女性問題

断は以下のような手順で行われる。

解決あるいは女性の地位向上を目指すものから、
「ジ

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

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）

性同一性障害者特例法を
めぐる現代的状況
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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

年末までに各国政府が自国の行動計画を開発し終える

のが、
「男女共同参画ビジョン」であり、「男女共同参

ことを求めた北京行動綱領 15 に答えるものであった。

。
画 2000 年プラン」であるとする（大沢 2000：2-3）

前述した「ビジョン」で見られるようなジェンダー

パラダイム転換にあたるものとして、両者がそれぞれ

に関する考え方が、そのまま「プラン」の方にも引き

どのような特徴を持っていたのかについて概観する。

継がれているかについては否定的な意見が多い（内閣
。一方で、
大沢
（2000）
は、
府男女共同参画局 2004：32）

1. 男女共同参画ビジョンと男女共同参画
2000 年プラン

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

「男女共同参画ビジョン」と「男女共同参画社会の

理由に、
「プラン」は「ビジョン」の「趣旨に概ね沿

形成の促進に関する平成 12 年（西暦 2000 年）度まで

。
うもの」と理解しうるとする（大沢 2000：19-20）

の国内行動計画（男女共同参画 2000 年プラン）」は、

ゆえに、
「プラン」は、
「ジェンダーからの解放」とい

1999 年に公布された男女共同参画社会基本法の前段

う戦略的ジェンダー課題 16 を究極の目標として、「ジ

階となったものである。

ェンダー主流化」を基本目標の筆頭に掲げる政策体系

1994 年 6 月の政令により、首相の諮問機関として、
14

男女共同参画審議会が総理府に設置された 。同審議

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。

会は、1994 年 8 月に内閣総理大臣から受けた、「男女

こうした大沢の見解は、男女雇用機会均等法の改正

が均等に政治的、経済的、社会的及び文化的利益を享

というかたちとも合致していると見ることができる。

受することができ、かつ、共に責任を担うべき男女共

そこで、次に、ジェンダー主流化の観点から、均等法

同参画社会の形成に向けて、21 世紀を展望した総合

改正の変遷を概観する。

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

2. 男女雇用機会均等法

ビジョン（以下、
「ビジョン」とする）」を答申した。

男女雇用機会均等法（正式名称は「雇用における男

この「ビジョン」は、目指すべき男女共同参画社会の

女の均等な機会及び待遇の確保等女子労働者の福祉の

包括的な姿をはじめて明らかにしたものとされる（大

増進に関する法律」。以下、均等法）は、1985 年、日

。大沢（2000）は、「ビジョン」の「は
沢 2000：12）

本が女性差別撤廃条約（正式名称は「女子に対するあ

じめに」の第一文「男女共同参画―それは、人権尊

らゆる形態の差別の撤廃に関する条約」。国連採択は

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

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

同参画の基本的な考え方」における「この答申は、女

基準法が、賃金以外の男女差別については明確に禁止

性と男性が、社会的・文化的に形成された性別（ジェ

する条文を持たなかったのに対し、均等法は賃金以外

ンダー）に縛られず、各人の個性に基づいて共同参画

の労働条件に関する男女差別を規制する具体的な立法

する社会の実現を目指すものである」という文言を引

であった（浅倉 2007：35-36）。以下では、改正ごと

用し、次のように述べている。すなわち、大沢は、ビ

の理念の変遷について見ていくこととする。

ジョンが「
『男女共同参画』を『真の男女平等』の達

1985 年制定の均等法の理念は、女性差別撤廃条約

成に向かうプロセスととらえ」ており、さらに、「
『男

に依拠している。同条約は、女性に対する差別は人間

gender equality をも超えて、ジェ

の尊厳に反し、社会および家族の繁栄の増進を阻害

ンダーそのものの解消、
『ジェンダーからの解放（ジ

するものである、という考えを基本理念に据えてい

ェンダー・フリー）
』を志向する」という趣旨をもつ

る。さらに、母性の社会的重要性と、子の養育に対し

ものであることを示し、「ラディカルというに値する」

ては男女および社会全体が責任を負うことの必要性の

と評価している（大沢 2000：13）。

認識の下、政治、社会、経済、文化などあらゆる分野

女共同参画』は

この「ビジョン」に基づいて政府が策定したのが、

における女子に対する差別を撤廃するため、適当な措

「男女共同参画 2000 年プラン（以下、「プラン」とす

置をとることを締約国に要請するものである。雇用の

「ビジョン」
る）
」である。政府は、1996 年 12 月 12 日、

分野においては、母性保護措置は差別とみなしてはな

および北京行動綱領や北京宣言などを基に作成した

らないとする一方、女子一般に対する保護は女性に対

「男女共同参画 2000 年プラン」（案）を男女共同参画

して差別的効果があるとして解消を求めている（赤松

審議会に諮問し、「妥当」との意見を受けて、翌 13 日

1985：45-62）。日本においては、憲法第 14 条に規定

に「プラン」を決定した。これは、可能ならば 1996

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

沿う形で法改正が行われてきているといえる。すなわ

の確保を促進する措置をとるとともに、女子労働者が

ち、ジェンダー主流化の流れの中に位置付けられてい

職業生活と家庭生活との調和を図ることができるよう

るということができよう。

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）。
「福
均等法は 1997 年に改正される（1999 年施行）。

3. ジェンダー主流化における特例法

祉法」的側面と片面的な性格 17 への批判を受けて、名

以上のように、ジェンダー主流化の理念は、男／女

称も「雇用の分野における男女の均等な機会及び待遇

を軸とした、規範としての性別二元論を問い直すこと

の確保等に関する法律」とされ、1997 年改正均等法

につながりうるものといえる。こうした考え方は、

第 1 条の「目的」および第 2 条の「基本的理念」から

GID を通して、生まれもった性を固定的なものとは考

女性の「福祉の増進」という文言が削られた（浅倉

えないという意味において、性の多様性の許容という

1999：34-38）。また、募集・採用から定年・退職・

点から、特例法とも親和性をもちうるものであると考

解雇にいたる雇用の全ステージにおいて努力義務規定

えられる。では、特例法は、こういったジェンダー主

がなくなり、使用者による女性差別が禁止されること

流化政策の流れの中に位置付けることができるのであ

となった。一方で、妊娠中および出産後の健康管理に

ろうか。

関する措置を、これまでの努力規定から事業主の義務

ジェンダーとは、セックス（生物学的性）との対比

規定へと改正した。このように、改正均等法は、女性

において社会的・文化的性を意味するとされており、

差別の禁止と母性健康管理のための法律という側面が

人の性自認の確立に深く関わることである。さらに、

強くなった（浅倉 1999：42-43）。

近年では、ジェンダーという概念を、従来の生物学的

しかしながら、依然として積み残した課題は多く、

性と社会的・文化的性の二分論を越えて、「性差や性

同法は 2006 年に再度改正された（2007 年施行）。も

別についての観念・知識」のように広く定義する用法

っとも論議を巻き起こした改正点の一つに、間接差

が採用されてきている。こういったジェンダー概念を

別禁止規定がある。
「間接差別」という考え方による

鑑みるに、GID に焦点を当てた特例法もまた、ジェ

と、たとえ使用者が表面的に性中立的な条件や基準を

ンダーを扱う政策の範疇に入りうるものであると考え

採用し、職場の男女にそれを平等に適用したとして

られる。この点に関連して、佐倉（2006）は、公的

も、そのような条件・基準によって結果的に多数の女

書類の性別記載を見直す動きがいくつもの地方公共団

性が不利益を被る場合、その条件・基準の適用自体

体で見られることに触れて、男女共同参画社会づくり

が、女性を「間接的に差別した」ことになりうるので

とセクシュアル・マイノリティが生きやすい環境を整

はないかと推測される。2003 年に日本に提出された

備することとの共通性を見出している（佐倉 2006：

女性差別撤廃委員会（Committee on the Elimination
of Discrimination against Women：CEDAW） の「 最

177-178）。このことからも、男女共同参画社会すな

終コメント」の中には、国内法に差別の明確な定義が

とらえることができるといえよう。

わちジェンダー主流化と特例法とは、同局面において

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

Ⅳ . 特例法に関する先行研究

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

前節では、特例法が、男女共同参画社会の理念であ

とする措置」という見出しの下、省令による限定列挙

るジェンダー主流化と親和的でありうるということを

という形をもって規定されることとなった。このよう

論じた。それでは、特例法の成立に対しては、性別二

に、限定的ではあるものの、均等法がめざす平等概念

元論の観点から、これまでどのような見解が示されて

は、男性の働き方の基準に女性を合わせる「男性なみ

きているのであろうか。特例法をめぐる研究は、当事

平等」ではなく、家族的責任をもつ男女が満たせる基

者および社会学的視点によるものと、法律学的視点に

準による平等であることを具体化したということがで

よるものとに大別できる。以下、順に見ていく。

。また、2006 年の改正点の
きる（浅倉 2007：38-46）
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

性同一性障害者特例法を
めぐる現代的状況
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1. 当事者・社会学者 18 の視点

『身体を
には、GID に悩む当事者の中にも、自身の「
望む性別のものに変えること』に重点を置く者もいれ

特例法の成立にあたっては、GID 当事者たちの強い

ば、社会的な性役割などを『希望の性別のもの』にす

ニーズが大きく影響したことを考えるならば、まず、

。にも
ることを優先する者もいる」（佐倉 2006：125）

その当事者たちがどのように特例法をとらえているか

かかわらず、定義の押しつけになるなら、それは新た

を押さえておく必要があるだろう。

な差別を生む危険性すらあるのである。第三に、佐倉

当事者や社会学者において、特例法に対し、無条件

は、個人のありのままの状態を病理化し、医療化して

で評価するというものは、管見のかぎりではほとんど

しまうことを挙げる。第四に、家庭裁判所への申し立

ない。
その問題点を指摘する声はやはり多いのである。

てが必要であるという手続きの厳しさを挙げ、
第五に、

しかしながら、その中でも比較的、従来は認められて

異性愛主義に基づく固定的家族観が法に貫かれている

こなかった性別変更を可能にしたとして、第一歩を踏

ことを指摘する。第六には、身体改造の義務化を挙げ

み出したことへの評価を重視するものと、他方で、成

る。これは、第二の点とも関係しており、手術を希望

立した特例法が新たに問題を生み出している側面を強

する人のみが真の GID であるという画一化に加えて、

19

調するもの とに分けられる。それぞれについて、以

さらに、特例法には、優性思想の影と典型的な性器主

下に見ていく。

義をも見て取れることが述べられている。

特例法の成立自体を評価するものとしては、虎井

また、特例法の問題点を挙げるにとどまらず、特例

（2003）や上川（2007）が挙げられる。これらは特例

法の副作用ともいうべき現象について言及しているの

法の改善すべき点を指摘する一方で、見直し条項とし

が吉野（2008）である。吉野（2008）は、一見、性

ての附則を肯定的に評価し、立法自体がまずは一歩前

の多様性をすくいあげるかに見える特例法が、実際に

進であることを重視する。従来は、性別変更を望む当

は医療状況の変化と併せて、当事者のライフコースを

事者たちが、家庭裁判所に戸籍の性別記載の変更を申

限定しているのだと指摘する。吉野は、特例法には 3

し立てるも、司法の場においてはほとんど認められて

つの問題点があると述べる。第一に、
特例法を基準に、

こなかった、という。司法も行政も対応できない状況

特例法によって戸籍を書き換え、生まれ持った性とは

の打開は立法によるしかないが、世論の関心、議員立

「逆の性」に同化・埋没することに成功した「性同一

法の機運が高まっていた 2003 年の第 156 回国会の機

性障害エリート」と、そうではない当事者である「落

を逃せば「この先当分のあいだ絶望的になる」
（上川

ちこぼれ」を現出させたこと、第二に、特例法適用と

2007：114）。そうした、当事者全員を相変わらず社

なるための 5 つの要件について妥当であるか否かが疑

会制度の埒外に留まらせ、依然として誰一人救われな

わしいこと、第三に、特例法制定が、GID の枠組みを

い事態を回避するためには、批判点のある要件の削除

強固に再編したこと、を挙げている。特に 3 つ目につ

を求めるよりも、
法案を通すことを優先させる方が
「現

「身体違和」
「性別違和」
いては、GID 当事者が主張する

実的かつ唯一の選択肢」であり、
「苦渋の決断」であ

の概念が、
「GID 規範」として当事者自身を自縄自縛

ったと考えられたわけである（上川 2007：92-102、

にしていってしまうことを指摘する 20。

108-116）。

より社会学的な研究としては、GID 当事者らへのア

一方、特例法の問題を指摘するものとしては、佐倉

ンケート調査をもとに、当事者らの特例法に対する評

「
『性別には男か女しかなく、かつそ
（2006）がある。

価を分析した田端・石田（2008a）や、そのアンケー

れは出世時の外性器の形状によって決まる』というき

トにおいて回答にあらわれてこない部分（NA/DK や

わめて単純」で固定的な従来の性別概念に対して、
「じ

欄外への書き込み）
に焦点をあてた田端・石田
（2008b）

つは途中で変わったりすることもあるようなものなの

がある。また、GID 当事者らへのインタビューにもと

だ」と「法的に正式に制度化されたことの意義は大き

、
石田
（2008b）
がある。
づいて分析を行った鶴田
（2008）

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

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

のだから特別に救済するのだという発想の正しさを疑

見地からのものと、民法学的見地からのものとに大き

問視する。第二に、特例法の規定により、「自己を身

く分けられる。

体的及び社会的に他の性別に適合させようとする意思
4

憲法学の嶋崎（2004）は、GID をめぐる認識につ

4

を有する」者のみが GID 当事者であるというような、

いて、近年は改善されつつあるものの、「性転換手術

当事者概念の画一化が生じかねないことである。実際

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

や「自由」という、比較的抽象的な次元から議論され

て十分把握されていない」と指摘する。
「人権の問題

ている。これに対し、民法学的視点からは、GID の問

と考えれば、特例法での戸籍上の性別変更の制限も憲

題を戸籍や性別表記の訂正という問題と関連させた、

。嶋崎によると、
法上問題となる」（嶋崎 2004：10）

より現実的あるいは実践的なものとしてとらえられて

GID 当事者であること自体の否定は、憲法第 13 条後

いる。

段にある公共の福祉によっては正当化できず、憲法第

特例法に関するものとしては、新しいものでは棚村

13 条前段の「個人の尊重」原則に反する。一方、性

（2008）が学説上の整理をしたうえで、各要件につい

別適合手術や戸籍の性別変更等は、個人の意思が働き

て検討を加えている。まず、年齢要件については、あ

うるため、「個人の尊重」それ自体ではなく、第 13 条

まり合理性もないため、医療同意年齢である 15 〜16

後段の「幸福追求権」から導かれる自己決定権の問題

歳や、経済的社会的に自立しうる 18 歳とすることも

にあてはまりうる。この場合、公共の福祉による内在

可能であるとする。続いて、非婚要件については、同

的制約を受ける可能性があるが、GID において、自

性婚やパートナーの登録制度が設けられてない以上、

己認識と自己決定権は深く結びついているため、自己

いまなお必要であるとしている。また、子なし要件に

決定権に対する制約に対しては厳格な合憲性審査が必

ついては、性別変更により関係者の利益が害されない

要となるとする。この観点から、嶋崎は、特例法適用

ことという消極的要件を課し、家庭裁判所が審判の際

の要件は制限として憲法上許容されうるのかについて

に、子の意見を聴取したうえで総合的に判断するとす

検討を加えている。子なし要件については、親子関係

れば削除してもよく、未成年の子でもすでに受け入れ

の多様性から、一律に子を持つ GID 当事者を排除す

ている場合には特に問題はないと述べている。生殖能

ることは、
「個人の尊重」と結びついた自己決定権の

力放棄要件については、前述の子なし要件を外した場

制限であり、その正当性は相当疑わしいとする。加え

合に、残すのかどうかは「微妙な問題」
（棚村 2008：

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

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

崎は、立法論上の改善の余地を指摘する一方で、GID

望しないなど、多様なケースが考えられることから、

への社会的差別や抑圧等を禁止する立法の検討につい

今後も議論を要するとしている。加えて、日本では、

ても必要性を主張している（嶋崎 2004：12）。

民事特別法や手続法の問題が先行し、婚姻・養子縁組・

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

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。

という 2 つの観点から、特例法に内在する問題点を 3

そもそも、性別適合手術を受けた GID 当事者の戸

つ挙げている。すなわち第一に、性別変更可能な範囲

籍上の性別変更に関する最も初期の研究には、大島

をきわめて限定したことにより、場合によっては手術

（1983）がある。「法的性」の訂正として問題にして

を要しない者も手術へと向かわせる可能性がある。第

おり、法的性の決定に際しては、「生物学的事実のみ

二に、法的に「性変更」と認められる範囲の限定が、

に依るべきものではなく、究極的には、社会通念によ

手術を望む者についても自己決定の余地を狭めるもの

るべき」として、「外部性器の形態による性、第二次

となっている。第三に、なおも生物学的性別という従

性徴、心理学的性、社会学的性が重視されるべき」と

来の範疇で処理されていることにより、性別とは何

論じる（大島 1983：103）。医学的要件としては、①

かという本質的議論が隠蔽されている（國分 2004：

精神科医の鑑定により「変性症 21」であると認められ

14）。さらに、第一の点に関連して、自己決定権の考

ること、②ホルモンの投与あるいは外科手術による性

え方からは、自らの性自認に合わせて性を自己決定す

的外観の変様、③社会学的性の変様、④生殖能力がな

ることは身体処分の自己決定よりも問題なく認められ

いこと、⑤将来における再転換の可能性が極めて低い

やすい権利だと考えられるべきところを、特例法は、

こと、他方、法的要件としては、①日本国民であるこ

身体処分をしたものについてのみ、性の自己決定を

と、②満 20 歳以上であること、③完全な行為能力を

認めるものとなっているとして、特例法には論理的

有すること、④婚姻していないこと、を挙げる。

転倒があることを指摘している点は興味深い（國分

2004：10）。

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

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」

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。

性同一性障害者特例法を
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1990 年代後半に入って、実際に性別適合手術が行

ある。特例法が、主としてどの国を参考にして立案さ

われるようになってからは、GID に対する社会的認知

れたのかは必ずしも定かではないが、特例法の可決が

度も高まり、問題としてとらえられる契機が多くなっ

2003 年であり、かつ、大島自身が自民党内の性同一

ていった。以降、特例法成立までの間、戸籍訂正に関

性障害勉強会に講師として招かれている 23 ことを考え

しては、
より実践的な側面から研究がなされていった。

ると、骨子案において、これらの研究が参照された可

大島（2001a）は、GID 当事者が公的な書類の提示を

能性はかなり高いといえる。さらに、拘置所および刑

求められる場合、GID について知られることとなり、

務所における GID 当事者の処遇について諸外国の事

プライバシー権の侵害となること、また、憲法第 24

例を参考に検討を加えた、大島（2001c、2002：第 10

条 2 項に規定される婚姻を阻止し、GID 当事者の尊厳

章）や、医療保険に関して各国の判例を広く紹介し、

を著しく傷つけていること、戸籍上の性別訂正を認め

日本について憲法に照らして保険の適用を主張する大

ないことは GID 当事者の私生活に対する恣意的な干

島（2001b、2002：第 2 章）など、より個別の問題を

渉に該当する（世界人権宣言第 12 条違反）ことなど

取り扱った研究成果もある。このような研究もまた、

から、GID 当事者に対して戸籍上の性別訂正を認め

実際の政策実施において反映されうる、あるいは既に

るべきであると主張する。大島（1983）に比べて議

反映されていると考えられるであろう。

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）

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、

の実施状況を斟酌し、元の性の生殖能力喪失で十分で

ジェンダー主流化の理念と親和的であるといえる性の

あり、新しい性の外性器の形成までは要しないと考え

多様性の存在を、現実のものとして想定している。一

る、としている。さらに、子のないことを要件とすべ

方で、法律学とりわけ民法においては、ある程度の性

きかについては否定的である。とりわけ認知の場合に

別二元論の枠を前提として、議論がなされていること

問題が浮上する。MTF の男性が婚姻関係にない女性

を確認した。

に非嫡出子を産ませて認知せず、その後女性へと性別

多様な性ではなく、男／女を固定化する性別二元論

表記の訂正を行った後で、子どもを認知したとする。

は、民法を適用するうえで、ある程度やむを得ない事

認知には遡及効があるため（民法第 784 条）、性別表

情だと考えられる。しかし、問題は、こうした性別二

記の訂正の時点で、この MTF の男性は子を持ってい

元論への依拠が、はたして民法運用上の問題だけにと

たこととなる。この場合、性別表記の訂正を取り消す

どまっているかどうかである。

べきでないとするならば、結果的に子を持つ者につい

この点を考える手がかりとして、
一つの例を挙げる。

ても性別表記の訂正を認めることになり、制度として

特例法の立案に向けて、与党性同一性障害に関するプ

一貫性を欠くこととなる。反対に、取り消すべきとし

ロジェクトチームが立ち上がるのは 2003 年 5 月 13 日

ても、もし当該 MTF が女性として男性と婚姻してい

のことであるが、そのメンバーの中には、例えば、ジ

る場合には、今度は男性同士の婚姻を認めることとな

ェンダー・バッシングの急先鋒とされる山谷えり子議

る。故に、子のないことを要件とすべきではないとす

。
員
（当時、
保守新党）
が名を連ねている
（南野 2004：6）

22

特例法は、これまで、「性別とは生来のものであり、

澤田（2000、2001）は、同性婚が認められていな

人為的には変えることのできないもの」であると考え

いという観点から、既婚者の性別変更は認められない

られてきたことに対し、
「性別とは越境の可能性を持

ため、当面は性別適合手術の対象を未婚の者に限定す

ちうるもの」であり、また、その境界の柔軟性を公式

るのが望ましいとし、そうした厳格なスクリーニング

に認める効果をもつものといえる。
「男らしさ」「女ら

る 。

を経た後、正当な「医療行為」として性別適合手術を

しさ」にこだわりを見せる山谷が、なぜ「男らしさ」

受けた者については、手術によって事後的に戸籍の記

「女らしさ」からの逸脱例ともいえるような GID 当事

載と不一致を生じた時点で「錯誤」が生じたものとし

者の性別変更に関しては推進的であったのか。

て、戸籍法第 113 条が規定する「戸籍の記載に錯誤が

山谷のようなジェンダー・バッシング論者が GID

あること」に該当するものとして同条を解釈適用する

当事者の性別変更に対して推進的であった理由の一つ

ものとする。

は、GID の「障害化」であり、もう一つは「変更後の

また、大島（1983、2000、2002：第 6 章）や石原・

性別の明確化」であると考えられる。障害であれば治

大島（2001：第五部）は、諸外国における性別表記

療せざるを得ない。「障害化」として「病理化」する

の訂正・変更に関する制定法を詳細に紹介するもので

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

る。それは、議員立法という形式およびそこでの政治

の逸脱としてみなされる。つまり、それは男／女とい

過程と、特例法成立との関係である。より具体的にい

う性別二元論を軸として、それに沿っているか否かを

えば、ジェンダー主流化と GID に関する認識とが、

基準に、性に関して「正常」か「異常」かを判断して

特例法の成立過程のなかでどのように乖離したのかと

いることになる。そこには、特例法あるいは GID が、

いうことになる。さらに、政治学一般の文脈で考える

性自認や性的指向といったジェンダーに関する問題で

なら、ジェンダーに関する問題のように、議員間での

あるという意識や、あるいはマイノリティに関する問

意見に著しい差があるにも関わらず、ある法律が早期

題であるとの認識が介在する余地はなく、偏に「異常」

に立法化されるような状況をどう説明すればよいか、

としての病理的な問題に落としこまれてしまう。

という問題につながるであろう。しかしながら、立法

加えて、障害であると認められるための医学的要件

にいたるまでの過程に関しては、特例法が審査および

は、第Ⅱ節 2. の GID に関する記述で挙げたように、

審議を省略して採決されたために、議事録上では議論

自らの性別に対する不快感・嫌悪感や、反対の性別に

を十分に追うことができないという問題がある。それ

対する強く持続的な同一感を持つこと、それから、反

ゆえ、詳細な政治過程を分析することについては他日

対の性役割を望むことが課される。さらに、施術は不

を期したいが、GID（議事録では「性同一性障害」）

可逆的なものであるため、性別を適合させた後は、生

をめぐりどのような論点が認識されていたのかを洗い

まれたときとは別の性としての人生を迷いなく送るこ

出すことを目的として、法案提出までの議事録を次節

とが必然とされる。こうして、どちらか一方の性に強

にて概観する。

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

Ⅴ . 国会における「性同一性障害」
をめぐる議論

さに
「特例」
法として立案しえたと考えられるのである。

「性同一性障害者の性別の取扱いの特例に関する法

心身ともに、生まれもった性とは反対の性になるこ

律」は 2003 年 7 月 1 日、参議院法務委員会において、

とを強く望むGID当事者のみが、この要件に該当する。

本会議への提出が認められ、翌 2 日、本会議にて全会

結局、性別二元論で説明のつく事例のみが、特例法の

一致で可決された。7 月 7 日に衆議院法務委員会に付

枠内に包含されうることとなる。つまり、
「障害者」

託され、9 日に同委員会において可決、10 日には、衆

として、ジェンダー規範からの逸脱例としての扱いを

議院本会議にて異議なしと認められ、可決成立した。

することで、性別二元論に再吸収することが可能とな

この法案は、委員会提出として本会議にかけられるこ

るのである。特例法が、ジェンダー主流化の理念にも、

ととなったものであり、審査および審議が省略された

あるいは、性の多様性にも相反するものとなってしま

ため、委員会および本会議において、見える形での議

ったのは、保守的な考えを持つ者にも賛同しうる解釈

論というものはなされなかったのである。本章では、

が可能であったためである。しかしながら、逆説的で

委員会提出として審議を省略して採決された特例法が

はあるが、だからこそ特例法には成立の可能性があっ

成立にいたる以前の時期に、そもそも GID に関して

たともいえ、実際、それが理由のすべてではないにせ

国会内でいかなる議論がなされていたのかを概観し、

よ、
異例ともいえるほどの速さで成立したわけである。

詳細な議論の方向性を見据える。

ジェンダー・バッシングの立場や保守的な議員の理解

委員会および本会議の議事において、性同一性障害

を得られないのであれば、自民党の党内審査を通過す

（1996 年）
の問題が取り上げられたのは、
第 143 回国会

ることはさらに困難を極めたであろう。

の参議院法務委員会が最初である 24。「法務及び司法

以上、見てきたように、なぜ特例法とジェンダー主

行政等に関する調査」を議題とする質疑において、自

流化の理念との間に乖離が生じる結果となったのかに

民党の石渡清元議員（当時）が性別適合手術に関する

ついては、当事者や社会学者、法学者の視点からは十

刑事上の問題点、戸籍上の性別変更の可能性について

分に説明されていない。当事者の見解は、性別二元論

質問しており、また、法整備の必要性についても言及

への疑義を呈するにとどまり、他方、法学者の分析は、

している。これは、翌月に控えていた国内初の性別適

特例法成立にいたる政治過程や、そこでの議員等の役

合手術（当時は「性転換手術」が通称であった）に対

割についての検討を欠いている。

し、立法措置を含めた法整備の遅れを指摘するもので

ここまでの整理をふまえて、政治学的見地から特例

あった。

法をとらえてみると、当事者・社会学者の視点や法学

1998 年 10 月 16 日、埼玉医科大学の総合医療センタ

者の視点とはまた異なった論点が浮かび上がってく

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

一ヵ月後の参議院法務委員会での、戸籍法の改正に関

のケースである。国内では、1969 年、男性三人に性

する議論の際に、浜四津は法務省の検討状況について

転換（性別適合）手術をした医師が「故なく、生殖を

改めて確認しているが、民事局長からは、「引き続き

不能にすることを目的とし」た手術を禁じた優生保護

検討をしたいと考えております」との答弁を受けてい

法（現在の母体保護法）違反で有罪判決を受けた「ブ

る 31。

ルーボーイ事件 26」以降、手術はタブー視されてきた。

第 156 回国会（2003 年）の衆議院予算委員会第三

しかし、1995 年 5 月、埼玉医科大学の原科孝雄教授

分科会では、民主党の家西悟議員と森山真弓法務大臣

が、性転換手術の倫理的な判断を同医大倫理委員会に

との質疑と、それに対する答弁が見られる。家西が、

「性同一性障害
申請した。同委員会は 1996 年 7 月に、

法務省として戸籍法改正等の対応をする意思があるの

という疾患が存在し、性別違和に悩む人がいる限り、

かについて確認したところ、森山は、議員立法であれ

その悩みを軽減するために医学が手助けすることは正

ば「法務省といたしましてもお手伝いさせていただき

当なことである」と答申し、性転換手術を「正当な医

たいというふうに考えて」いるとの見解を示した。手

療」と容認した。同年 9 月、日本精神神経学会が「性

術の際の保険適用に対する要請については、厚生労働

同一性障害に関する特別委員会」を設置し、1997 年 5

省保険局医療課長が、
「個別に慎重に判断していく」

月には、患者の診断と治療に関するガイドライン「性

としており、また、就労問題に関しての考えを尋ねら

同一性障害に関する答申と提言」を発表し、手術を条

れた厚生労働省職業安定局次長が、啓発、指導用のビ

件付きで認める治療指針をまとめた。これを受けて同

デオを作成し、都道府県労働局に配布する旨を答えて

27

大倫理委は翌 1998 年 5 月、手術の実施を承認した 。

いる。実際の差別に対する救済については森山から、

この最初の性別適合手術が実施されて以降は、GID

人権擁護機関において幅広く相談を行っているとし、

に関する認識の広がりを示すように、他の委員会にお

審議中（当時）の人権擁護法案の対象範囲であること

いても、GID に関係のある問題が指摘されるようにな

を確認している 32。

る。第 145 回国会（1999 年）の衆議院地方行政委員

頻繁に議論にあがっているわけではないものの、情

会では、
住民基本台帳法の改正に関する質疑において、

報、人権、戸籍に関する立法、保険、労働と、特例法

民主党の桑原豊議員（当時）が、行政情報としての使

が成立した後も現実問題となっているような論点は、

用以外の公開の際に、性同一性障害の当事者にとって

すでに出されていることが分かる。
この背後において、

性別を知られることは人格権にかかわる問題でありう

どのように議論が展開していったのかについては、こ

ることを例に挙げ、性別と生年月日については本人の

れ以上を議事録から見て取ることはできないため、詳

28

同意が必要なのではないかと取り上げている 。

細な分析に関しては他日を期したいと思う。

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

Ⅵ . おわりに

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

本稿では、特例法がジェンダー主流化の流れの中に

を認めていくことを盛り込む必要性について言及され

位置付けられうるものであることを確認した。
そして、

ている 29。

各分野における特例法をめぐる研究をレビューし、さ

第 155 回国会（2002 年）の参議院法務委員会にお

らに政治学的視点からアプローチをすることの意義が

いては、人権擁護法案をめぐる議論の際に、公明党の

何であるか、またその場合に、重要となる問題点を明

浜四津敏子議員が、GID 当事者に対しての同法案で

らかにした。そこには、ジェンダー・バッシングの立

の扱いについて言及している。GID 当事者に対する

場からも賛同を得られるような、両面的な解釈の余地

差別は、障害を理由とする差別の禁止の中に含むもの

があり、早期の成立に寄与した可能性を指摘した。ま

とすることを確認し、
「障害」との扱いから、手術療

た、本格的に分析するための準備段階として、国会で

法に際しての保険適用の検討を厚生労働省に求めてい

の特例法をめぐる議論を概観し、整理した。

る。また、戸籍における性別変更についても触れ、司

本稿で十分に扱えなかった、特例法が性別二元論の

法において戸籍法第 113 条の拡大解釈による性別変更

枠組みの中に取り込まれた過程について、政治学的視

が無理であれば、特別立法を検討すべきではないのか

点から論じることは今後の課題とする。より一般的な

という指摘をしている。これに対しては、当時の法務

知見としては、ジェンダー問題のような、議員間にお

省民事局長が、
「関係機関とも連携の上、真剣に検討

いて意見の対立が著しい問題にもかかわらず、合意に

していきたい」と答えるにとどめている 30。また、約

いたる状況をどう説明するか、という論点に拡張しう

102

るものと思われる。特例法をめぐる具体的な政治過程

、針間
11 ICD-10 や DSM- Ⅳ -TR については、吉永（2000：62-65）

の分析については、プロジェクトチーム結成の過程や、

他（2007：14-17）
、セクシュアルマイノリティ教職員ネットワ

議論の展開、野党との接触に関して、今後インタビュ

ーク（2003：85-88）などに詳細がある。

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

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。

の特例に関する法律の一部を改正する法律案」の草案

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

が、千葉景子、今野東、南野知惠子、浜四津敏子の 4

進展ともいうべき一連の流れについては、名取（2005）が簡潔

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。

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。
「ジェンダー格差そのものが問
16 「戦略的ジェンダー課題」とは、
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）
。
「1986 年の解釈通達は、
『均等法
17 浅倉（1999）の説明によると、

特例法は、性別二元論の枠組みを超えるものではな

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

いが、
セクシュアル・マイノリティに部分的ではあれ、

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

公的に光を当てたといえる。しかし、ここで救われる

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

マイノリティがまた「一部」であることも、社会とし

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

て忘れてはならないであろう。

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

註

べ」ており、女子の「福祉」に反しないかぎりは、賃金格差の

1 日本語訳においては「性同一性障害」と称されるのが一般的で
あるが、
「障害」であると認めることについては批判等もあるこ
とから、本稿では英語表現の略称である「GID」を用いること
とする。
「性同一性障害者」については、
「GID 当事者」とする。

2 「性自認」については、注 4 の「ジェンダー･アイデンティティ」
の説明を参照。
「性のありよう（広い意味でのセクシュアリ
3 ここでの「性」は、
ティ）
」の意味で用いている。佐倉（2006：62-64）を参照。

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。
本稿で取り上げた以外にも、
石田
（2008：
19 特例法に対する批判は、

24、注 36）に紹介されているようなものがある。

4 「ジェンダー･アイデンティティ」とは、日本語では「性自認」

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

といわれ、自らの性について、他者による規定ではなく、自ら

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

が認識する／している性のありようをいう（田中 2006：11）
。

る（石田 2008：138-144）
。またその一方で、実際にカウンセリ

、吉野（2008：384-386）等を参照。
5 佐倉（2006：124-125）

ングを受けることにより、吉野の指摘するような「GID 規範」

「あらゆる政策や施策において、立
6 「ジェンダー主流化」とは、

から解かれる当事者もいるといえる（鶴田 2008：124-128）
。性

案段階から女性と男性それぞれにたいする効果を分析すること

別適合の過程は、大きく分けて（1）精神科領域の治療、
（2）

などを通じて、
男女平等の視点を反映させる」ことを意味する（大

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）

沢 2002：52）
。北京行動要領第Ⅳ章パラグラフ 201、204。日本

ホルモン療法、2）FTM に対する乳房切除術、3）性別適合手

語版については http://www.gender.go.jp/kodo/chapter4-H.html

術 という段階を踏む（日本精神神経学会 2006）
。GID であると

を参照。

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

小野寺（2003）
、星野（2003）
、齋藤（2004）
、自見（2004）
、
7 例えば、
針間他（2007）など。
石田（2008a：23）にならい、
①は「年齢要件」
、
8 各要件については、
②は「非婚要件」
、
③は「子なし要件」
、
④は「生殖能力放棄要件」
、
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。
、吉永（2000）
、星野（2001）
、針間（2004）
、佐倉
10 大島（1983）
（2006）などを参照。

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

日本労働協会．

ランスジェンダー（transgender）
」との違いについて触れておくと、

浅倉むつ子．1999.『均等法の新世界』有斐閣．

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

浅倉むつ子．2007.「Ⅱ 均等法の 20 年―間接性差別禁止の立法

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

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―

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

戸籍法改正の提言―」
『性同一性障害と法律―論説・

して、元男性性同一性障害者（MTF）は婚外子を認知しなけれ

資料・Q&A―』晃洋書房、88-108.

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）
。
、大島（2001a：74）
。
23 南野（2004：40）

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

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.

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

石田仁．2008b.「第 5 章 性同一性障害を抱える人びとの見解（2）
」

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

石田仁
（編著）
『性同一性障害 ジェンダー・医療・特例法』

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

御茶の水書房、133-160.

（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

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・

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、

稲葉馨『日本の男女共同参画政策―国と地方公共団体

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

の現状と課題』東北大学出版会、7-31.

という（吉永 2000：67-81）
。実際には、優生保護法違反に加え

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

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

ドライン（第 3 版）
』http://www.jspn.or.jp/05ktj/05_02ktj/

っていた（吉永 2000：80-81；石原・大島 2001：176-182；
『判

pdf_guideline/guideline-no3_2006_11_18.pdf

例タイムズ』233 号：231）
。

大海篤子．2003.「Ⅵ

女性模擬議会という女性政策―女たちの

27 『朝日新聞』1998 年 10 月 16 日付。

経験の政治化過程―」日本政治学会編『年報政治学』
、

28 『第 145 回国会衆議院地方行政委員会議録』1999 年 5 月 18 日。

113-137.

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。

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
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を中心として―」
『神戸学院法学』第 30 巻第 2 号、67-

151.
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齋藤陽夫．2004.「法令解説
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佐倉智美．2006.『性同一性障害の社会学』現代書館．
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澤田省三．2001.「いわゆる性同一性障害の戸籍訂正について」
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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．
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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
中根

一貴

除けば、チェコ人自由派の統一的な行動により、構想

Ⅰ . はじめに

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

本稿の目的は、19 世紀後半から 20 世紀初頭のチ

な原理となり、近代化による社会的・経済的な分化を

ェコ政党政治に多大な影響を与えた、国民的一体性

もってしてもそれを打ち破ることはできなかった。ま

národní jednota と一党支配との変容の過程を分析する

た、ハプスブルク君主国領ボヘミアにおいても、チェ

ことにある。以下にその意義を説明していこう。

コ人自由派による統一的な政治行動が、住民の約 3 分

1

国民 nation を、古代より続く原初的な実体ではな

の 1 を占めたドイツ人の政治化を招くことになった。

く、近代において社会的に構築された存在としてみな

その結果、ボヘミアにおける多文化共生の実現を著し

す見解が多くの研究者に受け入れられた結果、ナショ

く困難にしたのである。

ナリズム研究や国民形成に関する研究は大きく飛躍し

以上のように、チェコ人自由派による国民を単位と

た。特に、チェコ史学においては、前近代的な地域社

する政治行動は、当時の文脈においては決して当然の

会が国民社会としての近代市民社会へ編成替えされて

行動ではなかった。むしろほぼすべてのチェコ人政治

2

いく過程として 、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

家が国民を単位とする統一的な政治行動をとったこと

を経て「チェコ国民」という概念が発展していく過程

がらも長期にわたり継続したことこそが説明を要する

3

だけでなく、そのような統一的な行動が形態を変えな

として 、チェコ国民の形成が研究されている。この

事象なのである。そのためには、彼らによる国民を単

ように、国民という存在が自明でないのであれば、国

位とする統一的な政治行動とその変容を明らかにする

民を単位とする政治行動も自明ではないと捉えるのが

必要がある。このことは、同時に、世界各地で排他的

自然であろう。

ナショナリズムを掲げる政治勢力が影響力を伸ばして
4

19 世紀後半のシスライタニア 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

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

代前半には、連邦派の大土地所有者、ドイツ人保守派

コ政治において繰り返し主張された ｢国民的一体性｣

とチェコ人自由派による右派勢力の結集が検討され、

に着目する。国民的一体性は、一方ではチェコ人政治

逆に 1870 年代後半には、チェコ人自由派とドイツ人

家に統一的な行動を要請する言説であるとともに、他

自由派の連携による自由主義政党の設立が試みられた

方では、単一政党への結集や複数の政治勢力の連合な

。この可能性の
（Urban 1982, 261, 323-325; Sak 1993）

ど、彼らによる統一的な政治行動そのものを指すとい

存在は、同時に、政治家個人が国民を単位とする政治

う、非常に多義的なものであった。それゆえ、国民的

行動を選択しないことを理論的には許容するはずのも

一体性を分析した研究者もその扱いに苦心することに

のであった。しかし、これらの勢力の結集は、ドイツ

なった。

人自由派の国民代表としての性格の強化という要因を
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まず、国民的一体性の多義性を可能な限り理解しよ

うとしたウルバンの研究を紹介しよう。チェコスロヴ

一的な行動を指し示す国民的一体性とその変容を明ら

ァキア独立までのチェコ社会の発展を多角的に検討し

かにする可能性を示すことができたと言える。
しかし、

たウルバンは、国民的一体性に関しても視座に富んだ

ヴェレックのこのような限定は、言説の上で繰り返さ

解釈を提示している。彼は、1880 年代までの国民的

れる国民的一体性をチェコ人政治家による統一的な行

一体性を、都市の知識人と上層市民層を中心に結成さ

動との関係において整合的に位置づけることを困難に

れた老チェコ党 5 がチェコ政治を支配することを正当

している。さらに、両者に共通している問題点は、社

化する、権威主義的なものと位置づけた。この国民的

会的・経済的な分化の進展によって国民的一体性が崩

一体性は、
社会的・経済的分化と選挙権の拡大により、

壊したことを論理的な必然として捉えていることであ

都市・農村の中間層を支持基盤とする青年チェコ党 6

る。なぜならば、チェコ人の統一的な政治行動は、彼

によって、1890 年前後に民主主義的な綱領を基礎に

らによって国民的一体性が崩壊した時期とされている

おいた各集団の連合としての国民的一体性に取って代

世紀転換期以降も、
その必要性が説かれたのみならず、

わられることになった。すなわち、各社会勢力の連合

その実現も試みられていたのだからである。これらの

体として拡大した青年チェコ党がこの時期のチェコ政

試みを時代錯誤的として批判することは簡単ではある

治を主導することを裏付けるかたちで、国民的一体性

が、むしろ必要とされていることは、社会的・経済的

が変容したのであった。さらに、ウルバンによれば、

な分化の進展と ｢国民的一体性の崩壊｣ との関係を疑

性格が異なるとはいえ両党によって追及された国民的

うことではないだろうか。そうすることによって初め

一体性は、国民の存在自体を支える ｢道徳的な指令｣

て、世紀転換期以降のチェコ政党政治と、19 世紀後

と ｢政治的なスローガン｣ でもあった。しかし、社会

半におけるチェコ人政治家による統一的な政治行動と

的・経済的分化のさらなる進展によりチェコ社会が成

の関係性を理解することができるのであり、社会的・

熟した結果、1890 年代後半には国民的一体性は崩壊

経済的な分化が言説と実体の両方を包含する国民的一

。
したとしている（Urban［1979］2003, 1982, 1983）

体性のどの側面にいかなる影響を与えたのかを詳細に

一方、近年では、ウルバンの研究を踏まえた上で、

分析することが可能になるのである。そのためには、

ヴェレックが国民的一体性を簡潔に定義している。彼

非常に多義的な国民的一体性を分析の俎上に載せるた

は、国民的一体性が理想的に実現された条件として、

めの概念操作が必要である。

政治的代表の一元化、下院議員の統一団体、共通の綱

以上のことを踏まえて、本稿では、当時のチェコ人

領と一人の国民的指導者の存在を挙げる。つまり、国

政治家・政党が追及した国民的一体性を、概念として

民的一体性がチェコ人政治家による統一的な行動その

の国民的一体性と実体としての一党支配に分離する。

ものであることをヴェレックは重視したのである。こ

その上で、概念としての国民的一体性を ｢同一の国民

の意味での国民的一体性は、社会的・経済的分化と選

意識を抱く政党・政治家の間における統一的な行動の

挙権の拡大により、世紀転換期に崩壊したとされる。

要請｣ として、実体としての一党支配を ｢ある政治単

最終的には、青年チェコ党によって、国民的一体性は

位における政治的な代表が一つの議員クラブに一元化

20 世紀初頭に他のナショナリスト政党との合同・協

されており、特定の政党がその議員クラブにおける決

力を呼びかける理念に読み替えられようとしたのであ

定権を掌握している状態｣ として定義する 7。このよ

る（Velek 1999, 2000, 2005）。

うな操作により、チェコ人政治家・政党による国民的

国民的一体性が非常に多義的であることはウルバン

一体性に基づく政治行動を分析することが可能になる

の研究から明らかであろう。ウルバンの功績は、統一

とともに、国民的一体性の概念自体が変容していく過

的な行動の要請という言説と統一的な行動そのものと

程を明らかにすることができるであろう。

を指し示す国民的一体性を、当時のチェコ社会におけ

以下に本稿の視点と構成を説明しておこう。1860

る社会的・経済的な発展の中に位置づけたことにある。

年代において、国民的一体性の実体としての一党支配

しかし、このような入り組んだ事象を当時の歴史的文

を容易にした条件として、政府とチェコ人政治家・政

脈の中で描写した結果、分析における因果関係の明瞭

党との関係、チェコ人が掲げた要求、政治指導者とい

さを犠牲にしている感が否めない。したがって、読者

う三つの条件が挙げられる。第二章でこれらを具体的

は、国民的一体性が統一的な行動を要請する言説、あ

に論じるが、簡潔に説明しておくと以下のとおりにな

るいは統一的な行動そのもののどちらを指しているの

る。対政府関係においては協力の可能性と弾圧の可能

か、しばしば解釈に苦しむことになる。一方、ヴェレ

性を検討しなければならない。すなわち、政府との協

ックは、ウルバンの功績を受け継ぎつつも、チェコ人

力の可能性が大きかったために、チェコ人政党・政治

政治家による統一的な行動そのものに重点をおいて分

家は自らの要求実現のために統一的な行動を選択する

析を試みている。その結果、チェコ人政治家による統

ことが容易であった。一方、政府は、君主国の存続の

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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ために反体制的な勢力の抑圧に躊躇しなかった。その

権的な姿勢を弱めることになり、老チェコ党内部の左

ため、政治家・政党の間における対立を左派に不利な

派が不満を抱くことになった。この不満が 1863 年の

形で抑制することになった。もちろん、国民的一体性

ポーランド反乱に対する見解の相違を契機に噴出し、

を必要とする最大の理由とも言えるチェコ人の要求自

1864 年に彼らは老チェコ党内部において、後の青年

体も一党支配の帰趨に影響を与えた。要求の規模が大

チェコ党の母体となった、『ナーロドニー・リスティ

きくなることによって、チェコ人政治家・政党の統一

Národní listy』を拠り所とする一つの派閥を形成した。

的な行動を容易にしたのである。最終的に、他の政治

しかし、彼らは、老チェコ党内の派閥の時期のみなら

家を凌駕する権威を有する政治指導者が国民的一体性

ず、老チェコ党から独立してから暫くの間、老チェコ

と一党支配を担保したのであった。これらの三つの条

党の指導に服せざるを得なかった。さらに、青年チェ

件が崩れていくことにより、一党支配が変容していく

コ党に属する政治家自身が、原理的な問題に関しては

過程を分析することが第三章と第四章の課題である。

老チェコ党との違いがないことを強調することで、自

本稿では、国民を社会的に構築される存在として捉

らも国民的一体性を破壊するような行動を望まなかっ

えているため、国民形成の過程と国民的一体性の関係

たのである。

を明らかにする必要がある。そこで、本稿では、近年

では、この国民的一体性と一党支配を容易にした環

のチェコ史学の例に倣い、国民社会という概念を用い

境と状況を確認していこう。チェコ国民社会の形成に

る。国民社会の理解に関しては、資本主義社会の成立

関する研究が明らかにしているとおり、この時期は、

を重視するか、公共圏の形成を重視するかにより、研

まさに前近代社会が国民社会としての近代市民社会に

究者の間で微妙な差異が生じている。本稿では、国民

編成替えされてゆく途上であった。チェコ人自由主義

社会が、国民語を媒体として成立した、社会運動と利

者は、自らを自立した市民として規定し、新聞や自発

益団体が活動する場と、批判的公衆が構成する言論の

的結社など、チェコ語を媒体とする公論の場を創出し

8

空間とを共に含むものと捉える 。しかし、国民社会

始めた。同時に、彼らは、自らの市民性と近代性を主

の形成過程を分析することは本稿の目的から外れるた

張することにより、非公式文化として私的領域に閉じ

め、フロフ（Hroch 1985）による小規模国民の発展

こめられることができない、
ドイツ人と同等の｢国民｣

段階論を元にした、福田（2006）の 19 世紀後半にお

としての権利を要求した。その際、文語的伝統よりも

ける下層民の国民化に関する三段階論に依拠して、国

「平民的」な性格が強調された、チェコ語と ｢チェコ

民社会の形成過程と国民的一体性の関係を分析する。

文化｣ に基づくエスニシティーとしてのチェコ性が、

具体的には、国民社会の発展による国民概念の意味の

ドイツ語を媒体とする公共圏への同化を不可能である

変容と、概念としての国民的一体性の関連性を明らか

とする根拠を提供したのであった 11。もちろん、この

にするとともに、国民社会の規模の拡大が実体として

動きに積極的に参加したのは非常に限られた人々であ

9

の一党支配に与えた影響を考察する 。

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

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

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

イタリアとの戦争で敗北したことによりハプスブル

とが可能であった。それゆえ、チェコ人政治家が ｢チ

ク君主国が立憲制に復帰するとともに、1848 年革命

ェコ人の要求｣ と語った場合、それはチェコ人として

時にチェコ人の間で主導的な役割を果たしたチェコ人

の意識を獲得した者の間での ｢要求｣ であり、彼らの

自由主義者は、パラツキー František Palacký とリーゲ

周縁には国民意識を有していない多くの民衆が存在し

ル František Ladislav Rieger の指導の下に老チェコ党

ていたのである 12。

を結成し、チェコ人の地位向上のために政府に働きか

このようなチェコ人政治家の ｢要求｣ を支えていた

けた。しかし、老チェコ党は、シスライタニア政治に

のが選挙制度である。1873 年以降の帝国議会選挙と

おける周辺的な地位を程無く自覚し、チェコ王冠諸邦

領邦議会選挙はクーリエ制に基づく制限選挙制であっ

という歴史的な単位に基づいた自治の実現を共通の目

た。選挙権は、全人口の約 6％に相当していた、年 10

的として、同じく協力相手を探していた連邦派の大土

グルテン以上の直接税納入者に与えられた。1873 年

10

地所有者と連合を組んだ 。この連合により、老チェ

以降の帝国議会は、第一（大土地所有）クーリエ、第

コ党は従来の自然権に基づくナショナルな主張と反教

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

に 1848 年革命における活躍によりチェコ人政治家や

地所有）クーリエ、第二（都市）クーリエ、第三（農

社会から多大な支持を集めていた。後世に ｢国民の父

13

村）クーリエから構成されていた 。この制度が労働

otec národa｣と評されるパラツキーは、1860 年代以降、

者だけでなく大部分の下層市民を排除する性格を有し

自らの女婿であるリーゲルに老チェコ党の指導を徐々

ていたことは明らかであった。

に委ねていき、政治の表舞台から遠ざかっていったた

次に国民的一体性と一党支配を支えた条件を明らか

めに、かえって 1876 年に死去するまでその権威を保

にしよう。第一の条件は政府との関係である。リーゲ

ち続けることに成功したと言うことができる。また、

ルを中心とするチェコ人政治家は、アウスグライヒ実

パラツキーに替わり老チェコ党を指導することになっ

現後も、政府が国制改革に着手することに期待をかけ

たリーゲルも、この時期には民衆から広範な支持を集

ていた。1863 年から連邦派の大土地所有者とともに

めていた。

採用していた、｢消極的反対｣ と呼ばれた議会ボイコ

この二人の指導者の影響力は老チェコ党からの離脱

ット戦術も、政府から譲歩を引き出すためのものと理

を検討していた党内の左派の政治家にとって大きな問

解できる。一方、帝国議会選挙に直接選挙制が導入さ

題であった。彼らは、自らの主張を拡げるに際して、

れる 1873 年以前においては、政府は、帝国議会多数

｢我々の村民は常に綱領よりむしろリーゲルを見てい

派を形成するに際して、その帰趨を決したボヘミアと

る｣（Havránek 1992, 105）と嘆かざるを得なかった。

モラヴィアの領邦議会の大土地所有クーリエの選挙結

何よりも、老チェコ党内の左派に属する一部の政治家

。そ
果に左右せざるをえなかった（平田 2007, 13-14）

は、新党の設立がパラツキーに対する明確な反対にな

れゆえ、政府は、ドイツ人自由派に依拠することを望

。最終的に、
らないことを望んでいた
（Urban 1983, 26）

まないのであれば、選挙操作以外には、帝国議会にお

1860 年代では、彼らは新党の設立を断念することに

ける多数派工作のために老チェコ党と連邦派の大土地

なった。このように、政治家及び社会の間で権威を有

所有者を取り込むことが必要であった。その最大の事

する政治指導者の存在が、国民的一体性と一党支配を

例は、失敗に終わった 1871 年の基本条項交渉であっ

担保していたのである。

た。このような交渉の場では、政府はチェコ人議員や

以上のように、1860 年代において国民社会の形成

連邦派の大土地所有者を指導する少数の政治家のみを

を担ったチェコ人自由主義者は、チェコ王冠諸邦にお

呼び出していた。その際、交渉に参加した政治家にと

ける自治という要求が実現されることを期待して、国

って、自らが国民的一体性を体現していることを打ち

民的一体性に基づいた一党支配を実現した。これを担

出すことは非常に重要であった。

保したのが圧倒的な権威を有する政治指導者であっ

一方、政府による弾圧という側面からみれば、労働

た。もちろん、彼らの間に意見対立は存在したが、そ

運動が本格化する前の時期において、政府にとって危

れが国民的一体性を揺るがすような原理的なものであ

険な存在は、急進的なナショナリスト及び民主主義者

ることは明確に否定された。さらに、一部の政治家が

など、左派系の政治家であった。とりわけ、少なから

一党支配に対する批判をしたとしても、それが国民的

ぬチェコ人政治家が監獄に送られた、新絶対主義期が

一体性に対する反対と読み替えられ、一党支配に対す

終わって間もない状況では、左派系の政治家は自らの

る反対者は国民的一体性を損なうとして断罪される可

政治活動を抑制する必要があった。このように、政府

能性が高かった。この意味において、1860 年代の国

の弾圧は、左派に不利な形で政治家・政党の対立を抑

民的一体性と一党支配の結合は自明とされたのであっ

制する効果をもたらした。この効果が国民的一体性と

た。

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

2. 老チェコ党に対する挑戦の失敗

おいて明示的に示されたとおり、歴史的な単位に基づ

では、このような国民的一体性と一党支配が 1870

いた君主国の連邦化と各国民の平等、より正確に述べ

年代にどのように作用したのかを追うことで、その強

れば、チェコ王冠諸邦における自治の実現によるハプ

固さを明らかにしよう。

スブルク君主国とチェコ人との ｢アウスグライヒ｣ で

1874 年、老チェコ党と連邦派の大土地所有者によ

あった。当時のチェコ人政治家の間で独立が全く考慮

る議会ボイコット戦術の継続に反対して、老チェコ党

されていなかったことに鑑みれば、この要求は国民的

内の左派によって青年チェコ党が正式に設立された。

一体性が必要とされる理由として十分であろう。

これは、基本条項交渉の失敗後、議会ボイコット戦術

第三の条件は政治指導者である。この時期の老チ

の継続により政府から譲歩を引き出せる見込みが減少

ェコ党を率いていたパラツキーとリーゲルは、とも

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

を立案・実施することにより、老チェコ党内部での影

以上ある老チェコ党に対して、7 議席のみを有してい

響力を高めていた。その立場ゆえに、彼は、設立され

た青年チェコ党は実際的な影響力を及ぼすことができ

て間もない青年チェコ党に対する対応を引き受けるこ

なかった。また、同党のスラヴ主義的かつロシア寄り

とになった。その際、彼が選択したのは、チェコ国民

の姿勢は政府による迫害を招くことになった（Malíř

社会に政党は一つでなければならないという考えに従

2005, 164）。

い、手段を選ばずに青年チェコ党を壊滅に追い込むこ

何より、青年チェコ党自らが、国民的一体性を裏切

とであった。しかし、リーゲルは、彼の手法が他の問

っておらずそれに貢献すると主張することに懸命であ

題に応用されることを恐れて、むしろ青年チェコ党と

った。青年チェコ党は、自党の設立が国民社会を強化

の論争を沈静化させることを望んだ。このような国民

するために役立つことを繰り返し主張したのである。

的一体性と一党支配の維持に関する手法の違いから発

その論理を党の指導的な役割を担った一人である E. グ

生した両者の対立は、パラツキーの死によりさらに先

レーグル Eduard Grégr が時計に例えて説明している。

鋭化した。最終的には、両者の対立はリーゲルに軍配

彼によれば、青年チェコ党が ｢主ぜんまい｣ で老チェ

が上がることになった。この論争を契機に、日頃から

コ党が ｢おもり｣ であり、両党がバランスを保つこと

専制的と評されたスクレイショフスキーに対する党内

で正確に ｢時を刻む｣ ことができるのであった（Garver

における不満が増大した結果、彼は、党内で孤立する

1978, 82）。青年チェコ党の主張の裏側には、他のヨ

ことになり、次第に党の会議に顔を出さなくなった。

ーロッパの国民社会と同様に、チェコ社会においても

一方、党内での支持を確保したリーゲルは、スクレイ

社会的分化に対応した理念的・政治的分化が達成さ

ショフスキーの孤立を憂慮して、公式の場では彼を擁

れるべきであるという意識が存在した（Urban 1982,

護した。

303；Kučera［1983］2002, 156）。このような主張は、

しかし、
リーゲルの努力も水泡に帰した。最終的に、

確かに青年チェコ党が、自らの存在意義を主張するた

元々、青年チェコ党に近い見解を有していたスクレイ

めにも、社会内部における理念や思想の多様性を容認

ショフスキーがリーゲルと老チェコ党の大部分に対し

していることを明らかにしている。しかし、同時に、

て理念的な観点から論争を引き起こした。青年チェコ

国民的一体性が青年チェコ党内部で放棄されたのでは

党の設立よりはるかに国民的一体性と一党支配を脅か

なく、むしろ、それを前提として社会内部における理

したこの論争は、個人的なスキャンダルによりスクレ

念の多様性を語っていることに注意が必要であろう。

イショフスキーの政治的キャリアが終了したことによ

結局、政治的な影響力を有することに失敗した青年

り、決着を見ないまま終結することになった（Urban

チェコ党は、この時期においては、国民的一体性を崩

1982, 316-318）。確かに、論争の終結は偶発的な事件

そうとしなかっただけでなく、老チェコ党の一党支配

ではあったが、その後、スクレイショフスキーが政治

をも受け入れざるを得なかった。このことは、1876

家として復活できなかったことは、党の実力者といえ

年に、同党が老チェコ党との共同議員クラブを設立す

ども国民的一体性と一党支配を脅かす存在として認知

る交渉に乗り出したことからも明らかである。この交

されると、排除される可能性があることを示している

渉は、圧倒的に優位な立場に立つ老チェコ党に対して

かもしれない。

青年チェコ党が対等な立場を要求したことや、リーゲ

青年チェコ党との和解に強硬に反対したスクレイシ

ルが議会ボイコット戦術による国制改革に期待を寄せ

ョフスキーの失脚は、ベルリン会議後に国際環境が安

ていたこともあり、妥結までに二年を要することにな

定したために議会ボイコット戦術では政府からの譲歩

った。とはいえ、交渉における最大の争点が領邦議会

を引き出せないことをリーゲルが自覚したことと相ま

への出席の是非であったことは（Kučera［1983］2002,

って、1878 年、老チェコ党の帝国議会への復帰とと

141-47）、チェコ人の利益を追求するための戦術が問

もに、連邦派の大土地所有者、老チェコ党と青年チ

題になったのであり、国民的一体性自体は疑問に付さ

ェコ党によるチェコ国権党クラブ Klub České strany

れていなかったと言えよう。

státoprávní15 の設立を導いた。さらに、1880 年代には、

その上、両政党の交渉はあまり耳目を集めることは

彼らはこの枠組みで政権への協力を開始した。この一

。多くの人は、両政
なかった（Havránek 1992, 109）

連の出来事は、議員クラブにおけるリーゲルの立場を

党の交渉に端を発した、リーゲルとスクレイショフス

強化するとともに、国民的一体性と一党支配を保つこ

キー Jan Stanislav Skrejšovský との間における老チェ

とに役立った。以上のように、1860 年代前半に形成

コ党内部の抗争に目を向けたのであった 14。リーゲル

された国民的一体性と一党支配の結合は、挑戦を受け

がチェコ人の代表者として活躍する一方、スクレイシ

ながらも、1870 年以降も保たれることになったので

ョフスキーは、政治的な戦略や政府に対する反対行動

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

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

1860 年代のチェコ人自由主義者によるチェコ国民

入れたのではなく、公教育における宗教教育の強化な

の形成においては、市民であることと自立した人間で

ど、チェコ人に受け入れ難い法案への協力を求められ

あることが最も重要視された。自らの市民性を強調す

た。また、基本条項案に代表されるチェコ王冠諸領に

ることにより、ドイツ人と同等の ｢国民｣ として権利

おける自治が実現される見通しは立たなかった 17。何

を要求したのである。一方、
「平民的な」性格が強調

より、彼は、上に挙げた例を含めて、リーゲルに対し

された「チェコ語」と ｢チェコ文化｣ に基づくエスニ

て要求の実現を明示的に約束したことはなかった。さ

シティーとしてチェコ性については、自らの独自性を

らに、選挙権資格が引き下げられた後の 1885 年帝国

主張するための副次的な意味しか持たなかった。しか

議会選挙でドイツ人自由派が敗北したことにより、彼

し、1880 年代以降になるとチェコ性自体が重要性を

は、むしろ老チェコ党にその協力を求めることが多く

16

有することになった 。この質的な転換には、国勢調

なった。

査の開始やチェコ語による高等教育の普及などが挙げ

このようなターフェの姿勢に対して、｢鉄の環｣

られる（福田 2006, 23-24）。その結果、チェコ語に絶

内閣への協力を積極的に推進したリーゲルですら、

対的な価値が付与される傾向が登場した。一方、社会

1880 年代後半になると、内閣への協力の撤回を考慮

的・経済的な近代化とボヘミア経済の急成長により、

するようになった。しかし、ドイツ人自由派の政権復

中小商工業者の地位は不安定化した。また、農業の近

帰を恐れていた彼は内閣への協力を続けた（Skilling

代化と国外からの農産物の流入は、甜菜と穀物価格の

1970, 263-264）。その結果、老チェコ党は、支持基盤

長期的な下落を引き起こし、ボヘミア農民を苦境に陥

の一つでありチェコ国民社会の中核であった市民層か

れた。これらの変化は都市 ･ 農村の中間層の政治化を

。また、
ら遊離することになった（Křen 1990, 217）

招いた。

リーゲル自身も、歳を取るとともに時代の変化に逆

選挙制度に関しては、1882 年に帝国議会の農村・

行するかのように保守的な思考を強め、自身に対す

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

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

政治家と連邦派の大土地所有者に有利な形で選挙制度

チェコ党とリーゲルに対する不満が高まった。

。また、ボヘミア領邦
が改正された（平田 2007, 16）

老チェコ党が袋小路に入り込みつつある一方、青

議会の課税制限も 1884 年に 5 グルテンに引き下げら

年チェコ党はこの状況を利用して次第に老チェコ党へ

。国民社会におけるチ
れた（Tobolka 1934, 105-106）

の攻撃を強化していった。1878 年の議員クラブの設

ェコ性の重要性の増加と都市・農村の中間層が政治化

立以降、リーゲルと連邦派の大土地所有者が議員ク

した時期と重なるように、彼らが政治に参入できるよ

ラブの指導権を握っており、青年チェコ党は党として

うになったのであった。

の自律的な行動をする余地がなかった（Vojtěch 1977,

中間層の急進化と彼らの政治参加は、典型的な名望

561）。さらに、保守的な性格を有するターフェ内閣へ

家政党であった老チェコ党には不利な環境であった。

の協力は、自由主義的・民主主義的な自己認識を抱い

その上、老チェコ党は以上のような社会の急激な変化

ていた青年チェコ党にとって、矛盾を生じさせること

に対して鈍感であった。一方、社会の変化を敏感に察

であった。それゆえ、よりナショナリステックで民主

知して勢力の拡大に乗り出した青年チェコ党は、それ

主義的な党内の急進派は不満を鬱積し、議員クラブへ

を武器に老チェコ党に挑戦するのである。

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

2. 青年チェコ党の一党支配の確立

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

ドイツ人自由派政権の崩壊後に組閣したターフェ

とを試みた。1885 年より、青年チェコ党は、政治クラ

Eduard Taaffe は、ドイツ人の教権＝保守派と大部分

ブや政治協会の増設と党友網の整備など、党組織網の

のスラヴ人議員による多数派に基づく、いわゆる ｢鉄

整備に着手するとともに、農業運動と商工業者運動、

の環 Eiserner Ring｣ 内閣を組織した。同政権に協力

知識人、学生運動との提携を推進した 18。この戦略が

したチェコ人議員に対して、彼は、チェコ語をボヘミ

功を奏した結果、青年チェコ党への支持は拡大し、そ
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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

したウィーン和協に反対する声が上がった。彼らの一

いった。

部は、リーゲルの決定に公然と反旗を翻し、老チェコ

そのような中で発生したのが ｢パン屑事件 drobeč-

党を離党して青年チェコ党に合流した（Garver 1978,

ková aféra｣ であった。1887 年に布告された政府支出

150； Urban 1982, 399）。リーゲルの権威は完全に失

の抑制を目的とした学校予算の削減はチェコ人の間で

墜してしまったのであった。

極めて不評であった。それにもかかわらず内閣への協

さらに、翌年には帝国議会選挙が予定されており、

力を続ける老チェコ党に対する非難が高まり、青年チ

選挙における老チェコ党の敗退が濃厚になってきた。

ェコ党はリーゲルを強烈に非難した。青年チェコ党の

選挙での敗北を覚悟した老チェコ党も 11 議席前後の

事実上の機関紙であった『ナーロドニー・リスティ』

。し
確保を望むのみであった（Urban 1982, 399-400）

に掲載された記事においては、内閣への協力が ｢今で

かし、1891 年帝国議会選挙の結果はその望みすらも

19

はパン屑を集めなければならない｣ と評された 。こ

打ち破ってしまった。老チェコ党はボヘミアにおいて

の記事に激怒したリーゲルは青年チェコ党議員を議員

2 議席しか獲得できず、選挙は青年チェコ党の地すべ

クラブから追放した。

り的な勝利で終わったのであった。リーゲル自身も、

これが 1870 年代までであれば、追放された議員は

帝国議会における議席を維持することに失敗し、その

政治活動を大幅に制約されることになったであろう。

。
後、事実上の引退生活に入った（Pech 1955, 274）

しかし、リーゲルの権威が低下し青年チェコ党の支持

この選挙は、まさに一党支配を主導する政党の交代を

が拡大している状況においては、この決定は、むしろ

意味したのであった。

青年チェコ党に有利に作用することになった。彼らは、

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

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

の結果、青年チェコ党は農村と都市の中間層から知識

対する攻撃と党の支持勢力の拡大に努めた。また、こ

人までの、互いに対立する非常に幅広い層を包摂する

れらのことが党内の穏健派と急進派の対立を緩和し

連合体に変容した。そのため、党内で対立する利益を

た（Vojtěch 1977, 568）。その結果、青年チェコ党は、

調整して社会的・経済的な問題に対応する必要性が存

1889 年のボヘミア領邦議会選挙で大幅な躍進を遂げ

在した。また、ウィーン和協の際の成功は、老チェコ

た。

党や連邦派の大土地所有者に対する反対という消極的

この躍進に恐怖を覚えたのがターフェであった。彼

な理由と急進的なスローガンに依拠していた（Garver

は、1886 年よりボイコット戦術を続けていたドイツ

1978, 161）。それゆえ、青年チェコ党の一党支配を裏

人自由派と中央集権派の大土地所有者をボヘミア領邦

付ける何かしらの積極的な理由が模索されなければな

議会に復帰させるために進めていた、チェコ人とド

らなかった。その一つが、同党が伝統的に掲げてきた

イツ人との間の和解に向けた努力を本格化させた。

普通選挙権の要求であった 22。しかし、1891 年の選挙

1890 年 1 月には、ターフェは、中央集権派と連邦派

後、党内では、チェコ人の利益を実現するための手法

の大土地所有者、ドイツ人自由派と老チェコ党による

をめぐって、政府との協力も視野に入れた穏健派と党

交渉を主催し、交渉参加者の間での妥結に導いた。こ

設立以来の理念の継続を主張する急進派の対立が激化

れが、ウィーン和協 Punktace である。しかし、その

した。そのため、社会的・経済的な問題に対応できな

内容にボヘミア・モラビアの行政機関を言語に基づい

かった上に、普通選挙権の実現という目的以外には、

て領域的に分割する条項が含まれていたことがチェコ

国民的一体性と一党支配を維持する積極的な意味を付

国民社会の反感を招いた。なぜなら、同条項は老チェ

与することができなかった。

コ党が長年にわたって主張してきたチェコ王冠諸邦に

しかし、社会的・経済的な要求の充足の失敗と穏健

おける自治の要求と相反する上に、それを断念するに

派と急進派の対立は、一部の農業団体を除けば 23、こ

値する代償がないという議論がチェコ人の間で広がっ

の時点では青年チェコ党の分裂には至らなかった。ま

たためであった。その結果、ボヘミア各地でウィーン

た、党内における穏健派と急進派の対立も、次第に穏

和協に反対する街頭運動が展開された。

健派が優位を占めるようになった。この理由を進歩主

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

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。

なる拡大に乗り出した 20。同党はマサリク Tomáš Gar-

1880 年代後半に登場した進歩主義運動は、学生新

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

聞や学生団体を中心とする、青年チェコ党に好意的な

も成立させた。老チェコ党内部でも、党指導部が推進

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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運動であった（Urban 1982, 430）。彼らは、文化面で

展を目指すとともに、急進的なチェコ・ナショナリズ

できなかったことも、彼が国民社会からの支持を失う

ムを信奉していた 24。1891 年の帝国議会選挙以降、運

要因になった。その結果、青年チェコ党によるリーゲ

動は過激化の一途を辿った。特に、大規模な街頭行動

ルに対する攻撃について、チェコ国民社会において多

にまで発展した 1893 年の普通選挙運動の拡大に進歩

くの賛同が得られるようになった。

25

主義運動は大きな役割を果たした 。しかし、この過

以上のような条件の変化により、1860 年代に形成

激化により、進歩主義運動は、青年チェコ党内部の穏

された一党支配の崩壊は現実味を帯びたが、政府によ

健派からの不興を買うだけでなく、政府から危険分子

る急進派への弾圧と普通選挙権の実現という要求によ

とみなされることになった。同年 9 月には普通選挙運

り、一党支配は継続することになった。同時に、一党

動の鎮静化のためにプラハに戒厳令が布告された。さ

支配を容易にする条件の変化が一党支配の指導政党を

らに、12 月には進歩主義運動の有力な指導者達が大

老チェコ党から青年チェコ党に交代することを引き起

26

逆罪で逮捕された 。
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

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。

運動は分裂していったが、同運動の継承を主張した急

1891 年の帝国議会選挙においては、両党は全選挙

進的なナショナリスト政党は選挙において大きな支持

区で選挙戦を行ったとはいえ、その選挙戦は二大政党

を集めることができなかった。また、1893 年のプラ

による選挙における競争とは異なる様相を示した。ま

ハへの戒厳令布告は青年チェコ党内の急進派に不利に

ず、老チェコ党から青年チェコ党に移籍した議員の存

働き、カイズルやクラマーシュを含む党内の穏健派が

在である。1890 年から翌年にかけて、ボヘミア領邦

主導権を握ることになった。政府による弾圧が一党支

議会の青年チェコ党議員は 39 議席から 51 議席に増大

配を維持する方向に作用したと言えよう。

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

3. 消極的な国民的一体性

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

では、1880 年代から 1890 年代前半までの時期におけ

は保守的な小政党に転落してしまった。それゆえ、

る一党支配を容易にする条件の変化をまとめてみよう。

1891 年帝国議会選挙においては二つの政党が競い合

政府との関係に関しては以下のとおりにまとめるこ

うという構図は誕生せずに、老チェコ党から青年チェ

とができる。｢鉄の環｣ 内閣への協力により、1880 年

コ党への指導政党の交代いう一回限りの事象に終わっ

代前半まで老チェコ党による安定的な一党支配が継続

てしまった。

した。しかし、1880 年後半以降、内閣に協力する意

では、青年チェコ党の地滑り的な勝利を引き起こし

義が薄れていくにつれて、青年チェコ党による老チェ

た要因は何であったのだろうか。この問いに対して、

コ党への攻撃が可能になった。また、ウィーン和協以

少なくとも一つの解答として、青年チェコ党の選挙戦

降における政府と協力する可能性の低下は進歩主義運

術と国民社会の共鳴が挙げられる。青年チェコ党は、

動の拡大を許した。しかし、政府による進歩主義運動

ウィーン和協を推進した老チェコ党に対する反対とい

の弾圧とプラハへの戒厳令布告は、国民社会内部の急

う消極的な理由を掲げることで、各種利益との提携と

進的な勢力の活動を制約することになった。

国民社会における支持の拡大を図った。一方、1880

一方、この時期になると、チェコ王冠諸邦における

年代以降の国民社会においては、「チェコ語」と「チ

自治の実現は、言説では繰り返されるが、実際的な政

ェコ文化」に基づくチェコ性自体が重要性を有してい

治課題としては取り上げられなくなった。むしろ、ボ

た。青年チェコ党が提示する消極的理由と国民社会に

ヘミア・モラヴィアにおける行政機関の内務言語にチ

おけるチェコ性が交錯した結果、老チェコ党によるウ

ェコ語を採用することが要求された。自治から行政機

ィーン和協の推進はチェコ国民社会に対する裏切りで

関における使用言語への要求の縮小は一党支配に不利

あるとして、青年チェコ党による老チェコ党に対する

に働いた。一方、青年チェコ党がその設立当初から主

反対が正当化されたのである。その結果、青年チェコ

張してきた、普通選挙権の要求は国民社会において大

党の主張が国民社会に受容されるとともに、青年チェ

27

きな支持を集めた 。それにより、普通選挙権の要求

コ党と各種利益の提携が成功したのであった。
しかし、

が一党支配を維持する動機を提供するようになった。

既に述べたとおり、青年チェコ党は、選挙後、この提

さらに、1880 年代後半以降のターフェ内閣への協

携に何かしらの積極的な理由を付与することに失敗し

力はリーゲルの権威を低下させることになった。それ

た 28。以上のことより、この時期の国民的一体性は、

に加えて、当時の急激な社会的・経済的な変化に対応

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
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できないという意味において、消極的な性格を帯びた

営のために青年チェコ党から協力を得ることを当初か

のである。

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

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

内部の穏健派の大部分は政府からの便益の提案を協力

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、

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

概念的には下方に向けて開かれているものであった。

で ｢段階｣ を踏んで、チェコ王冠諸邦における自治の

しかし、
1860 年代においては、女性に対する障壁など、

実現というチェコ人の最終的な目標を達成することで

。一方、
の前提として捉えていた
（Tobolka 1936, 96-97）
穏健派として党内での影響力を拡大していたカイズル

として選挙権改革と言語問題――を解決していくこと

様々な差異を再生産しながらも国民社会が形成されて

あった（Velek 1999, 133-134）。この主張を掲げるこ

いった。それゆえ、世紀転換期になると、以前には排

とにより、政府との協力だけでなく、要求の内容が事

除されていた下層民を国民社会に包摂するという問題

実上縮小している状態をも正当化することが青年チェ

が登場した。しかし、社会的・経済的な近代化により

コ党の穏健派によって目論まれたのであった。

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。

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

一方、1896 年には、都市・農村クーリエの課税制

コ党が第一党になることにより、その真価を試される

限がさらに引き下げられるとともに、既存の議会に男

ことになった。選挙結果を受けてバデニは、ハンガリ

子普通選挙に基づく第五クーリエが設置された。上位

ーとの経済アウスグライヒの更新のために必要な議会

四クーリエの有権者には二重投票権が与えられ、第五

多数派を確保するために、ボヘミア・モラヴィアの行

クーリエは、現状の議会構成には本質的な変動を招く

政機関における内務言語をドイツ語とチェコ語の二

ことなく、普選の影響をテストするものになった（平

言語にすることを規定した言語令（バデニ言語令）

。この事実は、後に選挙結果の評価が青
田 2007, 18）

を 1897 年 4 月に発布した。それを受けて青年チェコ

年チェコ党内部で割れる原因になるのであった。

党もバデニ内閣への協力を開始した。しかし、行政機

チェコの体操運動を分析した福田は、チェコ国民社

関における内務言語の二言語化に伴い官吏にチェコ語

会における代表的な体操協会であったソコル Sokol と

とドイツ語の習得をも義務付けた同言語令に対して、

社会民主党系及びカトリック系の体操団体との対立

ドイツ人自由派は強硬に反対した。彼らによる議事妨

を、国民的シンボルをめぐる闘争であったと位置づけ

害のために帝国議会は混乱に陥るとともに、街頭にお

。また、福田は、チェコ人
ている（福田 2006, 101）

いても言語令に反対するドイツ人による抗議運動が広

少数地域へのチェコ語を教育語とする私立学校の設

がった。この議事妨害を排除するために 11 月には議

置・支援する運動とともに、ソコルによるチェコ人少

場への警官隊の導入を認める法案が可決されたが、こ

数地域への援助活動を通じて、物理的に離れたチェコ

のことが逆に街頭での抗議運動に油を注ぐ結果となっ

人少数地域の問題を ｢我々全体にとっての問題｣ へと

た。結局、
この混乱を収められずにバデニは辞任した。

昇格させる過程を明らかにしている（福田 2006, 103-

しかし、バデニの辞任が逆に期待を裏切られたと感じ

135）。福田自身が留保をしているように、体操運動に

たチェコ人による街頭行動を誘発した。また、帝国議

おける以上のような傾向が他の分野に敷衍できるか定

会副議長としてこの混乱の渦中にあり、議場への警官

かではないが、国民社会の少なからぬ部分において、

隊の導入にさえ賛成したクラマーシュは最初の挫折を

以前よりも増して ｢国民｣ や ｢我々全体にとっての問

。
味わうことになった（佐藤 1991, 45）

題｣ という言説が展開されるようになったことは想像

しかし、青年チェコ党はバデニの辞任後に必ずしも

に難くない。このような中で国民的一体性も変容を迫

野党に転じたわけはなかった。言語令の改定によりボ

られたのであった。

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

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、

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

プラハへの戒厳令の解除や大逆罪で有罪になった進歩

の正式な許可を得ずに入閣すら果たすことになった

主義運動の指導者に対する恩赦など、安定的な政権運

（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

社会党は青年チェコ党の労働者向けの支部とみなされ

の倒壊とともに言語令自体も廃止された。結局、青年

ていた。同党は、以上のような青年チェコ党との関係

チェコ党は、ドイツ人左派への恐れから、事実上、非

から脱却し独自色を強化していくが、20 世紀におい

公式に政府を支持することを続け、1880 年代の老チ

ても、しばしば、青年チェコ党と秘密裏に結託してい

ェコ党の歴史を繰り返したのであった（Urban 1982,

るという風評を流されることになった。おそらく、青

471）。しかし、進歩主義運動が分裂した状態では、

年チェコ党の急進派と国民社会党の間における思想的

｢第二の青年チェコ党｣ になりうるような、青年チェ

及び行動面での親和性がそのような風評の原因の一つ

コ党の批判の受け皿になる単一の勢力は存在しなかっ

になったのかもしれない。

たし、その存在を可能にするような条件も整ってい

これらの五つの陣営がすべて参加した初めての選挙

。むしろ、農業党 Česká
なかった（Cohen 1979, 771）

が 1900/1901 年帝国議会選挙であった。青年チェコ党

strana agrární と国民社会党 Česká strana národně sociální という部分利益を代弁する大衆政党が青年チェコ

は、当初は楽観的な姿勢でこの選挙に臨んだ。しか

党から独立していくことになった。一方、社会民主党

の把握を誤っていたのみならず、党内の穏健派と急進

とカトリック政党が既に設立されており、これらの政

派の対立による党自体の弱体化により、青年チェコ党

し、当時の社会状況と急速な近代化による社会的分化

党をあわせて、世紀転換期に五つの陣営 tábor が誕生

は農村クーリエと普選クーリエにおいて多くの議席を

したのであった 29。以下では、青年チェコ党から独立

失った。青年チェコ党の穏健派は、国民的一体性の終

して誕生した農業党と国民社会党について概観してお

焉を嘆くほど選挙結果に落胆したのであった（Velek

30

こう 。

1999）。

農業党の母体は、甜菜生産者が中心となって 1896

しかし、全体の選挙結果を考慮するのであれば、ク

年に設立されたチェコ農業者同盟 Sdružení českých

ーリエ制度に助けられて、青年チェコ党がチェコ人政

zemědělců であった。同盟は、当初、青年チェコ党へ

党の中では圧倒的に第一党であったのも事実である。

の支持を明確にしており、青年チェコ党の農業関連の

国民社会党との連携に期待を寄せていた青年チェコ党

綱領に自らの要求を反映させようとした。また、青年

の急進派は、むしろ選挙結果に満足していた（Velek

チェコ党も党の傘下団体として同盟を党勢拡大に役立

1999, 142）。また、他のチェコ人政党の議席は一桁台

てようとした。しかし、同盟の自律性と党の決定過程

であったため、政府は、これらの政党を交渉相手とみ

への同盟の関与をめぐる対立のため、両者の関係は決

なさず、
青年チェコ党をチェコ人の代表として扱った。

して良好ではなかった（Velek 2000, 124-126）。結局、

そのため、1900/1901 年帝国議会選挙は青年チェコ党

青年チェコ党が保護していた製糖業者と同盟の支持者

にとって決して大きな失敗ではなかったのである 32。

であった中小の甜菜生産者との対立と、経済アウスグ

青年チェコ党の政府に対する不明瞭な姿勢はケルバ

ライヒの更新への青年チェコ党の対応への不満が契

ー Ernest Koerber 内閣においても変化がなかった。ケ

機となり、1899 年に同盟は農業党を設立した（Velek

ルバーは、大規模な公共事業に代表される経済的利益

1999, 137； 2000, 129； Kubricht 1974, 47-49）。しか

の配分による国民間の対立を緩和する試み以外に、政

し、設立後も、党の主要な関心は経済問題にあり、ナ

府の仲介によりチェコ人とドイツ人との間の和解を模

ショナルな問題と政治的な問題に関する農業党の主

索した。その際に提出された和協案は、ボヘミア・モ

張は青年チェコ党と大差がなかった（Harna a Lacina

ラヴィアの両国民に関する体系的な分析に基づいて政

2007, 17）。

府が提出した初めてのものであった（Křen 1990, 285,

国民社会党は、1897 年帝国議会選挙において初め

291）。ここに、仲裁役としての政府が本格的に登場

て議席を獲得した社会民主党に対抗するために、青年

したのであった。ケルバーの手法は、確かに両国民を

チェコ党を支持していたナショナリズムに傾倒した労

平等に扱おうとするものではあるが、同時に、特定の

働者と、進歩主義運動の系譜に連なる社会問題に関心

国民に対する政府の大幅な譲歩を不可能にした。その

を持つ知識人によって設立された 31。国民社会党の設

結果、政府への協力から得られる利益が減少したので

立時期はまさに言語令をめぐってシスライタニアにお

あった。

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

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

ミアにおけるチェコ人政党が獲得した議席の約 5 分の

ニ言語令は当時のチェコ人にとっては十分な譲歩であ

4 を占めていた。また、政府も青年チェコ党のみをチ

った。しかし、言語令の導入が挫折したのにもかかわ

ェコ人を代表する政党とみなした。

らず、青年チェコ党は政府に対して曖昧な態度を取り

一方、新たに登場した部分利益を代表する大衆政党

続けた。それが、農業党や国民社会党の結成をもたら

は国民的一体性と一党支配を打ち崩す動機をまだ有し

す契機となった。また、ケルバーは、チェコ人とドイ

ていなかった。確かに、どの政党も多かれ少なかれ青

ツ人との和解交渉を主催するなど、国民間の対立を緩

年チェコ党と対抗関係にあった。しかし、青年チェコ

和させることで自らの政権基盤を強化しようと試み

党との議席数における格差を考慮するならば、チェコ

た。このことは、逆に政府への協力の見返りが交渉の

政治における青年チェコ党の主導権を打ち破ることは

仲裁という規模の小さいものになる原因となった。一

ほぼ不可能であった。新政党による攻撃は、国民的一

方、政府による弾圧も減少傾向にあった。確かにナシ

体性と一党支配に対する原理的な反対というより、青

ョナリスト政党や社会主義政党に対しては、検閲や監

年チェコ党との差異化を図ることで自らの支持基盤を

視などは継続した。しかし、オムラディナ事件のよう

強化するためであったと解釈したほうが妥当であろ

33

な弾圧はもはや発生しなかった 。この結果、急進派

う。この時期においては、新政党は、党組織の整備や

にとっての活動の余地が増加することになった。

傘下団体の構築、綱領の作成など、自党の基盤を整え

チェコ人の要求に関しても、政府との協力と同様に

ることに主眼を置いていた 34。その結果、各政党があ

一党支配を容易にするには規模の小さいものになって

たかも青年チェコ党による一党支配を ｢消極的｣ に容

いった。この時期になると、青年チェコ党の穏健派の

認しているような状況を呈したのであった。

中心人物であったカイズルが ｢段階的な政治｣ を主張

すなわち、クーリエ制選挙による過大代表と政府に

することにより、要求の縮小を正当化する試みがなさ

よる承認という外在的な条件と各チェコ人政党による

れた。さらに、ボヘミア・モラビアにおける行政機関

｢消極的｣ な容認に依拠しながら、この時期の一党支

の言語に基づく領域的な分割の阻止という、現状維持

配は存続したのである。しかし、
このような｢消極的｣

的なものが要求に加わることになる。その結果、一党

な容認は、要求の規模の縮小と相まって、一党支配を

支配を容易にする効果を縮減させることになった。し

空洞化する方向に作用した。さらに、国民社会におい

かし、多くの政治家・政党を引き付ける要求として帝

て以前より増して繰り返される ｢国民｣ や ｢我々全体

国議会選挙における普通選挙権の完全実施という要求

にとっての問題｣ という言説がこの空洞に入り込んだ

がまだ残っていた。

のである。その結果、1860 年代にチェコ人自由主義

また、リーゲルの引退後、彼やパラツキーに匹敵す

者によって形成された国民的一体性と一党支配の結合

る権威を有する政治指導者は登場しなかった。確かに、

の自明性は、国民的一体性そのものの自明性に読み替

青年チェコ党の穏健派の指導者であったカイズルやク

えられたのである。

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

Ⅴ . おわりに

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。

チェコ国民社会の形成を担った 1860 年代のチェコ

以上のように、1860 年代に形成された一党支配を

人自由主義者は、シスライタニアにおける自らの地位

容易にする条件は、帝国議会選挙における男子普通選

向上のために、統一的な行動をする必要に迫られた。

挙権の完全実施という要求を除けば、この時期までに

彼らは、統一的な行動を実現するに際して、国民的一

失われてしまった。しかし、それが必ずしも国民的一

体性の名の下での老チェコ党による一党支配を選択し

体性と一党支配の崩壊には結びつかなかった。この点

た。老チェコ党による一党支配を容易にしたのは以下

について検討してみよう。

の三条件が揃っていたからであった。まず、老チェコ

既に述べたとおり、普選クーリエは現状の議会構成

党と政府との協力の可能性が高かったと同時に、政府

には本質的な変動を招くものではなかった。そのた

が左派を弾圧することにより政治家の間での対立を抑

め、たとえ農村クーリエと普選クーリエの選挙結果が

制したからであった。次に、チェコ人政治家の間にお

男子普通選挙権を完全実施した際の結果を予想させる

いてチェコ王冠諸邦における自治の実現という要求が

ものであったとしても、全体としてのクーリエ制選挙

共有されていたからであった。さらに、圧倒的な権威

は青年チェコ党にとって有利に作用した。その結果、

を有する政治指導者が政治家による統一的な行動を担

1900/1901 年帝国議会選挙後も、青年チェコ党はボヘ

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

通選挙権の実現を目指した街頭行動が展開された。最

を疑わなかったし、それを疑った政治家はチェコ人政

終的に皇帝フランツ ･ ヨーゼフは帝国議会における男

治家の間で影響力を有することができなかった。

子普通選挙権の導入を指示した。これにより、一党支

しかし、選挙権の漸進的な拡大と国民社会の発達に

配を容易にする最後の大きな条件が消滅したのであ

より、一党支配を容易にしていた条件は徐々に崩れて

った。男子普通選挙権に基づいて初めて実施された

いった。1880 年代における政府と老チェコ党との協

1907 年帝国議会選挙の後、青年チェコ党を含む各チ

力はチェコ人の地位向上に一定の役割を果たした。し

ェコ人政党は、新たな政党間関係の構築という課題を

かし、その代償として、老チェコ党とリーゲルは、チ

背負うことになった。この課題に直面した各政党は、

ェコ王冠諸邦における自治を事実上断念せざるをえな

自らに有利な形で、チェコ政治における主導権の主張

かっただけでなく、政府寄りの姿勢に対するチェコ人

ないしはそれに対する抵抗を試みた。その際、各政党

からの批判を招いた。一方、青年チェコ党は、老チェ

が自らの主張に正当性を付与するために用いた概念の

コ党に対する反対を掲げて、各種利益との提携を推し

一つが国民的一体性であった。その結果、各政党の間

進めた。
この戦略が国民社会における「チェコ語」と
「チ

で内実を伴わない論争が繰り広げられ、チェコ政党政

ェコ文化」に基づくチェコ性の重要性の高まりと共鳴

治は次第にせり上げの政治に陥っていくことになる。

した結果、青年チェコ党は、1891 年帝国議会選挙に

本稿では、19 世紀後半から 20 世紀初頭までのチェ

よる圧倒的な勝利により、支配政党の地位に就いた。

コ政治において繰り返し主張された、チェコ人政治家

しかし、青年チェコ党は、選挙後、老チェコ党に対す

に統一的な政治行動を要請する言説と統一的な政治行

る反対に代わる、一党支配を裏付ける積極的な理由を

動そのものとを指す国民的一体性を、概念としてのそ

各種利益との提携に与えられなかった。この意味にお

れと実体としての一党支配に分離するという操作を行

いて、1880 年代から 1890 年代前半までの国民的一体

った上で分析した。この操作により、国民的一体性の

性は消極的な性格を帯びたのであった。

多義性を捨象せずに分析の明瞭さを担保することが可

この青年チェコ党が主導する一党支配は、同党と政

能になった。その結果、この時期における国民的一体

府との協力とも敵対とも言えない曖昧な関係と、｢段

性の変容は、実体としての一党支配が失われていく一

階的な政治｣ に代表される、要求のさらなる縮小によ

方、言説としては自明化していく過程であった。チェ

り、1890 年代中盤に危機を迎えることになる。その上、

コ国民社会の発展と社会的・経済的な分化は、一党支

国民的一体性と一党支配を担保する圧倒的な権威を有

配を容易にした条件を掘り崩すことでそれを空洞化す

する政治指導者はもはや存在しなかった。その結果、

ると同時に、概念としての国民的一体性に変容を迫っ

国民社会の下方への拡大も活かしながら部分利益を主

たのである。以上のことから、社会的・経済的な分化

張する大衆政党が登場する一方、一党支配を容易にす

により国民的一体性が世紀転換期に崩壊したというウ

る条件は帝国議会選挙における男子普通選挙権導入の

ルバンやヴェレックの説明が成り立たないことは明ら

要求しか残されなかった。しかしながら、皮肉なこと

かであろう。最後に、国民社会とハプスブルク君主国

に、普選要求を掲げることによって維持されていた青

との関係を考察することにより、チェコ人政治家によ

年チェコ党の優位を実質的に担保していたのは、他で

る国民を単位とする統一的な政治行動が長期にわたり

もないクーリエ選挙制度のもとでの同党の過大代表に

継続した理由を明らかにしよう。

他ならなかった。クーリエ選挙制度による青年チェコ

近年、いわゆるエスニック紛争に関する研究におい

党の過大代表を他のチェコ人政党が ｢消極的｣ に容認

て、ナショナルな対立のみを取り上げるのではなく、

することによって、一党支配の継続が、対政府関係と

むしろ、既存の政治制度や社会的なコンセンサスなど

チェコ人が掲げた要求、政治指導者という条件の喪失

の崩壊によって生じた ｢真空地帯｣ にナショナリズム

により空洞化されながらも、可能になったのであった。

やナショナルな対立が入り込むという解釈が誕生して

これらの諸条件により、国民社会における ｢国民｣ や

いる 35。このような研究は、民衆がナショナルな対立

｢我々全体にとっての問題｣ という言説の高まりと相

に絡め取られていく原因を鮮やかに描き出している

まって、1860 年代における国民的一体性と一党支配

が、同時に、ナショナルな対立の存在を所与のものと

の結合の自明性が国民的一体性の自明性に読み替えら

しないために、逆説的に ｢真空地帯｣ にナショナリズ

れたのである。一党支配という内実を失ったときに、

ムやナショナルな対立を ｢送り込む｣ 集団の詳細な研

自明とされた ｢国民的一体性｣ は、その主導権を要求

究を要求しているといえる。排他的ナショナリズムに

する複数の政治勢力の間で、要求のせり上げという急

よる紛争を回避するためにも、単純な責任論や ｢べき

進化のメカニズムを作動させることになる。

論｣ に還元されない排他的ナショナリズムを掲げる集

1905 年、ロシア第一革命の影響を受けて各地で普

団に関する詳細な研究が必要とされているのである。
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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

てきた。本稿では、アウスグライヒ以前の時期も含めて、この
名称を採用する。

5 正式名称は国民党 Národní strana であるが、本稿では通称であ
る老チェコ党 Staročeská strana を使用する。

6 正式名称は国民自由党 Národní strana svobodomyslná であるが、
本稿では通称である青年チェコ党 Mladočeská strana を使用する。

7 この定義は、当時のチェコ政党政治を説明するためのものであり、

民を単位とする政治行動の一般化には ｢成功｣ したと

非民主主義体制における一党制を考慮に入れていないことを付

言える。一方、19 世紀後半におけるハプスブルク君

言しておく。

主国は、複数の国民社会の成立を可能にする枠組みを

、
8 この理解に際しては、篠原の国民社会の定義（篠原 2003a, 16）

提供したが、そもそもそれらを有機的に国家秩序に統

桐生の 19 世紀後半におけるボヘミア農村社会に関する研究（桐

合する機制を欠いていたし（篠原 2003a, 22）、国民社

生 2007, 2008）と平田の市民社会の定義（平田 1999, 5）を参

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、

考にした。

9 本稿は分析対象をシスライタニア政治とボヘミア政治における
チェコ人政治家・政党に限定する。ボヘミアと同じく住民の多
数をチェコ人が占めたハプルブルク君主国領モラヴィアの政党・
政党システムについてはマリーシュ（Malíř 1996）を参照せよ。

10 チェコ王冠諸邦はボヘミア王国、モラヴィア辺境伯領、シレジ

各国民社会を指導する勢力は、国家秩序を欠いた状態

ア侯爵領を指す。老チェコ党と連邦派の大土地所有者は、チェ

において、彼らを政治的に統合するという問題を抱え

コ王冠諸邦が、公式には廃止されたことがなく、法的には継続

ることになった。チェコ国民社会の場合、国民的一体

していることを主張した。このような考え方はボヘミア国家権

性と一党支配が当初の意図を超えて変容したことがこ

České státní právo と呼ばれるものであり、この ｢歴史的権利｣

の問題に対する一つの解答を提供した。すなわち、チ

に基づいて彼らはチェコ王冠諸邦における自治を要求した。先

ェコ人政党・政治家による統一的な行動とその要請は、

に挙げた愛邦主義もこの考えに依拠している。ボヘミア国家権

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

については佐藤（2004, 2005）を参照した。

11 この点についての記述は、篠原（1998, 2003a, 2003b）と福田
（2006）に依拠している。

12 なお、1860 年代後半から 1870 年代前半にかけて、フス派急進

続した理由でもあった。しかしながら、社会的・経済

派の名称から採られたターボル tábor 運動と呼ばれた、チェコ人

的な分化の進展の結果、国民的一体性は、ウルバンや

の要求を実現するために大衆的な集会運動が展開された。同運

ヴェレックの主張するように単純に崩壊したのではな

動については大津留（1984）を参照。一見すると、同運動は当

く、むしろ一党支配という実体を失った言説として、

時の社会において国民意識が広がっていた証左であるように思

逆に、大衆政治の到来に伴う既存秩序の動揺によって

われる。しかし、篠原は、多くの参加者が政治的な公論から距

招来された ｢真空地帯｣ にナショナリズムが猛威をふ

離があったことを指摘している。彼によれば、同運動は、政治

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。

的な示威行動というよりは、新たな娯楽の延長線上に理解され
るものであり、それが政治的に横領されたものであった（篠原
。
1995, 104-105）

13 1873 年以前の帝国議会は領邦議会から代表が派遣される間接選
挙によって構成されていた。当時のシスライタニアの選挙制度
註

とその効果については平田（2007, 11-15）が詳しい。

1 近年の日本の東中欧史学においては、19 世紀東中欧の国民形成
は公共圏の成立という側面を有していたことが指摘されている。
本稿では、その成果を受け入れて nation を国民と訳す。

2 チェコ国民を含めたハプスブルク君主国における国民社会の形
成に関しては小沢（1994）が簡潔にまとめている。

3 愛邦主義 Landespatriotismus は、中世以来の歴史的な政治単位

14 この段落の叙述はクチェラの論文に依 拠している（Kučera
［1983］2002）
。

15 1883 年に同議員クラブは帝国議会におけるチェコ人議員クラブ

Český klub na říšské radě に改編された。
16 ヨーロッパにおいて、国民概念は、19 世紀後半までは自由主義
イデオロギーの一部を構成していたが、19 世後半から 20 世紀

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

初頭にかけてエスニシティーと言語に中心的意義をおくように

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

変容していった。この点についてはホブズボーム（Hobsbawm

カ（Kořalka 1996, 16-82）を参照。

4 1867 年のアウスグライヒ以降、ハプスブルク君主国の非ハン

1990）を参照せよ。
17 トボルカは、政権に協力するためにチェコ人議員クラブはチェ

ガリー部分は ｢帝国議会に代表を送る諸王国と諸領邦｣ であり、

コ王冠諸邦における自治の要求を諦めなければならなかったこ

また両部分の境界の一部分を形成したライタ川の名より、同部

とを指摘している（Tobolka 1934, 105-106）
。

分に対して ｢シスライタニア Cisleithania｣ が非公式に使用され
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18 青年チェコ党の党組織の整備と各種利益団体との提携に関する

詳細な過程はヴォイテェフ（Vojtěch 1977）に詳しい。また、マ

ての性格を色濃く残した（Vojtěch 1977； Garver 1978； Malíř,

リーシュの青年チェコ党の発展に関する概観（Malíř 2005）も

。つまり、青年チェコ党は支持の組織化に失
Marek a kol. 2005）

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

敗したと言えよう。

はヴェレック（Velek 2001, 20, 21-22）を参照せよ。

19 これは、｢チェコ人はドイツ人の机から落ちたパン屑では満足し

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

ない。
｣ という、
パラツキーの発言を借用したものであった（Křen

ランダの ｢柱｣、
ベルギーの ｢霊的家族｣ やオーストリアの ｢陣営｣

。この事実から記事に強烈な皮肉が込められて
1990, 213-214）

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

いたことが理解できるであろう。

20 ウィーン和協は、あくまで私的な場での合意であり、法的な根

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

拠を欠いていた（Tobolka 1934, 179）
。そのため、領邦議会に

リーシュとマレック編集の論文集（Malíř, Marek a kol. 2005）

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

とルフト（Luft 1991a, 1991b, 2000）を参照せよ。なお、同じ

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

「tábor」という語句を用いる注 12 のターボル運動はサブ・カル

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。

21 リアリスト・グループは、進歩的・民主的な立場から社会生活
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
たので、青年チェコ党に接近したのであった。リアリスト・グ
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。

22 ただし、普通選挙権の導入をめぐり、青年チェコ党内に温度差
があったことには注意が必要である。党内における普通選挙権

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。
。なお、
32 この評価はクシェンを参考にした（Křen 1990, 294-295）
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、

をめぐる議論についてはハヴラーネック（Havránek 1964, 35-

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

40）を参照せよ。

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

23 1891 年頃、青年チェコ党と富裕な農民を中心とするチェコ王国
領邦農民クラブ Zemská selská jednota pro království České を
指導していたスチャストニー Alfons Šťastný が対立した。それ
により、農民クラブは、青年チェコ党と袂を分ち、独自の政治

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

行動を開始した。しかし、普通選挙権導入に対する反対に代表

ては越村・山崎（2004）と佐原（2008）の研究を参照せよ。なお、

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、

近年では、ユーゴ解体と内戦に関する研究を鈴木（2008）が詳

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

細に紹介している。

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
。また、普通選挙権の導入に際しても、それを完全
1955, 54）
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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

ェクトを中心に実行されてきた対策であるため、基本

Ⅰ . はじめに

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。

中国の経済発展は一方で深刻な環境問題をもたらし

③中小企業の環境管理が不十分

が、農村部では環境問題の現れ方も異なり、またそれ

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

への対応も異なってくるという困難がある。

があることがわかる。

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

経済力のある地域では企業も行政も環境対策への取

中国政府は 80 年代に ｢4 つの現代化｣ を実現するよ

り組みが進んでいる一方、地方の農村部では、地方政

う国民に呼びかけ、一部の人が先に豊かになり、最後

府と企業が一体となって、経済開発を優先し環境を犠

はみんなで豊かになれるという方針をとってきた。い

牲にするという事態が発生している。

今日にいたっている。
わゆる｢改革開放政策｣ 6 であり、

このような経済発展における格差の存在と、中国の

しかし、環境問題への取り組みが同時に行われてきた

政治・行政システムが絡み合って、環境問題への対応

が、その効果が発揮されたとはいえない。国として環

をいっそう複雑なものにしている。その結果として、環

境保護関連法を制定・公布してきたが、地方での環境

境政策として実施されている諸制度が、その目的通り

政策が十分に行われていない。さらに、
予防ではなく、

の実効性を発揮していないことが指摘されてきている。

事後的対策を中心とする従来の考え方では、ますます

中国政府は 2008 年 3 月に環境保護総局を環境保護

深刻な環境破壊に至るに違いない。また、環境保護関

1

部 に格上げし、中央政府が環境保護に関する積極的

連法はもっぱら国内法上の行政の規制を中心とする仕

な取り組みを見せる一方、地方の環境保護対策が改善

組みであるが、グローバル化の中にあって、中国も、

しないまま、局地的な公害 2 が各地で頻繁に発生して

環境に関連する国際的条約を国内の環境法制定に向け

いる。その原因として国家の環境汚染防止対策の不十

て受け入れることも急務であるように思われる。

分性があり、特に、次の 3 点があげられる。

2008 年 2 月に水質環境汚染防止法が改正されるこ

①工業の不合理な配置

ととなった。国民の健康、ひいては生態系の保護のた

全国約 40 に近い数の大都市に工業が集中している。

めに、水環境を守らなければならない。このような行

さらに、その内の 13 の大都市と超大都市に集中する

政目的を達成するためには従来の目的である
「公共性」

状況を呈している。こうした工業の過度の集中は、当

の実現に加えて、
国民の健康利益とのバランスをとり、

該地方の環境汚染を急速に深刻化させている 3。

効率のみならず公平であることが問われなければなら

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

122

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

たものになっていくか否か、注目されよう。本稿では、

環境保護部）
は、
「河川・湖沼における生息を保護する」

1996 年に公布された水質環境汚染防止法と 2008 年の

政策を提案した。改正後の水質環境汚染防止法は、
「河

改正法とを比較し、水質環境汚染防止の観点から都市

川・湖沼における生息を保護する」政策を実施するに

と農村における水質環境保護対策を分析し、どのよう

あたって、最有力の法的な保障となるものである。こ

に対応してきたのか、また、どうすべきかについて検

の政策においては、厳格な環境対策、時代遅れの生産

討を試みたい。

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

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

いる 8。

2. 目的と対象範囲

布した。年代順に並べると、1973 年「工業三廃排出

水質環境汚染の防止、環境の保護と改善を図り、飲

標準」を公布し、1976 年「生活飲用水衛生標準（試

料水の安全を保障し、経済社会を全面的に持続可能な

」と
行）
」を公布し、1979 年「漁業水質標準（試行）

発展と調和するように誘導することを目的としてい

「田畑灌漑水質標準（試行）」を公布した。しかしなが

る。改正前水質環境汚染防止法の 1 条にあった「水資

ら、水質環境汚染防止法の正式な制定が遅れ、ようや

源の有効な利用」という文言を目的からはずし、
「飲

く 1979 年「環境保護法」の制定により、水質環境汚

料水の安全確保の保障」が新たに法目的となった。

染防止の基本原則を規定することになった。その後、

対象範囲として、
中華人共和国領域内の河川、
湖沼、

1984 年に「水質環境汚染防止法」が制定され、これ

運河、水路（排水用と灌漑用）のほか、ダム等の地表

が中国初めての総合的な水質環境汚染防止に関する法

水と地下水の汚染防止を含む。海洋については水質環

律となる。同法は水質汚濁の防止原則、監督管理体制

境汚染防止法が適用されず、海洋環境保護法の定める

と制度、地上と地下水質汚染防止、法的責任など、全

ところによる。

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

3. 管理基本原則と監督管理体制

防止実施細則」が発表された。その後、1996 年 5 月

まず、管理基本原則として

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

①予防（中心）と改善の総合原則

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

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

ができてしまう結果に至った。また、2005 年 11 月松

改正前水質環境汚染防止法において、各級の地方人

花江で起きた水汚染事故がマスコミの報道により、そ

民政府の環境保護行政部門が水質環境汚染防止を実施

の深刻さを世界に知らせ、大きな波乱を起こし、当時

する統一管理機関であった（4 条 9）のに対し、改正

の中国環境保護総局局長が辞任に追い込まれるという

法では、県以上の人民政府の環境保護行政主管部門が

事態になった。このように、国民の生活飲用水を守る

水質環境汚染防止を実施する統一管理機関となった

べき行政の責任が追及される事態が生じている。局地

。また、交通主管部門の海事管理機構が船舶汚
（8 条）

的な公害汚染を抑制し、拡大させないため、水質環境

染水域管理機関となった（8 条 2 項）。なお、県以上に

汚染防止に関する 2008 年の法律改正が行われた。以

おける人民政府水行政、国土資源、衛生、建設、農業、

下、現行水質環境汚染防止法の目的、対象範囲、諸制

漁業管理部門および重要河川・湖沼領域水源保護機構

度について概観し、検討する。

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

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

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。

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
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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

業が禁じられている。既に二級保護区内で設置されて

合する原則（9 条 10）が、予防を中心とする総合改善の

いる施設に関しては、県以上の人民政府が企業に排除

原則（同法 3 条）に改められた。生態回復プロジェッ

または閉鎖を命じる。ネット箱養殖、旅行、水泳、魚

トを積極的に行い、水質環境汚染または生態破壊の抑

釣りその他の飲用水体に影響を及ぼす可能性がある行

制、削減といった生活飲用水の保護を優先し、工業の

為は、禁じられていないが、飲用水体汚染防止措置を

汚染を厳しく規制する総合的な手法である。改正前水

。
とらなければならない（59 条）

質環境汚染防止法が工業配置と水質環境汚染防止の相
11

準保護区域においては、水体に重大な汚染を及ぼす

互調和を図る（11 条 ）こととしていたのに対し、改

新設、増設工事が禁じられている。また、汚染排出口

正法では上記の②で述べたように厳格に工業汚染を抑

。
を増やす改造を行ってならない（60 条）

制することをはっきりと規定したことが注目されよう。

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、

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

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

汚染を削減する方式としては、排出標準（日本の

が批准 14 するが、協議が調わない場合は、省、直轄市、

「排出基準」
）により排出を規制する手法が一般的であ

自治区の環境保護行政主管部門と水行政部門、国土資

る。しかし、排出標準が遵守されていても、河川等の

源、衛生、建設部門が計画案をつくり、省、直轄市、

水質が、水質環境質量標準（後述）を満たすとは限ら

自治区人民政府が批准することとなっている。省を跨

ない。そこで、2008 年改正後の水質環境汚染防止法

ぐ飲用水水源保護区について、最終的には国務院が批

では、国家は重点的な地域における水質汚染物質排出

准することとなっている。環境保護部の権限がはっき

。
に対し、
総量抑制制度を実施すると規定した（18 条）

りとしておらず、そこに属する環境保護行政主管部門

この総量抑制制度とは、政令で定める一定の区域にお

の権限も明らかではない。

ける特定の水質環境汚染物質の排出量について総量目

飲用水保護一級保護区と二級保護区に関しては、汚

標を設定し、汚染物質排出者にふり分けることを内容

染排出口の設置は禁じられている（57 条）。給水施設

としている。県以上の人民政府の環境保護行政主管部

と水資源保護に無関係な建設事業を設置し、汚染物質

門は水質環境汚染防止法または条例に違反し、なお、

排出施設を建設した場合、50 万元（約 650 万円）以

重大な水質環境汚染をもたらした企業を公表する（19

下の罰金と施設の撤廃または閉鎖を命じることができ

条 2 項）。具体的な方法と実施手順については国務院

る（81 条）。しかし、飲用水準保護区について、重大

が規定する。

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

（2）飲用水保護制度 12・13

の特徴として、企業数の多いことと、分散しているこ

人の健康と社会生活の安定のために飲用水を保護す

とが指摘されている。つまり、ひとつひとつの企業に

ることが中国にとって急務になっている。国家は飲用

ついてはともかく、多数の企業による汚染物質の排出

水水源保護区を設置し、一級保護区と二級保護区に分

が全体として問題となる。また、飲用水準保護区に企

け、
必要なとき、
飲用水水源保護区の圏外であっても、

業が集中していない都市における郊外地域、市、県に

一定の準保護区を画定することができる（56 条）。飲

おける小都市
（郷鎮）
といわれる地域が想定されるが、

用水水源保護区の画定は、市、県の人民政府が案をつ

これらの地域は環境保護整備が十分に施されていない

くり、省、直轄市、自治区の人民政府が批准する。一

ことにも注目する必要がある。これらの問題を解決し

級保護区では、水質環境汚染物質排出口の設置（57

得る今後国務院の公布する「水質環境汚染防止法実施

条）・新設・増設・改造及び給水施設と水資源保護に

細則」が注目されよう。

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

（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

で給水施設と水資源保護に無関係な建設事業を設置し

国家は水質環境質量と水汚染排出を観測する制度を

ている企業に対しては、県以上の人民政府が改善命令

設けなければならない。国務院環境保護行政主管部門

ではなく、排除または閉鎖を命じることができる。

が環境観測規範を制定し、水質環境状況を統一的に発

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
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。
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

源保護工作機構が、その所在する流域の省界水体 15 の

。省、自治区、直
質排出標準を制定する（13 条 1 項）

環境質量状況を観測し、その結果をすみやかに国務院

轄市人民政府は国家が規定する項目あるいは既に規定

環境保護行政主管部門と国務院水行政主管部門に報告

してある国家標準項目に上乗せする形で、地方水質環

しなければならない（26 条）。

境汚染排出標準（排出基準）を規定することができる

環境保護行政主管部門と管理監督権を授権されたそ

。地方における水質環境汚染物質排出標準（排
（2 項）

の他の部門は、管轄区域内の汚染排出企業・事業者に

出基準）が既に制定されている場合、地方水質環境汚

対し現場検査を行う権限をもち、企業・事業者は、真

染物質標準により執行する（3 項）。

実を説明し、必要な書類を提供しなければならない
。
（27 条）

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

（4）時代遅れの技術と設備の淘汰とクリーン生産の
推進

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）

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

6. 河川と湖沼における流域また区域区画管理

染物質排出量が少ないクリーン生産技術を導入しなけ

改正法 15 条は、国家は重要な河川流域と湖沼区域

ればならないと定め、同時に、水質汚染物質削減の管

について水質環境汚染防止を統一的に区画管理すると

。国務院経済総合マクロ調
理を強化している（43 条）

定める。国務院環境保護行政主管部門と国務院マクロ

整部門とその他の関係部門とが協議し、重大な水質環

経済部門、水管理部門等、省、自治区、直轄市人民政

境汚染生産技術禁止リストと重大な水質環境汚染設備

府が河川の区画管理を企画し、国務院に報告する。

の生産・販売・輸入・使用禁止リストを公布した。生

その他、省あるいは県を越える河川流域と湖沼区域

産者、販売者、輸入者あるいは使用者はリストにあげ

については、省、自治区、直轄市の人民政府環境保護

られた技術と設備を期間内に停止しなければならな

行政主管部門と水管理部門等が防止計画を編成し、
省、

い。

自治区、直轄市の人民政府の審査をへて、国務院が批

生産者、販売者、輸入者あるいは使用者が重大な水

准する。

質環境汚染に関する上記のリストの中の技術あるいは

省、自治区、直轄市内の河川流域と湖沼区域につい

禁止されている設備を使用した場合、県以上の人民政

ては、自治区、直轄市の人民政府環境保護行政主管部

府経済総合マクロ調整部門が改善命令を出し、5 万元

門と水管理部門等が防止計画を編成し、省、自治区、

〜20 万元以内の罰金を課されることになる。極めて

直轄市の人民政府が批准し、国務院に報告する。

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）

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

5. 水質環境汚染防止標準と区画

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

中国は土地が広く、地域ごとに水質環境と水の功能

は県以上の人民政府にそれぞれの行政管轄内におい

に大きな差異がある。水質環境質量標準（環境基準）

て、水質環境汚染防止計画を編成し、批准する権限を

と水質汚染物質排出標準（排出基準）に分け、かつ各

与えた。これは、河川あるいは湖沼における国と地方

地域における異なる状況に適合することを踏まえ、水

の役割分担を明確にし、区域管理制度により、地方に

質環境汚染防止法では、国家水質汚染物質標準（環境

おける行政の責任を明らかにするねらいがあり、行政

基準）と地方水質汚染物質標準（環境基準）との二段

の適正な執行を果たす観点からはひとつの前進だとい

階構造をとっている。

えよう。

国務院環境保護行政主管部門は国家水質環境質量標

中国には、長江、黄河、淮河、海河、遼河、松河江、

。省、自治区、
準（環境基準）を制定する（11 条 1 項）

株江によって構成される 7 つ大水系がある。7 つ大水

直轄市人民政府は国家が未制定の項目について地方水

系の地表水資源量は地表水全体の 77% を占め、その

質環境質量標準を定め、国家環境保護行政主管部門に

流域に全人口の 90% が経済社会活動を営んでいる。

。
報告する（2 項）

この中で、汚染されていない河川はないといっても過

国務院環境保護行政主管部門は、国家環境質量標準

言ではない。中国の地表水の水質基準は、汚染の軽い

（環境基準）と国家経済・技術条件による国家汚染物

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、

制度などが導入された。しかし、依然として深刻な汚

3㎎/ℓがⅡ類、4㎎/ℓがⅢ類、6㎎/ℓがⅣ類、10㎎/ℓが

染が続いている厳しい状況を前にして、第 11 次 5 カ年

Ⅴ類という具合に基準値を定めている。Ⅰ類を満たす

計画の汚染物質排出目標を達成するためには、違法行

水質には、汚染が認められないが、Ⅴ類基準の水質は

為を処罰する法的根拠も各規則によりばらばらな現状

極めて汚染されていることになる。What's New in 深

を打開し、
それらの関連政策を《水質環境汚染防止法》

圳の報道によると、黄河水利委員会が発表した『2007

に統合化して法律の効力を強化する必要があった。そ

年黄河水質資源公報』において、2007 年度の調査で、

のような主旨の下、2008 年の改正案が 2 月末に可決さ

黄河全長の三分の一のエリアで、水質基準の最悪レベ

れたのである。

ルとなる劣Ⅴ類となることが分かった。また、汚染が

主要な改正点としては以下のものがあげられる。

ほとんどないⅠ類、Ⅱ類に属するのは全体の 16.1％、

①従来の末端での処理から、汚染発生源での抑制を重

Ⅲ類に属するのは 27.5％、Ⅳ類に属するのは 15.8％、

視し、地方人民政府の責任をより明確にした。②重点

Ⅴ類に属するのは 6.8％だった。

水質汚染物質の総量規制を強化し、県級以上の人民政

黄河はひとつの例に過ぎないのであるが、全体的に

府は違反企業名を公表することを明確にした。③汚染

みるとそれほど大きな水質環境汚染がないようである。

物質排出許可制度の実施を国家の法律で初めて規定

しかし、少なくとも 7 つの省に跨っているから、どの

し、汚染排出行為の規制を規範化した。 工業廃水を

部分が深刻であるかが、重要である。しかも、上流が

排出する企業に対し、モニタリング装置の設置、監測

汚染されていれば、下流の方にながれていくので、比

データの保存を要求している。④小都市（郷鎮）に対

較的に重い責任を負わなければならない。上で述べた

して汚水集中処理施設を建設・運営することを規定し

ように、区画管理は、汚染された場合の責任の明確化

ている。⑤飲用水水源保護区の管理制度をより具体的

と防止するための政策の確定にも役にたつと思われる。

な形で規定している。⑥企業に対し、水質汚染事故の

また、黄河における汚染排出量については、2007

予防体制、及び事故が発生した際の応急措置・報告体

年度の黄河流域の汚水排出量は年間 42.86 億トンで、

制を規定している。⑦違反行為の処罰を強め、損害賠

このうち第 2 次産業からの排水が全体の 70.6％、生活

償の規定で賠償額を引上げて違法行為の減少を図るな

排水が 23.0％とされ、生活排水が大幅に増えているの

ど、企業及び企業の役員の汚染及び汚染事故に対する

である。中国では、地表水の水質汚染を防止するため

賠償責任を明示している。

に、工業・企業への汚染防止対策、小規模な生産活動

しかし、発生源（工業・企業）抑制を直接目的とし

の禁止、河川へのモニタリングが行われている例から

て規定しておらず、4 章において 5 節に分類し、対策

分かるように、事業者あるいは生活排水が多くなって

を規定しているが、結局、その権限は国務院に属する

きていることから、強制的な手段で削減させるとして

（目的）
こととしている。日本の水質汚濁防止法の 1 条

も、一つ一つの家庭ごとに水質汚濁物質排出量をチェ

は ｢工場及び事業場から排出される水の排出及び地下

ックするというのは、不可能なことであり、しかも、

に浸透する水の浸透を規制する…｣ とし、水質汚濁を

これからの人々の消費観念にも関係してくるものであ

もたらしている工場、事業場あるいは人々の生活排水

るから、生活排水の問題は、大きな課題として残って

を規制することを目的としているに対し、改正法は汚

いるといわざるをえない。

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

7. まとめ

らの水排出によって水質汚濁が起きている状況はいま

改正《中華人民共和国水質環境汚染防止法》の全文
16

だに変わりはない。以下では、水質環境汚染防止法を

は 8 章 92 条で構成され、改正前 の 7 章 62 条より拡充

踏まえ、同法における都市と地方［小都市（郷鎮）と

された内容となっている。すなわち、①総則、②水質

農村地域］における水質環境汚染対策について検討す

環境汚染防止の標準と区画、③水質環境汚染防止の管

る。

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
染がさらに進み深刻な状況となっており、そうした事

Ⅲ . 工業・企業とその水質環境汚染
防止

態に対応するため、中国政府はさまざまな抑制政策を

中国では約 80% 以上の汚水（工場からの排水と生

とってきた。たとえば、
各種の水質環境汚染防止計画、

活における排水）が処理されていない。全国の 3 分の

環境影響評価制度、汚染排出費用徴収制度、総量規制

1 の河川が汚染されている。さらに、90% 以上の都市

法律責任、⑧附則である。中国ではここ数年、水質汚
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1 − 1 排水量推移

1997
1998
1999
2000
2001
2002
2003
2004

生活排水

工業廃水

合計

189.1
194.8
203.8
220.9
230.3
232.3
247.6
261.3

226.7
200.5
197.3
194.3
202.7
207.2
212.4
221.1

415.8
395.3
401.1
415.2
433.0
439.5
460.0
482.4

生活（%）

45.5
49.3
50.8
53.2
53.2
52.9
53.8
54.2

工業（%）

54.5
50.7
49.2
46.8
46.8
47.1
46.2
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』

の水域が深刻な汚染状況にあるとの統計も出されてい

理問題解決には、莫大な費用がかかり、郊外の農村部

る 17。

においては処理施設を設置または管理しえないことが

表 1-1 排水量推移から分かるように、工業の排水に

懸念されている。

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

1. 工業に対する水質環境汚染防止について

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

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

が工業排水量を上回っている。

排出試行標準｣ が公布され、1984 年に水質環境汚染

このような深刻な水質環境汚染状況にもかかわら

防止法が制定された。環境汚染を防止する観点から中

ず、中国では環境と経済の両立を図ろうとして、｢都

国独自の ｢三同時制度｣ と中国環境影響評価法がセッ

市農村一体建設｣ が進められている。その狙いは、工

トとなり、工業からの汚染を抑止する機能を果たすも

業を都市・農村の発展の基本とし、それによって大都

のとして、汚染を排出した企業・工業に対する ｢汚染

市と小都市（郷鎮）および第 2 次産業と第 3 次産業の

排出費用徴収制度｣ がある。

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

（1）三同時制度

政区画が広がり、開発が進められ、環境への汚染排出

三同時制度は、中国の環境管理制度のなかで、最初

が懸念されよう。水質環境汚染防止法では都市の汚水

の制度として規定された 21。「三同時」とは、工場の

は集中処理しなければならないと規定されている 19。

基本建設、技術改造、地域あるいは自然資源開発、そ

国務院と地方各級人民政府は都市の水源を保護し、水

れらの改造・拡大を含めて段階的に汚染防止・管理施

質環境汚染を防止することを都市計画に取り入れるこ

設（その他の公害の施設）を本体工事と同時に設計、

ととなっている。大都市排水管を建設し、計画的に汚

施工、操業する制度である 22。これと同じく環境汚染

水集中処理施設を建設し、都市水質環境の総合整理を

の事前防止をはかる中国環境影響評価制度は、環境へ

図る。国家の規定に従い、汚染者に有償で処理施設を

重大な不利益を与える建設事業を行う際に、予防する

使用させ、汚水処理費用を徴収する。汚水処理費用は

制度である。

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。

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

北京市は、2008 年 12 月 15 日、今後 3 年以内に、市

法｣ で、基本建設事業における三同時制度に関する具

内の全下水処理場からの排水を再利用可能な水質にま

体的な規定をおいた。1984 年に国務院は ｢環境保護

で徹底処理すると報じられた。北京排水協会によると

に関する決定｣ の中で、上記の 4 つの行為に加えて、

現在、同市の下水処理率は 93 ％。うち、再生処理水

環境を汚染させる可能性がある事業と自然開発も「三

に生まれ変わる下水は 6 億 t に達しており、その利用

同時」の適用範囲に含めるとした。その後、大気汚染

20

率は 50％に上る 。下水処理場に送られない残り 7％

防止法、水質環境汚染防止法、環境騒音汚染防止法も

の下水は郊外の農村部に集中しているが、これらの処

相次いで、異なる角度から「三同時」を実施する規定
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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

護における投資が 152.50 億元である。

では、新設、改造建設、拡大建設により、直接あるい

総合的にみると、1995 年に比べ、実行率が相当高

は間接に水体に汚染物質を排出させる行為あるいはそ

くなった。しかし、その環境保護整備の投資のほとん

の他の水上の施設については、環境影響評価を行わな

どが火力、道路、水利発電、鉄道、機械製造、公共事

ければならないとし、水質環境汚染防止施設における

業、製紙業に集中している。廃水処理施設における汚

建設は、主体プロジェットと同時に設計し、施工し、

染処理能力の増加表から分かるように、中国の国有企

操業しなければならないと規定されている（水質環境

業を中心とする工業に対して環境保護整備の投資を行

。
汚染防止法 17 条）

うことになり、しかも、産業業種ごとにかなりの差が

以下、企業・工業における三同時制度について若干

出ている。もっとも、建設類と紡織類の建設について

の検討を試みることにする。

は、
汚水処理増加能力がほとんど発揮されていないが、

①実行率

その原因は明らかにされていない。このような状況か

中国の三同時制度は環境汚染を事前防止する意味で

ら、推測すると、環境保護整備の投資が偏っているこ

はとても重要な制度である。しかし、その実行率が低

とにより、水質環境汚染が深刻になっていることを指

いことが指摘されている。1994 年までには、県以上

摘できよう。

のレベルの事業者数ベースの三同時実行率は 67.3% で

一方、「三同時」を実行監督する環境行政機関は、

あった 23。しかも、汚染処理施設の稼動率が低いとい

操業開始までの企業行動を監督できるが、それ以降の

う問題がある。すなわち、「三同時」のうち、同時操

行動を日常的に監督することができないと考えられ

業が実行されていないのである。三同時制度の最終目

る。その理由は、企業の数が増え続けているにもかか

的は、発生した汚染物質を汚染処理施設の稼動を通じ

わらず、環境保護機関の監督能力がそれに応じて増加

て処理し、汚染物質排出量を削減することである。

していないことである。

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

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

24

稼動が正常ではない（国家環境保護局情報研究科） 。

業による評価が高くなっている 25。また、環境政策を

つまり、環境設備の本来の目的は達成されていない。

とっていることは将来の中国企業の国際競争力を強め

その原因としては、建築主が、生産活動を正常に行

ると回答する企業が多かった。

うため、
「三同時」を実行しているだけであって、行

他方で、地方企業（郷鎮企業）は県レベルの監督行

政部門の検査に合格したら、汚染処理施設の運転を止

政組織の不備から、三同時制度の実行率が低い。地方

めてしまう可能性が高いことが指摘されている。なぜ

人民政府が地域の経済発展あるいは雇用問題への対応

ならば、後述の汚染排出費用徴収制度による費用を支

を維持するため、企業を保護することが地域の環境政

払ったほうが運転するときのコストより低いからであ

策に悪い影響をもたらしている。

る。
（2）中国の汚染排出費用徴収制度 26

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

①汚染排出費用徴収制度の経緯

97% に上る（『中国環境年鑑 2002 年』）。91 事業（そ

「三同時」という直接型環境汚染対策制度に対し、

拡大及び技術改善が 26）について、
のうち、
新設が 65、

汚染排出量に応じて費用を徴収する間接型の環境汚染

環境保護設備竣工の検証に合格した。その際の環境保

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

34418
電子類

16155.298

128

道路建設

50
機械製造

485

石

油

59641.19
公共事業

230700

化学工業

水利発電

58330.4
建設類

475
製

―

鉄道建設

紙

86706

金属類

2100
紡

織

0

286145

して汚染の削減機能を果たしてきたが、中央と地方の

が徴収されることとなった 28。

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。

③地方への環境汚染対策の観点から見直すべき点

日本で出版されている本の中では、｢汚染課徴金｣

（a）企業の内発的なインセンティブへの働き

あるいは ｢排汚収費制度｣ など、論者によって統一さ

国の主管省庁という所有者が存在する国有企業で

れていない。後者は中国語の文字通りの訳である。国

は、民営化されていないため、環境対策投資を含む設

の基準を超える汚染排出に対する費用徴収は課徴金の

備については、所有者としての建設費あるいは更新改

性格を持っているものもあり、1979 年の ｢環境保護

造費として必要な費用を計上する財政が長らく維持さ

法（試行）
｣ 公布以降に建設・増設された工場からの

れてきた。共同原則に基づいて一般財源の税収から国

汚染物質排出に対して 2 倍の超過排出費を徴収するこ

家環境保護財政を支出するものであり、独立採算制を

ととなっているように罰金類似の性格をもっているも

とる私企業にあっては考えられないことである。設備

のもある。その使用目的が環境保全事業に提供しなけ

投資資金が企業の努力によって捻出されないのであ

ればいけないことから、特定財源としての役割も果た

り、内発的なインセンティブが働く環境汚染対策にな

すことが期待されている。

っていない。特に、国有企業における環境汚染対策費

1978 年に中国共産党中央が定めた ｢環境保護工作

用は、企業コストの一部分をなしていることから、結

彙報要点｣ において基本方針が示され、1979 年の ｢環

局利益の中に反映され、国が負担していることになっ

境保護法（試行）
｣ で法制化された。1984 年から工業

ている。

からの廃気、廃水、廃物（固定廃棄物）に対し、超過

（b）地方の環境保全事業への資金確保

物質排出量を対象に徴収されていた。現在日本で検討

中国では公的な環境保護事業に、租税の一般財源資

されている環境税が地球温暖化対策であるのに対し、

金ではなく、特定財源資金を充ててきた。都市の公共

中国の汚染課徴金は大気汚染物質、水質汚濁物質、廃

施設、公園緑化、河川浄化および浄水場などの社会資

27

棄物、騒音に対しても広く賦課される 。

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、

②汚染排出費用徴収の基準・手続・対象

この支出のために計上される都市維持建設費の財源

汚染排出費用徴収の根拠規範としてのそれぞれの法

は、建設管理や水源など地方の目的税、汚水処理費の

で、汚染源から一定の汚染課徴金を徴収することが定

徴収金及び公益事業の収入であり、共同社会のニーズ

められているが、徴収目的や徴収基準、徴収手続等の

を満たすには程遠い金額である。このように、地方の

具体的な制度内容については規定されていない。この

都市基盤や環境衛生など生産性の低い領域には、同じ

ように、課徴金は政府による強制的な金銭の徴収であ

社会資本投資でも共同原則は重視されてこなかった。

るにもかかわらず、その具体的な制度内容については

また、地方人民政府の特定財源となる租税が多ければ

国務院の行政法規や国務院の各行政部門の規則（規章）

中央政府財政の比重が低くても問題はないが、地域格

によって定められている。

差もあり、伸び率に限界のある税収に依存していたの

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

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

まれる。1979 年環境保護法（試行）では排出基準違

中国における汚染排出費用徴収制度は、水質汚濁を

反者から徴収していた（同法 18 条）が、1984 年の水

改善する制度というより、排出権の性質を持っている

質環境汚染防止法は、排出基準違反ではなくても、徴

と批判する論者もいる。それは、企業が排出費用を払

収することとなった。2003 年に大幅な制度改革が行

うことによって排出が認められることにある。もっと

われ、資金の使用に関する ｢汚染源の改善に関する基

も中国における国営企業は、排出量が多いため、その

金の有効利用暫定方法｣ が廃止され、｢汚染排出費用

効果は著しく低い。
徴収費用が低額になっているため、

の徴収、利用及び管理に関する条例｣ が同年 7 月に基

汚染防止施設を建設または操業するより、汚染排出費

本法規として施行された。水質環境汚染排出に関し、

用を支払ったほうが企業にとって負担が軽いことがあ

基準を超える汚染物質に対する徴収額は基本額の 2 倍

げられよう。

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

（3）工場における水質環境質量標準について

類の汚染物質に対しのみ徴収がなされてきたが、今後

規制の根拠になる環境基準あるいは排出基準は、人

は、排出量の大きいもの 3 種類について合計された額

の健康に影響を与える人間の活動の禁止だけではな

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
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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

集中、重大な汚染地区における汚染抑制法の中に汚染

当然に考慮しなければならない。生態系の破壊により、

排出標準として定められていた。

間接的に人間の生活基盤が失われる恐れがあるからで

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

ある。
日本においては、環境基準を人の健康の保護及び

の環境保護行政主管部門が制定する。また、中国の

生活環境の保全のうえで維持されることが望まし

環境標準体系は、2 級 4 種類に分けられる。つまり、2

い 基 準 と し、 終 局 的 に、 大 気、 水、 土 壌、 騒 音 を

級とは国家級と地方級（省級）のことであり、4 種類

どの程度に保つことを目標に施策を実施していく

とは、環境質量標準、汚染物質排出標準、環境保護基

べきかという目標を定めたものが環境基準である。

礎標準、手続標準である。

環境基準は、
「維持されることが望ましい基準」で

水質環境汚染防止法のなかには、前述の通り環境質

あり、行政上の政策目標である。これは、人の健康等

量標準と環境汚染物質排出標準という 2 種類の環境標

を維持するための最低限度としてではなく、より積極

準がある。環境質量標準は、人の健康を保護する目的

的に維持されることが望ましい目標として、その確保

で定められているのに対し、環境汚染物質排出標準は

を図っていこうとするものである。また、汚染が現

人の健康と生態系の良好な循環を目的して定められて

在進行していない地域については、少なくとも現状

いる。後者は、制度としてより厳しい規制をかけるも

より悪化することとならないように環境基準を設定

のである。

し、これを維持していくことが望ましいものである。

水質環境汚染防止法では、水質環境に関する水質環

また、環境基準は、現に得られる限りの科学的知見

境質量標準と水質汚染排出標準が定められている。具

を基礎として定められているものであり、常に新しい

体的な標準については、国務院が公布する「水質環境

科学的知見の収集に努め、適切な科学的判断が加えら

汚染防止実施細則」
により規定されている。地方
（省、

れていかなければならないものである。このように、

自治区、直轄市）条例で、国の水質環境質量標準ある

｢保持すべき基準｣から｢望ましい基準｣になったのは、

いは水質汚染排出標準で定められている基準より厳し

当時、経団連と通商産業省の猛烈な反発があり、｢保

い基準を規定することが認められている（上乗せ）こ

持すべき｣ というのは義務づけられることになるので

とはもとより、国の法律・法規に定められていない水

あって、科学的な知見が必要となるとし、｢望ましい

質環境汚染物質についても地方の事情を勘案して個別

基準｣ という言葉に改めた経緯がある。しかし、法律

の基準を定めることができる（横出し）
。

または政令で排出基準を制定し、これに違反すれば、

①地表水と地下水ごとに地表水環境質量標準（陸上

罰則あるいは改善措置命令を行える仕組みになってい

水域での COD､ BOD､ pH､ 重金属､ 農薬等の濃度抑

る。

制基準）と地下水質量標準（地下水の COD､ BOD､ pH､

これに対し、中国における環境標準とは、国家が環

重金属､ 農薬等の濃度抑制基準）とがある。②重要な

境質量の保護、汚染の抑制はもとより、人の健康、社

水質環境汚染物質について、汚水総合排出標準（最も

会の財産と生態系のバランスを保つため制定した技術

普遍的かつ重要な水質環境汚染物質の排出基準、69

29

的指標と規範の総称である 。最初は工業密集、人口

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

1997
1998
1999
2000
2001
2002
2003
2004
2005
10・5 計画目標

684.0
695.0
697.2
740.5
797.3
782.9
821.7
829.5

出所：『中国環境統計年報 2004』
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工業系

1,073.0
800.6
691.7
704.5
607.5
584.0
511.9
509.7

合

計

1,757.0
1,495.6
1,388.9
1,445.0
1,404.8
1,366.9
1,333.6
1,339.2
1,413.0
1,300.0

生活系（%）

38.9
46.5
50.2
51.2
56.8
57.3
61.6
61.9

工業系（%）

61.0
53.5
49.8
48.8
43.2
42.7
38.4
38.1

水量等を規定）があり、③工業の業務によって、造紙

③工業・企業の技術開発

工業水質環境汚染物質排出標準（製紙・パルプ工場に

国家が時代遅れの著しい技術と設備の淘汰を実施す

おける 5 種類の水質環境汚染物質の許容排出濃度、許

るとし、その権限は国務院経済総合管理部門と関係部

容排出汚水量等を規定）
、鋼鉄工業水質環境汚染物質

門に属するとされ、結局、国務院の権限に属すること

排出標準（製鉄所における 9 種類の水質環境汚染物質

。
になっている（41 条）

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。

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
。しかも、改正前水質環境汚染防止法 11
する（42 条）

代表的な水質環境汚染物質の指標である COD（化

条の規定にある製紙、染色、燃料（石炭洗選）
、製革、

学的酸素要求量）は以下の表 1-2COD 排出量推移から

電鍍（メッキ）
、農薬に加え、コークス硫黄、ヒ素、水銀、

分かるように、工業系の排出量は、排出規制の強化、

石油、アスベスト、セメント、ガラス、鉄鋼、火力発電、

工場からの汚染物質抑制等により、1997 年 1,073.0t

及びその他重大な水環境を汚染させる生産事業を規定

から 2004 年の 509.7t と半減した。しかし、生活系の

した。

排出量は年々増えつつある。工業系の排出量と生活系

水質環境汚染防止法における工業・企業への規制は、

の排出量とを総合的に見れば、2000 年の 1,445.6t と

大きく 2 種類ある。ひとつは、水質環境汚染物質排出

2004 年の 1,339.2t と比較すると 7% 減少に止まってい

標準を定め、違反した場合、罰則あるいは改善命令を

る。

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

（4）水質環境汚染防止法における工業・企業への汚
染防止

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

水質環境汚染防止法 40 条、41 条、42 条、43 条にお

大で 50 万元）が科されることになる（76 条）。もうひ

いて工業水質環境汚染防止措置を定めている。これは

。
とつは、中小企業の新設にかかる禁止である（42）

改正前水質環境汚染防止法 11 条、22 条、23 条をその

水質環境汚染防止措置が施されてない場合の新設が禁

まま保持し、若干の内容を付け加えたものである。

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

①工業の立地について

への支障を減らすため、このような厳しい規制が期待

国務院関係部門と県以上の人民政府は合理的な工業

されよう。

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

②水質環境汚染防止における行政の管轄

条 1 項）。集中処理施設について県以上の人民政府が

この条文において、改正前水質環境汚染防止法 11

財政予算とその他の手段で資金を用意し、汚水集中施

条の「各級地方人民政府」が「県以上の人民政府」に

設及び配管を建設しなければならず、行政区域におけ

替えられ、
また、
「合理的な利用」の文言が削除された。

る汚水の集中率と処理率を上げるよう努力しなければ

前者について、改正後水質環境汚染防止法の条文（41

。
ならない（2 項）

条に限らず）から規制をかける主体が国務院と県以上

中国での地方産業は貴重な地元財源である。これま

の人民政府との二段階構造になっている。これは、日

で各省や県レベルの人民政府は、公権力を発動してま

本における国と地方公共団体との分権と大いに異なる

で企業の汚染に目を光らせるという空気があまりなか

ところであり、最終的には国務院の管轄に帰属される

った。それが地方企業（郷鎮企業）による環境汚染を

ことになっている。後者については、水質環境汚染防

招いた要因でもある。ただ、日本のように、住民や被

止法 1 条、つまり法の目的から水の合理的な利用をは

害者の声が自治体を突き動かし、ついに人民政府に重

ずしており、上記の条文からも、そのような趣旨が読

い腰を上げさせるというパターンは現状では望めな

み取れる。水の合理的な利用は、｢中華人民共和国水

い。結局、中央が強力な指導力を発揮して地方政府を

法｣

30

の定めによる。

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。

（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

問題提起において述べたように、中国における地方

加し、彼らが出稼ぎ労働者として都市部に大量流入し

企業（郷鎮企業）は経済発展の原動力となっている。

て社会問題となってきた。それが「三農問題」
（農民、

特徴として、規模が小さいことと、農村の安い労働力

農業、農村）である。農村部と都市との収入格差があ

を利用した労働集約型の生産構造となっており、1 人

まりにも大きく開いたため、2004 年に中国中央政府

あたり固定資産額も国有企業に比べて著しく低いこと

より「農民の増収を促進する若干の政策に関する中共

が上げられる。地方企業（郷鎮企業）の発展は、農村

中央・国務院意見」（一号文件）を発表し、農業税率

部の所得を飛躍的に向上させた一方、環境問題も農村

の引き下げや農業特産品税の廃止となった。また、政

部へもたらすこととなった。地方企業（郷鎮企業）は

府財政支出を増やし、食糧の流通体制を改革し、食糧

農村部の管轄にあり、環境保護も農村部が一括して管

を生産する農民への直接補助をおこなうなどの政策が

理を行っていたため、環境汚染への規制が国有企業よ

策定された。しかし、これだけでは、根本的な対策と

り弱かった。それに、地方企業（郷鎮企業）は一般に

は決してならない。奥田進一教授
（拓殖大学政治学部）

規模が小さく、資金力や技術力も国有企業に劣るもの

の言葉を借りれば、中国の「三農問題」の本質は、農

が多いため、十分な環境対策をとる余裕のある企業は

民の収入をいかに増加させるかではなく、農民を重荷

少ない。故に、
地方政府の監督や施策も、地方企業（郷

からいかに解放し、平等な権利を持つ中国の国民にさ

鎮企業）の数が多く、農村部に散在しているといった

せるかということである 35。

ことから、必ずしも十分に行き届いていない。

土地は農民にとって生命線である。国の政策によっ

環境汚染防止政策として、三同時制度と汚染費用徴

てそれを失わせることになるから、当然生活の保障も

収制度は地方企業（郷鎮企業）に対しても原則として

できなくなる。上記で述べた、太湖周辺の農村農地で

適用されるが、地方企業（郷鎮企業）の数が多いこ

観測したデータから分かるように、窒素が作物の施肥

と、分散していること、資金が不足しているなどの原

時期に増加、稲の生長時期には減少していることを、

因で、事前防止の機能を果たしていないことが明らか

農民だけではなく、国と地方人民政府も認識していな

である。たしかに、国家環境保護部と監察部が全国的

いといっても過言ではあるまい。

に検査を行ない、しかも短い期間を区切って、工場閉

水質環境汚染防止法は、農業に関し 2 ヶ条の規定を

鎖という強硬な手段を地方企業（郷鎮企業）に対して

おいている。国が農薬の安全使用に関する標準を定め

用いることが認められ、水質環境汚染防止法も 42 条

、県以上の人民政府農業行政主管部門とその
（47 条）

において、国家産業に適しない小企業に対し、新設を

他の部門が科学的な農薬の使用を指導し、化学肥料と

33

禁じている 。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。

というものである。
農薬の過剰使用を抑制する
（48 条）
中国においては、農薬対策について非常に消極的な

一方、銀行は地方企業（郷鎮企業）への融資を停止

姿勢を示している。上記の条文からは、農薬の過剰な

し、他方、環境対策のための技術改造や「三廃」の総

利用だけを禁じていると読むことができよう。農薬を

合利用、農業生態の環境政策をサポートしているよう

使うことによって、基準値を満たしていても、あるい

に、国家及び地方人民政府が環境保全事業への投資を

は化学的な使用方法にしたがっていても、土壌での残

積極的に進めていくことがこれからの地方企業（郷鎮

留性の程度から見て、土壌汚染が生じ、それによって

企業）への環境汚染防止対策にとって重要な課題であ

汚染される農作物の利用が原因で、人に被害を生じさ

るといえよう。

せることは否定できない。

3. 水質環境汚染防止法における農業に関する汚
染防止

（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

農業集中水域からの地表水による窒素の流出 34 のよ

至っており、公害被害を被った患者の救済は不十分な

うに、農薬を過剰に使うことにより汚染をもたらして

ままである。淮河流域の生態環境破壊の現実を変える

いることが指摘されている。これは、都市を中心に水

ため長年にわたり支援活動を実施してきた霍岱珊氏は

質環境汚染防止対策をしてきた結果、農村における水

現状について「生態災難は、現地でこれまで起こった

質環境汚染が拡大し、それへの対策が遅れていること

いかなる時期の災害をも越えており、戦争、伝染病、

の現れである。以下に 2 点を指摘しておきたい。

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
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夫婦が不妊症となり…児童が先天性の疾病、
知的障害、

国は都市と農村を一本化し、都市と農村の格差を無く

奇形に侵されている。このような村は 100 はある」と

そうとしているが、一方、小都市（郷鎮）・農村部で

述べている。このようなことから上流にある企業がい

環境問題への対策の遅れ、
または資金の不足が原因で、

かに川を汚染してきたかということの深刻さがわかる。

かえって、環境汚染が深刻になっていることがⅢでの

人の生活及び健康に被害を与える恐れがある場合に

分析から判明した。

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

1. 環境管理 36 とその限界

するのみで、専門分野に関する個別法は未制定の状況

日本においても規制的な手法が、今日でも依然とし

にある。被害者の救済のための損害賠償については、

て重要な地位を占めていることでは疑いない 37。通常

数多くの行政規則や司法解釈が出ており、ある程度は

の公害の場合のように、個々の排出を規制するものが

体系化されてきたが、なお、不十分であるといえよう。

主である。また、難分解性の有害物質のように、その

日本の水質汚濁防止法では、
「工場および事業場か

製造・輸入自体を禁止することが必要なものもある。

ら公共用水域に排出される水の排出および地下への浸

しかし、必ずしも緊急の必要はない場合で、かつ解決

透を規制する」ことと「生活排水対策の実施を推進す

に見込まれる莫大な費用をできるだけ低減させる必要

る」ことの 2 つの面から公共用水域及び地下水の水質

がある場合においては、規制的手法はあまり適合的で

汚濁の防止を図っており、また工場及び事業場から排

はない。

出される汚水及び廃液に関して人の健康に係わる被害

中国でも、水質環境汚染防止法において規制的手法

が生じた場合における事業者の損害賠償の責任につい

が中心となっている。水質環境汚染防止法でいえば、

て定め、
被害者の保護を図ることを目的としている
（第

69 条から 90 条にかけて 21 ヶ条が制裁の規定となって

1 条）。健康項目にかかわる排水基準については、事

いる。しかし、このような規制の強化は、特定施設あ

業場の規模を問わずすべての排出者に適用されるが、

るいは指定施設からの汚染排出を入口で抑制し、改善

生活環境項目にかかわる排水基準は、一日の平均的な

命令を出し、
罰則を設ければ効果があると思われるが、

排水の量 50 立方メートル超の工場または事業所を対

水俣病のような水銀中毒の場合は、相当の時間が過ぎ

象として規制を適用している。しかし、中国における

てから、身体に影響を及ぼすことが発覚するため、患

水質環境汚染防止法では、このような、事業者に責任

者のその後の生活保障、治療が問題になろう。

を負わせる規定は存在しない。次世代にも影響するよ

① 1979 年の環境保護法により制度化されてきた三

うな二次被害から救うために、地方人民政府が積極的

同時制度と汚染排出費用徴収制度は、罰則を設けるこ

に資金集めをし、地域住民または NPO を含めた、外

とにより汚染防止を図ろうとし、
現在に至っているが、

国からの民間環境保護組織の救援活動を受け入れるこ

その効果は必ずしも良好とはいえない。その原因のひ

とが期待されよう。

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

Ⅳ . 環境汚染防止の視点からみた
公共性

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

す著しくなってきた。現在の中国にあっては、従来か

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

らの政治、文化、経済、民族、宗教の問題に加え、積

上った 38。

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

極的に環境保全の取り組みを政策段階で検討すること

そのほか、国家環境保護部および地方における環境

が急務になろう。とりわけ、政策決定段階において、

保護行政主管部門は、環境管理・監督を強化するにつ

環境配慮、財とサービスの配分、クリーンエネルギー

れ、人員の拡大を行なっている。これらの人事にかか

と環境保全事業への投資を積極的に受け入れなければ

る費用が、地方の財政には大きな負担となっている。

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

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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おける都市と農村の地域格差

133

わる法的枠組がどの程度確立しているかに左右される

蘇省では、罰則をさらに強化して汚染防止に力を入れ

が同時に法の執行能力、とりわけ、地方人民政府の能

ると表明し、
「江蘇省太湖水質環境汚染防止条例」が

力に依存するところが大きい。中国における環境汚染

施行され、これまで違法な水質汚濁を行った場合は、

のコントロールを法律体系からみると、地方人民政府

最高 10 万元（約 130 万円）の罰金だったのが、100 万

に権限と責任がある。しかし、その地方人民政府には

元（約 1300 万円）に引き上げられた。中国国内で、

環境対策に取り組むインセンティブが乏しいのであ

環境汚染に関する罰金では最高額となった（2008 年 6

39

る。OECD（2007） は、中国における環境政策実施

月 8 日の報道）
。また、環境保護部の周生賢部長は、

に対する最大の障害は地方政府にあり、地方指導者の

2008 年 11 月 13 日、中国環境・発展国際協力委員会の

政治実績目標、
地方財政収入を増大させるための圧力、

年次総会で「今後 3 年間に、中国は各方面から 1 兆元

地方住民に対する乏しい責任感等によって開発が環境

の資金を募り環境保護に当て、環境保護産業は内需拡

に優先されていると指摘している。

大の主力となる」と述べ、環境保全事業の拡大を図

に「三通」（道路、電気、電信）が中国のどこでも整

中国政府はインフラ整備に力をいれ、21 世紀まで

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

備されるよう呼びかけ、実施してきたが、地方財源が

旨を計画しており、目標達成のために政府は積極的な

乏しい地域では、いまだに実現していない。国道、鉄

動きを見せている。

道のような幹線道路が市と市あるいは市と村を結びつ

中国の環境行政と環境政策 40 は、1970 年代終り頃

け、時間の短縮ができ、その経済的な効果がおおいに

からの改革・開放政策と共に本格的に展開されてきた。

評価されている。しかし、道路建設により環境が破壊

社会主義計画経済から社会主義商品経済、社会主義市

され、地域住民の生活安全及び存続基盤が失われてい

場経済への移行による、
社会と政治・経済体制の改革、

ることも事実であり、環境と開発のバランスが今後の

また中国の自然環境、政治制度、経済構造、産業構造、

課題であろう。

エネルギー構造、経済発展段階に応じて、今日までの

地域経済格差を是正することは、中国においては持

中国の特色ある環境行政及び政策システムが形成され

続可能な開発政策の一部を構成しているが、その具体

た。中国の環境政策システムは、行政手段を中心とし

的な内容が環境問題との関連でも問題になっている。

ているが、現在は、法的制度、経済的手段、科学技術

すなわち、西部大開発、東北振興などの地域開発が大

的手段、住民参加などの多元的な環境政策システムが

規模な自然破壊や環境汚染を招くことになると懸念さ

展開され始めている。

れ、また、東部臨海地域の企業を内陸に誘致するため

本稿では、紙幅の制約があるため、触れることがで

の優遇政策をとることにより、企業の拡大が見られ、

きなかったが、日本の環境基本法のなかに定められて

環境汚染を帰結させている。

いるように、国、地方公共団体、事業者、国民が参加

地域振興政策は地域の状況に照らしてとるべきであ

できるような新たな枠組みが中国でも必要であろう。

り、
地方の環境政策も重視すべきであろう。中国では、

環境問題は、水質環境汚染防止に限らず、地域住民あ

「上で政策があれば、下では対策がある」という言葉

るいは周辺住民にかかわる場合が多くなってきてい

がよく聞かれる。これは、国家の政策をそのままに適

る。それら住民の環境利益を守るために、汚染事前防

用し、地域の実情を無視するということである。この

止の段階あるいは訴訟において住民を積極的に位置づ

ような、従来の考え方では、環境汚染への配慮が手遅

けていくことが、中国にとっても急務であるといわな

れとなり、環境破壊が益々拡大していくことになる。

ければならない。

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。
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止を実施する統一管理機関である。各級交通部門は船舶汚染防
止の管理機関である。各級水利管理部門、衛生行政部門、地質
鉱産部門、市政管理部門、重要河川水源保護機構は自らの責務
において、環境保護行政主管部門と協力し合いながら水質環境
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
註

いる。

1 1998 年 3 月中国環境保護局が中国環境保護総局に拡充され、

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

2008 年 3 月 27 日をもって、環境汚染の抑制、環境保護強化のた

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

政府における環境保護行政主管部門が期間付き改善命令を行い、

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

排出汚染費の 2 倍〜5 倍の罰金を科す。改善命令に付された期

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、

間中、環境保護行政主管部門が生産、排出を制限し、生産の中

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

止を命じ、改善を行う。改善の期間は 1 年を超えてはならない。

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、

その期間に改善が完成できなかった場合、権限ある各級人民政

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

府の批准をうけ、生産停止を命じる。

32 読売新聞中国環境問題取材班『中国環境報告書―苦悩する大地
は甦るのか』日中出版、1999 年、144 頁。

33 郷鎮工業において特に汚染が深刻で水質環境汚染防止に重点が

えば、省、直轄市、自治区の人民政府）が上級の行政機関（国

置かれている産業は、製紙、染色、メッキ、化学、製革、でんぷん、

務院）に申請し、許可を得ることである。その権限が上級の行

醸造、製糖、コークス、硫黄、金属精錬、水銀、金、石炭洗選、

政庁（各級人民政府）に与えられている。一方、申請を前提と

選鉱、セメント、レンガ、陶磁器に関する 18 の産業である（
『1995

しない、直接的な批准もある。

年中国環境年鑑』
）
。

15 水の総称のことであり、地表水の重要な一部をなしている。相

34 中国太湖地域の農業集水域からの地表水による窒素の流出事件

対的に安定した陸地を境界線にした天然水域のことである。河

を要約すると、江蘇省宜興市梅林集水域からの地表水移動にと

川、湖、海、氷河、積雪、ダム、池等を含み、地下水と大気中

もなう窒素流出量は、域内施肥窒素量の 8.5％にあたる 20.3kg

の蒸気も含まれている。

16 旧水質環境汚染防止法は、①総則、②水質環境質量標準と汚染

ha-1 y-1 であり、主要作物の施肥時期に増大するが、水稲生育
の旺盛な 7 〜9 月に減少する。野菜畑・畑地では表面流去窒素

物質排出標準の制定、③水質環境汚染防止の管理監督、④地表

量および土壌侵食量が大きい（国際農林水産業研究センター・

水汚染防止、地下水汚染防止、⑥法的責任、⑦附則から成って

生産環境部）
。

いた。

35 奥田進一「土地法制から見る農村改革と都市化」『中国環境ハ

17 ｢中国 21 世紀議程｣ 参照。

ンドブック 2007-2008』 中国環境問題研究会、蒼々社、2007 年、

18 片岡直樹 ｢中国における環境法の展開｣『環境研究』150 号、

104 〜122 頁。

2008 年、5 〜17 頁。

36 中国の環境管理政策体系は、主に以下の 8 つの制度によって構

『環境法学』 北京大学出版社、
19 徐祥民主
2005 年 9 月、
237 〜242 頁。

成されている。すなわち、
①三同時制度、
②環境アセスメント制度、

（翻訳・編集／愛玉）
20 ｢新華社｣ 2008 年 2 月 16 日報道。

③汚染物排出費用徴収制度、④環境保護目標責任制度、⑤都市

21 1973 年に国務院から通達された「環境保護と改善に関する若干

環境総合整備の定量審査制度、⑥汚染物排出登録・許可証制度、

の規定」の中で、いわゆる建設事業においても水質環境汚染の

⑦汚染源集中制御・改善制度、⑧期限付汚染源改善制度がある。

防止及び管理のための施設が本体工事と同時に設計され、施工

37 大塚直『環境法』有斐閣、2002 年、68 頁。

され、操業されると規定されている。

38 『2006 年中国環境状況年報』

（中国法叢書 6） 三聯書店、
22 金瑞林＝林峰＝趙宇紅『中国環境法』

1998 年、105 頁。
23 『中国環境年鑑 1995 年』
24 李志東『中国の環境保護システム』東洋経済新聞社、1999 年、
102 頁。

39 植田和弘「大気汚染政策の到達点と課題」 山本裕美＝森晶久
＝植田和弘 『中国の環境政策』 京都大学学術出版社、2008 年、

37 頁。
40 中国の環境政策は、基本的に管理型の政策であり、その管理
手段として、①法律によって、環境を保護、管理し、国家と地

25 竹歳・前掲注（5）70 頁。

方の法律、条例、基準を作成し、直接的な規制手段を利用す

26 汚染課徴金の算出方法については、基本的には、｢徴収額＝単

る。②環境管理行政組織によって、行政管理、監督を強化する。

価×基準超過汚染排出総量｣ であり、基準超過排出総量は （
｢ 月
間）汚水排出量×当該汚染物質の基準超過割合｣、例えば、汚
水排出量が月 6 トンで COD 濃度が基準の 1.5 倍であった場合、
基準超過排出総量＝ 60000 ×（1.5 − 1）＝ 30000 となる。

27 中国環境問題研究会 『中国環境ハンドブック 2005-2006』
蒼々社、2004 年、239 頁。

28 竹歳・前掲注（5）37 頁参照。
29 金ほか・前掲注（22）45 頁。
30 中華人民共和国水法（2002 年 8 月 29 日、第九回全国人民代表大
会常務委員会第 29 回会議承認、2002 年 10 月 1 日より施行）第 1
条は、水資源の合理的な開発、利用、節約、保護のため、水害防止、
または水資源の持続可能な利用を実現させるため、国民経済と
社会の発展における需要に合わせ、本法を定めるとしている。

31 水質環境汚染防止法 74 条：水質環境汚染物質の排出が国家及
び地方の水質環境汚染物質排出標準を超えた場合、また重点水
質環境汚染物質排出総量標準を超えた場合、県以上の地方人民
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③外国の環境管理制度を導入する、という点に特色がある。
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Afﬁrmative Actionと
能力主義
茂木

洋平

は平等に反する、と能力の観点から批判される。

Ⅰ . はじめに

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

Affirmative 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

い能力が要求され、能力の観点からの批判が特に強い 9。

関するアメリカの判例・学説を考察することを通じて、

関心は主として指導的な地位における AA に向けられ

日本国憲法上、いかなる理論から AA と能力主義が矛

ているように思われる 10。日本で AA を導入・実施し

盾しないとするのかについて明らかにすることにあ

ていくのには、能力の観点からの批判にどのように答

3

る 。

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

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

AA の一つの性質として、既存の評価基準の下では

れのみで AA が憲法上許容されるか否かについて判断

地位を得られない者が多いグループに属する者に対

することはできない 11。しかし、それは、AA の可否

し、既存の評価基準において高い評価が得られない原

を判断する際し、重要な判断要素であることに間違い

因だと考えられている人種や性別といった特性を考慮

はなく、AA と能力主義の関係について考察すること

して地位を与える、ということが挙げられる。AA は、

は有益である。この点、AA が古くから裁判の場で問

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

題となってきたアメリカでは、判例・学説において、

の対象者は能力が低いということが含意されている、

論的蓄積が見られる。アメリカの議論を考察すること

4

AA と能力の観点からの批判との関係につき多くの理

とされる 。故に、AA には、既存の基準において評

は、日本において、能力の観点からの AA に対する批

価の劣る者が評価の高い者に優先して地位を得るとい

判にどのように答えるのかを考えるにあたり、多くの

うことが多くの場合に含意されることになる 5。

視点を提示すると考えるため、アメリカの議論を考察

そのため、
「AA は能力不足の者（unqualified）や能

する。

6

力の劣る者（less qualified）の採用を導くだろう」 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

Ⅱ . 能力の観点からの Afﬁrmative
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。

人は自身の能力を信頼して、自己実現をすることはで

第一に、効用との関係である。AA により地位を与

きない。AA はその対象者を能力のない者だとみなす

えられるのは黒人をはじめとする人種的マイノリティ

ことになり、能力のある者が地位を獲得できないこと

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

リカ連邦最高裁の判例においても、AA は、地位の役

位の役割を果たすのに］十分な能力のある白人男性

割を果たすことができる者に地位を与えるのでなけれ

に、地位［の役割を］果たすのには不十分な能力しか

ば、正当とはされていない。この例として、Johnson

ないだろう者を取って替わらせることは、大きく効用

判 決 Brennan 裁 判 官 法 廷 意 見（Marshall, Blackmun,

を減じることになり、それ故、すべての者に損害を被
12
と述べる。この点、社会効用論
らせることになる」

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

の観点から AA を正当化する Robert K. Fullinwinder も、

合が顕著に少ない伝統的に差別が存在する職種に関し、

適切な AA とは少なくとも地位の役割を最低限果たす

採用および昇進に際して、マイノリティであるという

ことができる者に地位を与えるものだとしている 13。

特性を考慮することを認めていた。そのため、昇進に

第二に、AA が地位の役割を果たすことができない

際し、男性である Johnson は女性である Joyce よりも

者に地位を与えると AA の受益者自身が害悪を受ける、

面接試験で高い点数を獲得したが、昇進を拒否され、

という理由である。この点につき、Rosenfeld は以下

Joyce が昇進した。Johnson は当該昇進施策が市民権

のように述べる。
「黒人にとっての［その地位の］価

法第七編に違反するとして提訴した。

値は、その地位を首尾よくこなす能力があるかどうか

Brennan 裁判官法廷意見は、問題となった職種では

に依るだろう。そのような能力があれば、その地位は、

最も能力の高い者を選抜するのは困難であり、当該職

その者の物理的な必要性と同様に、自尊と職業上の満

種をこなす能力があると判断された者のいずれを昇進

足感に対するその者の考えに十分に貢献するだろう。

させるのかは人事担当者に認められている旨を判示し

しかし、
［地位の役割を果たす］十分な能力がなけれ

「『能
ている 18。これに対し、Scalia 裁判官反対意見は、

ば、その地位は、不快、不安、
［自身の］能力のなさ

力の差を考慮に入れることにより』本法廷が意味する

を感じさせる。故に、地位を与えないことは、その者

ことは、志願者の競争能力が常に考慮されるというこ

の資格によっては、その者の人生計画の追求に消極的

とではなく、当該職種［の役割を果たす］最低限の能

な影響を持つかもしれないし、そうでないかもしれな

力さえない者を除くにすぎない」19 のであり、「使用者

14

が『能力を考慮に入れる』のを要求することは、志願

い。
」

修正一四条における平等保護の一つの意味は、ステ
15

者の競争能力が常に考慮されるだろうということでは

ィグマによる害悪を生じさせないことである 。ステ

なく、人種や性別のみを理由に、他の志願者に優先し

ィグマによる害悪は、あるグループに属する者の数が

て選抜される志願者に全く無能力の者はいない、と

ある分野で著しく少ないときに生じる。故に、スティ

20
と批判する。これ
いうことを保証するにすぎない」

グマの害悪の発生を防止するには、過小代表のグルー

に対し、Brennan 裁判官法廷意見は、Johnson と Joyce

プに属する者を AA の対象とし、地位を与える必要が

の間に能力差があるとしてもそれは最小限のものであ

ある。しかし、AA の受益者が自らに与えられた地位

り、最低限の能力さえない者を昇進の対象から除くに

の役割を十分に果たすことができなければ、自らに対

すぎないとする Scalia 裁判官の批判は誤りだとする 21。

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

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

ことができない者に地位を与えることはスティグマの

位を与えられたのは有能な者であったとしている。

害悪を生じさせることになり、それ故、平等保護に反

Scalia 裁判官反対意見は法廷意見を批判するが、法廷

していると言える。

意見が地位の役割を果たすことができる者への地位の

AA の対象者の中でも、AA がなくとも地位を得る

付与は保証していることを認めている。

ことができる者は存在する。AA はこのような者にも

次に Grutter 判決を参照する 22。Michigan 大学ロー・

害悪をもたらす。AA が実施されている場合、AA の

スクールは、人種を一要素として考慮する入学選抜施

対象者の中で地位を得た者が、AA がなくとも既存の

策を実施していた。そのため、自身よりも試験の点数

選抜基準の下で地位を得ることができたのかどうか、

の低いマイノリティ人種に入学が許可されたため、白

16

選別するのは困難である 。このことから、AA の対

人である Grutter は当該入学選抜施策が修正一四条に

象者の中で地位を得た者は、たとえ既存の選抜基準の

反するとして提訴した。

下で地位を獲得できる評価を得ていても、地位を獲得

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

できる評価を得ていない、とみなされることになる。

を審査する際、入学選抜の担当者は、志願者の学部評
以上のように、AA は地位の役割を果たすことがで

定平均（GPA）とロー・スクール適性試験（LSAT）

きる者に地位を与える施策でなければならない。アメ

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

一人であることはめったにない、ということは人事管

全ではないにしても）重要だからである。当該施策は

理の標準的な見解である。効果的な人事制度は、自身

『我々が、志願者が深刻な学業上の問題なく卒業する

の選抜を推奨する様々な特性を有するだろう、何人か

だろう、と思わない限り、入学を許可される志願者は

の十分に能力のある志願者を人事担当者の前にもたら

いない』ということを強調する。」

すだろう。特に、職業が特異なものでなく、特有の職

そして、O'Connor 裁判官法廷意見は、当該ロー・

業経験や教育歴を必要とせず、何人かの十分に能力の

スクールの目的が、非常に学力があり、広く多様であ

ある志願者が手に入れることができる職業経験や教育

24

るクラスを構成することであり 、ロー・スクールに

歴を必要とする、通常の技術職である場合、どの志願

より入学を許可された過小代表のマイノリティ・グル

者が『最も能力』があるのかについての最終的な判断

ープ出身の学生は有能な者と考えられていた、とす

は、せいぜいのところ主観的なものである。
」28

る 25。

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

以上のように、最高裁は、地位の役割を果たすこ

るという前提自体に疑義がある、としている。この見

とができる者に地位を与えるのでなければ AA を正

解において、AA は「能力の劣る者を優遇する措置で

当だとはしない。しかし、AA が地位の役割を果たす

ある、とする議論が形式的には成立しつつも、その内

ことができる者に地位を与えるとしても、AA により

29
と言
実が相対化されている姿をみることができる」

地位を獲得した者よりも既存の評価基準において高

える。ただし、Brennan 裁判官法廷意見は Johnson 判

い評価を得ながらも地位を獲得できなかった者がい

決で問題となった職種を特別な経験や知識を必要とし

る。Louis P. Pojman は「伝統的に、我々は、社会に

「伝統的に、
我々
ないものとして捉えている。Pojman は

おける高い地位は最も能力のある者に与えられるべ

は、社会における高い地位は最も能力のある者に与え

き、と考えている」26 と指摘する。こうした考えに基

られるべき、と考えている」としており、仮に特別な

づいて AA を厳しく批判する見解として、Johnson 判

知識や経験を必要とする地位が問題とされていた場合

決 Scalia 裁判官反対意見が挙げられる。

でも、Brennan 裁判官が上記の見解を採るのかは分か

Scalia 裁判官反対意見は「一度、昇進を決定する者
（最低
が自身の前にいるすべての志願者が『M.Q's』

らない。

限の能力のある者）であることに納得すると、複数い
る者がいるだろうに、その次には、本件で人事担当

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

者がそうしたように、AA の『目標』が達成されるま

前章で見たように、Johnson 判決 Scalia 裁判官反対

で、人種や性別のみを理由に母集団からの任命を行う

意見による能力の観点からの批判は非常に厳しいもの

ことができる」27 と判示する。この「複数いる最低限

である。
「社会における高い地位は最も能力のある者

の能力のある志願者よりもいくらか能力のある者がい

に与えられるべき」との考えを採る限り、AA は能力

る最低限の能力のある志願者よりもいくらか能力のあ

るだろうに」という部分が示すように、Scalia 裁判官

主義と調和することはないのだろうか。しかし、後述

反対意見は、地位を得るのはより能力のある者でなけ

するように能力の捉え方は多様であり、
「社会におけ

ればならないとする。実際には、面接試験で 70 点以

る高い地位は最も能力のある者に与えられるべき」と

上獲得した者が当該職種の適格者とされ、Johnson と

いう考え方を採ったとしても、AA を能力主義と調和

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

させることは可能である。

て最も評価の高い者が地位を獲得するべきと考えてい

においてどのようなものとして捉えられたのかを見て

るように思われる。この考えを採ると、タイ・ブレ

みる。

ーカーという手段を採る AA は正当化の余地があるが、

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

それ以外の AA の正当化は事実上不可能となる。事実、

この点を論じるにあたり、まず、能力が連邦最高裁

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

認め、その際に、同法廷意見の前述の部分を参照す

判官反対意見は次の事実を無視してしまっていると批

格者とみなされ、Johnson と Joyce がそれぞれ 75 点と

判する。
「ある職業にとって、『最も能力のある』者が

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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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

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

述べる 35。職務の効用とは個人の技術だけでなく、他

何らかの役に立つという記述はなく、同意見は、既存

者との関係を含んでいる。例えば、警察を例に挙げる

の基準に基づいて地位の役割を果たすことができるの

と、すべての職員が白人で構成される警察組織よりも、

かについて判断している。同判決 Scalia 裁判官反対意

多様な人種から構成される警察組織のほうが共同体に

見は、Brennan 裁判官法廷意見を批判する際、Joyce

おける問題をうまく処理する場合がある 36。

の面接試験での点数が低いことを問題とする。

Fullinwinder は職業に関する能力について次の旨を

次に Arthur の見解を考察する。Arthur は、Bakke 判

以上のように、Johnson 判決では、能力は既存の

決を例に挙げ、この問題について述べる。California

基準における評価として理解された。このことから、

大学 Davis 校メディカル・スクールの 100 の定員枠の

Scalia 裁判官反対意見を基礎づける理由とは、既存の

うち 16 がマイノリティに留保されたため、Bakke は

基準において最も能力の優れた者が最も首尾よく地位

特別枠で入学を許可されたマイノリティよりも試験の

の役割を果たすことができる、というものだと思われ

成績が高いが入学を拒否された。当該 AA には様々な

る。

目的があり、より公正な機会を確保し差別を補償する

この点につき、Pojman は「能力に基づいて地位を

としても、
「
［公正な機会の確保と差別の補償という］

与えることには自明の十分な理由があり、我々の社会

要求は、Bakke が人種ではなく能力に基づいて判断さ

実践において重要な推測であるべきである」とするが、

れねばならない、という権利によって覆される」との

「能力は絶対的な価値ではな」く、「社会的な目標を理

主張がなされると Arthur は指摘する 37。このような主

由に［能力に基づく評価］が覆されることがある」と

張は「如何にして『能力』を理解するのかについて不

31

示す 。そして、Pojman は「一般的に言って、我々

一致が存在しえないということ、試験の点数、面接試

は、最良の地位を得るために最高の能力を欲する」と

験の成績、居住している州は能力であるが、マイノリ

しながらも、
「優秀さよりも『［地位の役割の］十分な

ティであることは能力ではないということを想定して

32

遂行』が求められる職業が数多く存在する」とする 。

いる」とする 38。この想定は「賢く、勤勉である者が

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、

社会をよくする」という考えから成立しており、そう

地位の役割を果たすのに関連すると考えられてきた既

リストに属する」とする 39。その上で、Arthur は「Bakke

であれば「人種もまた［社会をよりよくする要素の］

存の基準における評価だと思われる。Pojman が主張

は自身の能力に基づいて判断されたのであるが、彼は

するように、既存の基準において評価の高い者が、与

自らが白人医師としてなすことのできる社会への貢献

えられた地位の役割を最も首尾よくこなすとは限らな

よりも、さらなる貢献ができるだろう重要な要素 〜

い。このような議論につき、Fullinwinder と Arthur が

40
と述べる。そして、
黒人であること〜 を欠いている」

論じている。

「能力に基づいて判断される権利が存在したとしても、

Fullinwinder は、個人の有する様々な要素が地位の

Bakke は公正な理由から競争に敗れたと論じることが

役割を首尾よくこなすのに役立つとし、簿記を例に以

できる」のであり、
「
［試験と成績以外の］他の基準が

33

下のように説明する 。使用者が簿記を必要とすると

重要な社会目的の達成を助けるとき、Bakke は試験と

き、確実にその能力となるのは計算能力であり、簿記

成績のみを能力として考慮させる権利を持たない」と

は少なくともそれをこなすことが要求される。そして、

結論づける 41。

計算に加えた能力を有することが望ましく、几帳面さ、

以 上 の よ う に、Fullinwinder と Arthur は、 人 種 や

正直さ、信頼等々の特性は、簿記の業務遂行に貢献す

性別を含む個人のあらゆる特性が地位の役割を首尾

るものは何であっても、この職業の能力として使用者

よく果たすのに役立つのであり、それらの特性を能

により考慮されうる。

力として捉えることで、AA は能力の劣る者に地位

簿記の例を示した後、Fullinwinder は「実際には、

を与えるという批判の回避を試みた。Rosenfeld は、

個人のあらゆる特性は、職務遂行に関連するものとな

Fullinwinder の議論を、既存の基準における評価に徹

りうる」のであり、
「理論上、個人のあらゆる面を就

底的に基づいて地位を与えるよりも、人種を考慮して

業能力として考慮することに異論はないだろう」と示

地位を与えるほうが効用をもたらすということを前提

34

す 。このように、Fullinwinder は能力を既存の基準

としている、とする 42。個々の事例において、このよ

による評価に限定せず、地位の役割を促進する特性を

うな想定が正しいのかは議論の分かれるところだが、

能力として捉えている。上記のように、Johnson 判決

両者の見解は、その想定が正しければ人種や性別とい

Scalia 裁判官反対意見は人種や性別の考慮を批判する

った特性も地位の役割の遂行に役立つものとして、既

が、それらの特性は能力として考えられるのだろうか。

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。

この点、
「我々は達成
（achievement）
Kenneth L. Karstは、

最高裁においてもこうした見解が採られている。

に報奨」を与えるとし、それは「努力に報いることが公

Grutter 判決 O'Connor 裁判官法廷意見は、人種的マイ

正であると考える」からだとするが、そうした理由が全

ノリティの入学がロー・スクールや社会全体に利益を

「社会が努力によ
てではないとする 49。Karst によれば、

43

もたらすことを認める 。しかし、AA により入学を

って生じるものを必要とすることから、達成は認められ

許可された者が有能であると認めるに際し、当該ロー・

て」おり、
「達成に褒賞を与えるということは、ただ努力

スクールが GPA や LSAT といった学力的要素を十分

に報いるのではない」のである 50。そして、Karst は「不

に考慮していることを重視している。O'Connor 裁判

意に分配され、
［努力の結果として］得たのではない、生

官法廷意見は、Bakke 判決の Powell 裁判官意見に依

51
と述べる。
来的な才能にも報いる」

拠している。Powell 裁判官は、入学選抜の際に志願

この見解に対しては、地位を得ようとする者の期待

者の人種を考慮することを認めるが、それはあくまで

に反すると批判されるだろう。例えば、ロー・スクー

プラス要因としてであり、決定的な要素であってはな

ルでは人種や性別といった要素は考慮せず、主として

らないとする 44。そして、O'Connor 裁判官法廷意見

LSAT と GPA を考慮することで入学選抜を行ってきた

は Bakke 判決 Powell 裁判官意見のこうした見解を踏

のであり、志願者は既存の基準により評価されること

45

襲している 。

を期待しているからである。

人種や性別といった特性を既存の基準とともに評価

これに対し、Leslie Pickering Francis は伝統的に用

対象として捉えても、あくまでも既存の基準が重視さ

いられてきた評価基準が学習能力を評価するのに最良

46

れる 。Johnson 判決 Brennan 裁判官法廷意見におい

の基準であるのかについて疑問視し、様々な能力が

ても、この考えが採られている。先述のように、同法

様々な目的に関連するとして、人種や性別がそれらの

廷意見は、Johnson と Joyce の能力差が最小限である

能力と密接に関連している可能性があるとし、評価を

ことを示す際に、面接試験での両者の点数差がわずか

する機関に人種や性別を考慮させることはそれに関連

であることを示す同法廷意見の部分を参照している。

する能力を考慮に入れる唯一の手段である旨を述べ

そして、同法廷意見は、問題となった施策は有能な志

る 52。このように人種や性別が学習能力を評価する要

願者を評価する際に AA が考慮されることを認めてい

素となりうることを述べた上で、Francis は、伝統的

47

るにすぎない、としている 。そして、Joyce の性別は、

な評価基準が目的に関連する唯一の評価基準である場

昇進を判断する際に考慮した数ある要素のうちの一つ

合にのみ、志願者は伝統的な評価基準に従って判断さ

にすぎないと判示し、それに続いて、人種という要素

「功績に基づく
れる資格がある、とする 53。そして、

があくまでもプラス要因として考慮されるべきとする

主張は、伝統的に能力があるとされる志願者が伝統的

48

Bakke 判決 Powell 裁判官意見を引用している 。AA

な基準により判断されるとする権利を確立しない」の

と最も高い能力の者が地位を得るべきとの考えを調和

であり、
「伝統的に能力があるとされる志願者の期待は、

させるには、AA により地位を得た者と AA により地

研究機関が伝統的基準を続けるという約束に基づいて

位を得られなかった者の既存の基準における差がわず

いるため、正当だということはできない」と述べる 54。

かなものである必要がある。

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

人種や性別を既存の評価基準とともに考慮する見解

べての志願者に公正に適用される、合理的な信頼しう

に対しては、評価の対象はあくまでも試験の点数や成

る手段によって能力が審査されるべき」ということが

績といった客観的に測ることのできるものに限られる

含意されている、とされる 55。人種や性別を評価の対

べきと批判される。この批判は、地位は本人の努力に

象として捉えることがこれに該当するのかは非常に議

応じて与えられるべき、との考えに基づく。例えば、

論のある問題である。しかし、人種や性別を評価の対

ロー・スクールに入学するには LSAT と GPA で高い

象として捉える見解は、AA により地位を得た者と得

点を獲得することが必要であり、志願者はそれの獲得

られなかった者との既存の基準における評価の差がわ

に向けて努力する。そして、志願者は自らの努力に応

ずかであれば、
「社会における高い地位は最も能力の

じて高い評価を獲得することができる。これに対し、

ある者に与えられるべき」という見解と AA は矛盾し

ロー・スクールが、人種的マイノリティや女性の法律

ない、という視点を与える 56。

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。
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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

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

とで、AA に対する能力の観点からの批判を回避する

大学ロー・スクールに志願したが、入学を拒否された。

試みを考察した。この点、中林暁生准教授が指摘する

当該ロー・スクールが人種的マイノリティを積極的に

ように、
「有用な活動を遂行することを示すものがメ

取扱う入学選抜施策を採用していたため、DeFunis よ

リットであるとすれば、限定的な局面においてではあ

りも試験の成績の低いマイノリティが入学を許可され

るにせよ、メリットを重視することと、アファーマテ

た。DeFunis は当該入学選抜施策が修正一四条に違反

ィヴ・アクションとが調和することを、示している」

するとし、当該ロー・スクールへの入学を求めて提訴

のであり、「その限りにおいて、アファーマティヴ・

した。DeFunis は、その後、大学側により入学が認め

アクションはメリットに基づいていない、とする議論

られた。裁判の係争中、彼は既に卒業を迎える学年と

を相対化させることが可能となる」57 と考えられる。

なっており、大学側も裁判の結果がどのようなもので

しかし、人種や性別を評価対象として捉えることに

あっても彼の卒業を認めるとしていたので、最高裁は

は重大な欠点があり、この試みをなした Fullinwinder

訴えの利益なしと判断した。これに対し、Douglas 裁

自身もそれを認める。ある職業の採用に際して人種や

判官反対意見は当該事案には重要な問題があり、訴え

性別を評価の対象として捉える場合、職務の円滑な遂

の利益なしではないとした。

行を行うために、また組織の利益を増大させるのに組

Douglas 裁判官反対意見は、「［DeFunis の］人種が

織内の黒人や女性の数を増やすことが必要だと考えら

何であろうとも、彼は人種中立的な方法において、そ

『組織の必要性』
れているのだが、Fullinwinder は「

の個人のメリット（Merit）に基づいて、自身の志願

といった要素は、就業能力としての人種や性別の使用

を考慮される憲法上の権利を持つ」とする 62。しか

を正当化できるとしても、そのとき、組織の必要性が

し、
「
［法学で成功する］可能性が確実であると予測で

黒人や女性の採用を常に支持するだろうという保障は

「平
きる有用なテストは一般的に存在しない」63 とし、

ない、
ということを我々は指摘すべきである」とし、
「職

等保護条項は、当該ロー・スクールが入学選抜の唯一

務遂行の必要性や組織の必要性が黒人であることを能

の基準として LSAT と GPA に基づく定式を採用する

力にするが、決して不利益とすることはない、という

という要求を定めていない」として人種の考慮を認め

ことはありえない」と述べる 58。

る 64。そして、Douglas 裁判官反対意見は「志願者が

人種や性別を評価の対象として捉えることは、能

過去に打ち勝ってきた障害を考慮して志願者の過去の

力の観点からの AA に対する批判を回避する代わりに、

業績を評価することも、ロー・スクールに対して、禁

マイノリティに不利に作用する可能性があることも否

じていない」65 と判示し、また、有能な法律家になる

定できない。例えば、Grutter 判決では、マイノリテ

ための真の潜在能力の評価を試みる際、
「一つの要素

ィ人種出身者がロー・スクールと社会に効用をもたら

として、
［マイノリティの］歩みを妨げた人種差別に

すという理由から、マイノリティ人種であることが入

照らして、個人が過去に達成したことを考慮すること

学選抜の際にプラスに作用したが、当該判決におけ

66
と判示している。
に対する禁止はない」

る AA の受益者は「思いがけない受益者」59 にすぎず、

以上のように、Douglas 裁判官反対意見は、人種を

非マイノリティ人種出身者がロー・スクールや社会に

能力として捉える際に、過去の差別を意識している。

効用をもたらすと判断されれば、人種を理由に不利益

非マイノリティは自身の有する特性が差別の対象とな

を被ることにもなる。つまり、人種や性別を評価の対

ったことはなく、過去の差別の影響を受けていない。

象として捉えることには、マイノリティに不利益を与

故に、過去に差別がなければマイノリティ・グループ

える可能性が理論上含まれている。そして、これこそ

に属する者は既存の基準においてさらに高い評価を得

が人種や性別を評価の対象として捉えることの最大の

ていたと想定し、当該分野で成功する潜在能力を有し

60

欠点であるとされる 。
能力の観点からの AA に対する批判を回避するため

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

には、このような理論的な問題点を受容せねばならな

できる 67。Douglas 裁判官が対象としたのは人種だが、

いのだろうか。もっとも、Fullinwinder はこの欠点を

この見解は性別にも適用できる。

認めながらも、社会効用論に基づいて人種や性別を能

人種的マイノリティに関して言うと、AA の対象と

力として捉えて AA を正当化することが、AA により

なるグループが被差別グループなのか、という問題が

不利益を受ける者を最も納得させることになる、とす

ある。Bakke 判決 Marshall 裁判官意見が「黒人の経験

Afﬁ rmative Action と
能力主義
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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

すべてが他の者から劣等だとみなされることになる。

68
と示すように、黒人の経験は特別
く種類が異なる」

AA の対象となったグループには、AA がなくとも既

視されている。他のマイノリティには奴隷制といった

存の基準の下で地位を獲得できた者もおり、そのよう

歴史がなく、特に近年移民してきたマイノリティには、

な者までも地位の役割を果たすことができない者だと

現存する不利な状況を過去の差別によって説明するの

みなされることにもなる。日本国憲法における平等の

は難しい。また、黒人についても、奴隷制を経験した

意味の一つは、各人が劣等だとみなされないことにあ

者の子孫とそれ以外の者の間には学力差があり、上位

り 72、地位の役割を果たすことができない者に地位を

の大学に入学を許可される大部分の黒人が後者により

与えることは平等に反すると言える。

占められている、ということを示す研究成果があるよ
69

実際に、法律上の AA の規定において、AA は地位

うに 、黒人であっても指導的な地位に就こうとする

の役割を果たすことができない者に地位を与えるもの

者は過去の差別の影響を受けているのかについて疑問

ではないとされている。1997 年の改正に際し男女雇

視される。また、これは人種的マイノリティと女性の

用機会均等法には、AA を許容する趣旨の規定が盛り

双方に言えることだが、指導的な地位に就こうとする

込まれた 73。均等法指針には、AA は採用・配置・昇

者は経済・教育的に不利な状況にはなく、過去の差別

進等において基準を満たす者の中から男性より女性を

の影響をあまり受けていないという批判がなされると

優先することだとする旨が示されている。この点、浅

指摘される 70。

倉むつ子教授は AA とは「［基準に］合格した男女の

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

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、

ていた、と考えるのは困難となる場合が多い。だが、

この法律及び人事院規則の定めるところにより、その

ある分野において女性や人種的マイノリティの数が著

者の受験成績又はその他の能力の実証に基づいて、こ

しく少なければ、彼らは動機づけの点で不利益を被る

れを行う」と規定し、任用における能力主義を明確に

ことになり、その地位の獲得に志願した者はそれを克

示している。国家公務員の採用における AA の実施の

服したと考えられ、そうした意味で能力を有すると考

可能性について、稲葉馨教授は、国家公務員の採用は

えることができる。また、ある分野であるグループの

試験に合格した者から選抜されるため、試験に合格し

者が著しく少ないとスティグマの害悪を生じさせるこ

た女性を積極的に採用することは能力主義に反しない

とにもなり 71、将来的に差別を発生させることにもな

としている 75。

る。過小代表のグループが過去に差別を受けてきたと

以上のように、既存の基準においてある程度の評価

証明することが困難であっても、彼らに地位を与える

を得ている者に地位を与えることで、地位の役割を果

ことは将来における差別を防止することになり、そう

たすことができない者に地位を与えるという AA に対

した意味で人種や性別を評価対象とすることもできる。

する批判は回避することができる。だが、AA が「合

以上のように、人種や性別を評価対象として捉える

格した男女のうち女性を優先的に採用する取扱」であ

際、過去や将来の差別を意識することで、非マイノリ

る以上、AA は既存の基準において評価の劣る者に地

ティであることを評価の対象として捉えマイノリティ

位を与えることになる。故に、特に指導的な地位に関

が不利益を被る、という懸念はなくなる。

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

Ⅴ . 日本国憲法と能力主義

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

アメリカでの AA と能力主義についての議論を参考

することになる。この主張は、地位の獲得に志願した

に、日本国憲法における AA と能力主義の関係につい

者は既存の基準により審査される権利を有すると言い

て、若干考察する。

換えることもできよう。果たして、このような権利は

AA は、地位の役割を果たす能力がない者に地位を

日本国憲法上存在するのだろうか。

与えるものであってはならない。地位の役割を果たす

アメリカの議論で見てきたように、個々人の有する

ことができない者に地位を与えると、AA により地位

様々な特性が能力となりうる。AA により地位を獲得

を与えられた者の自尊心を害することになる。そして、

できなかった者の主張は、自身に有利な基準に限定さ

地位の役割を果たすことができない者が地位を獲得す

れた審査を評価者に要求するものでもある。絶対的で

ることで、AA の対象となったグループに属する者の

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

リティに対して将来において差別が発生するとは考え

評価を得る者が評価者に対して自身に有利な基準のみ

られない。これらの特性を評価対象として捉える場合

に基づいて審査をさせる権利はないだろう。

には、差別を意識する必要がある。

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

Ⅵ . おわりに

の保障する平等は、各人が生来の特性により差別され
以上、本稿では、能力の観点からの AA に対する批

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

判を回避する理論的方法を考察し、それを用いる際の

の基準が地位の役割を果たすのに十分な水準に達して

注意点を指摘した。能力の観点からの AA に対する批

いる者について、これらの特性により評価をするのか

判に回答する方法には様々あり、本稿はそのうちの一

否かということである。日本国憲法一四条は絶対的平

つを提示したにすぎない。AA と能力主義の関係のさ

等ではなく相対的平等を意味し、同条一項の後段列挙

らなる検討については、機会を改めて行いたい。

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

註

たまいかなるグループのメンバーかという自然的、社

1 日本ではポジティブ・アクションという語を用いるのが一般的

会的偶然によって、その人の人生のあり方が左右され

だが、本稿はアメリカの議論を参考にするため、AA という語を

76

用いる。AA に関する問題点全般を知ることができる代表的な

ることのない公正な人権保障体系を希求するもの」

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

文献として、以下を参照。横田耕一「平等原理の現代的展開 〜
『現代国家と憲法の原理 小林
Affirmative Action の場合〜 」
直樹先生還暦記念』
（有斐閣、1983）643 頁；西村裕三「アメリ

として考慮されることは許されない。各人は、指導的

カにおけるアファーマティヴ・アクションをめぐる法的諸問題」

な地位において、性別といった特性が考慮される場合

大阪府立大学経済研究業書 66 冊（1987）
；伊藤正巳「アファー

には、それらが地位の獲得を左右する程に絶対的なも

マティブ･アクション」日本学士院紀要 48 巻 2 号 83 頁（1994）
；

のとして考慮されない権利を持つ、と言えるだろう。

有澤知子「合衆国におけるアファーマティブ･アクションについ

以上のように、指導的な地位においても、地位の獲

ての議論」法学新報 108 巻 3 号 483 頁（2001）
；君塚正臣「欧米

得を左右するほど絶対的なものとならなければ、性別

各国における積極的差別是正とその示唆するもの」関西大学法

といった特性を能力として考慮することは日本国憲法

学論集 51 巻 4 号 58 頁（2001）
。

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

2 「能力」という語は、法的には、通常、一定の事柄について法
律上要求される資格を意味するが、本稿の文脈での「能力」
は物事を成し遂げる力という日常用語的な意味で用いる（金子
宏・新堂幸司・平井宣雄『法律学小辞典』＜第三版＞（有斐閣、

特性を評価対象とすることで、AA により地位を獲得

。本稿では「能力主義」は各人の能力に基
1999）929 頁参照）

した者は AA により地位を獲得できなかった者よりも

づいて地位が与えられるべきという意味で用いる。

能力が高いとして、AA は「社会における高い地位は

3 AA とメリットの関係について論じた文献として、中林暁生「ア

最も能力のある者に与えられるべき」という考えと矛

ファーマティヴ･アクションとメリット」辻村みよ子編『世界

77

盾しないことになる 。
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

のポジティヴ･アクションと男女共同参画』
（東北大学出版会、

2004）321 頁参照。
4 John Kekes, The Injustice of Strong Affirmative Action in
.
Affirmative Action and the University 144, 153（1993）
5 クォータ制は、志願者の能力に関係なく一定数の者に地位を
与えることになるため、このような意味を強く含むことになる。

AA の対象となるグループにおける AA の対象となる地位の有

るからである。この理論上の問題を解決するためには、

資格者の数よりも高い割合でクォータの数値が設定されたとき、

地位の獲得を望む者が過去の差別の影響を克服したと

AA の対象者は能力が低いといことが特に強く含まれることに

いう点やある者への地位の付与が将来において発生す

なる。他方、AA がタイ・ブレーカーとして実施された場合には、

る差別を防止するという点を評価する必要がある。非

このような意味は AA に含意されない。

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

6 Robert K. Fullinwinder, THE REVERSE DISCRIMINATION
.
CONTROVERSY 72-73（1982）
」国家学会雑誌 112
7 安西文雄「法の下の平等について（四・完）
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巻 3･4 号 69 頁、138 頁（1999）
。

8 愛敬浩二「リベラリズムとポジティブ・アクション」田村哲樹・

。
306, 373（2003）
.）

17 Johnson v. Transportation Agency of Santa Clara County, 480

金井篤子編『ポジティブ・アクションの可能性』
（ナカニシヤ出版、

；松田前
. 当該判決については、中林前掲（3）
U.S. 616（1987）

2007）41 頁、51 − 52 頁。

掲（10）42 頁以下参照。

9 日本国憲法上、能力主義は絶対的な価値ではなく、社会権とい

18 Id. at 641.

った実質的平等の観点から制約される（松田聡子「男女平等と

19 Id. at 674（emphasis in original）.

アファーマティブ･アクション」
『現代の憲法と理論と現実 〜佐

20 Id. at 675.

藤功先生喜寿記念〜 』
（青林書院 、1993）33 頁、74 頁）
。しかし、

21 Id. at 641 n.17.

社会権は経済的救済に主として関心があり、指導的な地位にお

22 Grutter v. Bollinger, 539 U.S. 306（2003）. 当該判決について

ける不平等是正にはあまり関心を払ってこなかったため、指導

は以下の文献を参照。勝田卓也「ミシガン大学ロー･スクール

的な地位に関しては形式的平等が優先される（社会権と AA と

におけるアファーマティヴ･アクションをめぐる連邦控訴裁判

の関係については、拙稿「Affirmative Action と平等保護」東

決 」ジュリスト 1229 号 180 頁（2002）
；吉田仁 美「Grutter v.

北法学 31 号 107 頁（2008）第 6 章参照）
。

Bollinger, 288 F.3d. 732（2002）― Bakke 判決の基準をめぐっ

辻村みよ子教授は、
大学教員の AA に関して「教員の人事面では、

て」関東学院法学 12 巻 1･2 号 177 頁（2003）
；吉田仁美「高等

能力主義・業績第一主義が支配的な傾向にあるため、強制力を

教育におけるアファーマティブ･アクション」関東学院法学 13

伴う PA［positive action］の導入にはよほどの正当化理論とコ

巻 3 号 49 頁（2003）
；植木淳「アファーマティブアクションの再

ンセンサスが必要であることは言うまでもない」と指摘する（辻

検討 〜『厳格審査』と『多様性』〜 」北九州市立大学法政論

村みよ子「学術分野における男女共同参画の課題」
『日本の男

業 32 巻 1 号 118 頁（2004）
；紙谷雅子「大学とアファーマティヴ･

女共同参画 〜国と地方公共団体の現状と課題〜 』
（東北大学出

アクション」アメリカ法 2004 − 1 153 頁；安西文雄「ミシガン

版会、2005）97 頁、112 頁。引用部分の［］は筆者の補足であり、

大学におけるアファーマティヴ･アクション」ジュリスト 1260 号

以下に出てくる［］についても同様である。
）
。

；山内久史「高等教育における人種的アファーマ
227 頁（2004）

名古屋大学は、公募人事ホームページにおいて、国立大学協会

ティヴ･アクション 〜ミシガン州立大学二事件判決
（二〇〇三年）

の決議を受けて（注（10）参照）
、
「業績（研究業績、教育業績、

を契機として〜 」帝京国際文化 18 号 111 頁（2005）
；吉田仁美「多

社会的貢献、人物を含む）評価において同等と認められた場合

様性 – The Diversity」関東学院法学 14 巻 3・4 号 271 頁（2005）
。

には、女性を積極的に採用します」と示している（http://www.

23 Id. at 315.

。ただし、個人としての権利を侵
nagoya-u.ac.jp/index1-7.html）

24 Id. at 330.

害する可能性に配慮することが必要であるとし、
「男性応募者を

25 Id. at 338.

優位とする個別の事情がある場合には、男性応募者が採用され

26 Louis P. Pojman, The Moral of Status of Affirmative Action in

る余地を残すものである」と留保をつけている。このように留
保つきのタイ・ブレーカーという非常に弱い手段の AA が採ら
れたのは、能力の観点からの批判を熟慮してのことだと思われる。

10 例えば、2000 年の男女共同参画計画では、2005 年度末までに

Affirmative Action : Social or reverse discrimination ? 176, 191
（1997）
.

27 480 U.S. at 675.
28 Id. at 641 n.17.

国の審議会の女性委員を 30% にすること、日本学術会議の女性

29 中林注（3）331 頁。

委員を今後 10 年で 10% にまで高めることが示されている。また、

30 480 U.S. at 623-25.

同年、国立大学協会は、国立大学の女性教員比率が少ないこと

31 Pojman, supra note 26, at 192.

を受けて、2010 年までに国立大学の女性教員比率を 20% まで

32 Ibid.

引き上げることを決議している。だが、これらの数値目標が如

33 Fullinwinder, supra note 6, at 73 .

何なる手段により達成されるのかは明らかではない。

34 Id. at 73, 74.

。
11 中林前掲（3）336 ‐ 337 頁 注（17）

35 Id. at 84-85.

12 Michel Rosenfeld, Affirmative Action and Justice ： A

36 巡査部長への昇進試験で人種的マイノリティを優遇する警察の

.
Philosophical and Constitution Inquiry 323（1991）
13 Fullinwinder, supra note 6, at 78.

施策が問題となった Petit 判決で、第七巡回区上訴裁判所は、巡
査部長という指導的な地位に就いているマイノリティの存在は

14 Rosenfeld, supra note 12, at 323.

マイノリティが支配的である地域の警察への信頼を得るので

15 修正一四条の意味については、拙稿前掲（9）第 3 〜5 章参照。

あり、人種・エスニック的に分離された地域の治安を守るのに

16 入学選抜をする際に人種的マイノリティであることを一つの考

必要であるとし、当該施策を正当化している（Petit v. City of

慮要素とした、Michigan 大学ロー・スクールの入学選抜施策が
問題となった、Grutter 判決の Thomas 裁判官反対意見は、AA
がなくとも入学を許可される黒人が存在することを指摘する。

。
.）
Chicago, 352 F.3d. 1111, 1115（7th Cir.2003）

37 J.Arthur, The Limit of Equality in The Unfinished Constitution :
.
Philosophy and Constitution 242, 252（1989）

Thomas 裁判官は、AA はそれがなければ黒人は成功することが

38 Ibid.

できなかったというレッテルを貼ることになるとの見解を示して

39 Ibid.

おり、黒人が地位を得たのは AA によるのかは明らかではなく、

40 Id. at 252-53.

AA がなくとも地位を得られた者までもがそのようなレッテルを

41 Id. at 254.

貼られることになる、としている（Grutter v. Bollinger, 539 U.S.

42 Rosenfeld, supra note 12, at 95.
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43 539 U.S. at 330, 332-33.
44 Regents of the University of California v. Bakke, 438 U.S. 265,
315-19（1978）. 当該判決については以下の文献を参照。佐藤司
「少数民族優先入学は逆差別か」
法学セミナー286号16頁
（1979）
；

がなされており（Carl Bankston Ⅲ , Grutter v. Bollinger : What
）
、上記の判示はそ
Foundations ? , 67 Ohio St. L.J.1, 10（2006）
のような批判を意識してのことだと思われる。

68 438 U.S. at 400.

阪本昌成･ 西村裕三
「バッキー事件における主要なブリーフ
（一）

.
69 Douglas S.Massey, The Source of River 40（2003）

〜（五）
」広島法学 3 巻 2 号 69 頁（1979）
、4 号 71 頁、5 号 51 頁、

70 Kathleen M. Sullivan, Sins of Discrimination : Last Term's

；
『英米法判例百選』
〈第三版〉
4 巻 1 号 55 頁、2 号 69 頁（1980）
（有斐閣、1996）66 頁（高橋一修）
。

45 539 U.S. at 324.
「アフリカ系アメリカ人の LSAT
46 例えば、Cass R. Sunstein は、
の点数がある具体的な段階も超えている限りで、
［入学を許可す
るのに］通常要求［されている点数を］を下回っているとしても、
アフリカ系アメリカ人の入学が許可される」という施策が AA と
して想像しうると述べている（Cass R. Sunstein, Problems with
）
。
Minimalism, 58 STAN. L. REV. 1899, 1903（2006）

47 480 U.S. 616, 638.

.
Affirmative Action Cases, 100 HARV.L. REV 78（1986）
71 スティグマの害悪については、拙稿前掲（9）第 5 章参照。
72 同書、第 6 章；安西前掲（7）115 頁；木村草太『平等なき平等
条項論 〜 equal protection 条項と憲法 14 条 1 項〜 』
（東京大学
出版会、2008）第 14 章参照。

73 1997 年の改正男女雇用機会均等法については、浅倉むつ子「性
差別の『例外』とポジティブアクション」労働法律旬報 1439 ‐

40 号 52 頁（1998）等参照。
（有斐閣、1999）122 頁。
74 浅倉むつ子『均等法の新世界』

75 稲葉馨「男女共同参画政策と公務分野におけるポジティヴ・ア

48 Ibid.

クション」辻村みよ子・稲葉馨編『日本の男女共同参画政策 〜

.
49 Kenneth L. Karst, Belonging to America 162（1989）

国と地方公共団体の現状と課題〜 』
（東北大学出版会、2005）

50 Ibid.
51 Ibid.
52 Leslie Pickering Francis, In Defense of Affirmative Action in
.
Affirmative Action and the University 9, 37（1993）

33 頁参照。
76 安西文雄「自由・平等および公正な人権保障体系」法学教室
。
228 号 84 頁、89 頁（1999）

77 愛敬浩二教授は、安西文雄教授が日本では強固な均等主義が

53 Id. at 37-38.

AA の本格的採用を阻害するのではないかと危惧していること

54 Id. at 38, 39.

を指摘して（安西文雄「平等」樋口陽一編『講座憲法学 3 権利

55 Richard J. Arneson, Preferential Treatment Versus Purported

の保障［1］
』75 頁、97 頁（日本評論社、1994）
）
、
「
『強固な均等

Meritocratic Rights in Affirmative Action and the University

主義』の下では、点数化できる試験においては、得点が絶対視

.
157, 159（1993）

されやすいと推測される」ため、わずかな点数の差が能力の差

56 この点、愛敬浩二教授は「点数化できる試験をした以上、点数

を示すものではないという考え方は「実践的にも重要な意味を

順に採用するのが『メリットを尊重する』ことだと一概に言え

持つ」と述べる（愛敬前掲（8）51 頁）
。愛敬教授が述べるように、

るわけではない」とする（愛敬前掲（8）50 頁）
。そして、わず

このような考え方は AA を導入・実施する際に、重要な視点を

かな点数差であれば、それが能力の差を示すことにはならない

提供する。

と指摘する（愛敬浩二「性別を理由とする優先処遇」木下智史・
村田尚紀・渡辺康行編『事例研究 憲法』
（日本評論社、2008）
。
287 頁、297 頁）

57 中林前掲（3）333 頁。
58 Fullinwinder, supra note 6, at 82-83（emphasis in original）
.
59 Derrick Bell, Diversity's Distructions, 103 COLUM. L. REV
.
1622, 1625（2003）
60 Rosenfeld, supra note 12, at 100.
61 Fullinwinder, supra note 6, at 242-50.
.
62 DeFunis v. Odegaard, 416 U.S. 312, 337（1974）
63 Id. at 332.
64 Id. at 331.
65 Ibid.
66 Id. at 341.
［差別により不利な状態に置かれ
67 Douglass 裁判官反対意見は「
ている］黒人志願者がロー・スクールの初年度、あるいは［在
学する］3 年の間でさえも、自らの能力を示すことができなか
ったとしても、長きにわたる法的職業の中でのその者の業績は、
伝統的な基準によって優秀だと早い段階で示された同級生をは
るかにしのぐだろう」
（Id. at 331）と判示する。
近年でも、黒人の卒業生は白人の卒業生よりも一回目の司法試
験に落ちる可能性が高く、学習の達成度が低いといった指摘
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GEMC journal

投稿規定と執筆要領

学術雑誌「GEMC journal」
（以下、本誌といいます）

の評価者は、査読委員会および編集委員会委員長

は、東北大学グローバル COE プログラム「グローバル時

以外には、匿名とされます。

代の男女共同参画と多文化共生」
（以下、本 GCOE とい

５． 査読結果に異議があるときは、投稿者は編集委員会

います）の一環として刊行されるものです（本 GCOE の

の定める期間内にそれを編集委員会に申し立てるこ

趣旨や活動については、ホームページ http://www.law.

とができます。異議申し立てがあったときは、編集委

tohoku.ac.jp/gcoe/ をごらんください）。本誌は、第一部「寄

員長は速やかに編集委員会を開催して審議し、審議

稿論文」と第二部「自由投稿論文」からなります。寄稿

の結果、再審査をすることがあります。

論文とは、本 GCOE が主催・共催する行事における発表
等から、編集委員会が本誌に掲載するに値すると判断し
た内容の報告者、また、編集委員会が本 GCOE の趣旨
に沿って企画した本誌のテーマ趣旨にふさわしい著者に、

Ⅱ

執筆要領

１． 原稿執筆における使用言語は原則として日本語また

編集委員会が執筆を依頼した論文で、編集委員会が閲読

は英語とします。日本語／英語以外の言語による投

して掲載を決定したものです。これに対して、自由投稿

稿に関しては、編集委員会において検討してお認め

論文とは、本 GCOE のテーマ趣旨と関係する論文で、一

する可能性があります。

般公募により投稿され、査読を通じて一定の学術的価値

２． 論文は、Microsoft Word もしくは一太 郎等のワー

を有すると認められたものを言います。以下には、自由投

プロソフトデータで作成してください。原則として

稿論文について、投稿の手続きと本誌の執筆要領をお知

30000 字（脚注・参考文献等を含み、図表、見出し

らせします。

も文字数に換算）を上限としますが、多少の増加は
お認めすることがあります。なお、本誌文字数は 1 ペ

Ⅰ

投稿規定

１． どなたでも投稿できます。投稿にあたっては、投稿

３． 本誌は横書き 2 段組の体裁となるため、二桁以上

者の所属機関及び所属機関外から各 1 名以上の教

の漢数字は使用せず、半角英数を使用してください。

授・准教授（これらに相当すると認められる研究者

また、英文についても半角英数を使用することとしま

等を含みます）による推薦を付してください。ただし、

す。

本 GCOE の事業推進担当者の推薦がある場合には、
これに代えることができます。
２． 本誌に掲載される論文は、本 GCOE のテーマ趣旨

４． 表 が入 る 場 合 は、 そ の 基 となる 数 値 の入った

Microsoft Excel 等の表計算ソフトのデータを添付、
もしくはリンクをしてください。

に沿った学術的研究に寄与する内容のもので、投稿

５． 論文には、論文と同じ言語で、タイトル、執筆者名

する原稿は未発表の初出原稿で完成原稿に限られま

を記載してください。日本語論文には、欧文で、タイ

す。

トル、執筆者名、論文の要約を、別添でお送りくだ

３． 投稿された論文は、編集委員会が任命する査読委
員会が行う厳正な査読の結果に基づいて、編集委員

さい。
６． 書き出しは大見出し「Ⅰ．はじめに」からとし、以下、

会が掲載を決定します。また、掲載可能性のある論

（1）○○○○」
中見出し「1．○○○○」、小見出し「

文の著者には、本 GCOE が主催・共催する行事に

と続くものとします。

おける発表を依頼することがあります。
４． 査読委員会は、投稿された各論文につき相当する専
門領域の研究者を選定して評価を依頼し、その結果
を基に審査を行うことにより、査読結果を決定します。
査読結果は、決定後速やかに編集委員会から本人
に通知されます。その場合、原論文の加筆・修正等
を掲載の条件とすることがあります。なお、各論文
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ージあたり本文 2256 字（24 字× 47 行× 2 段）となっ
ており、タイトル部分として 768 字分が使われます。

７． 註については、ワープロソフトの脚注を使用し、対
象ワードの右肩付け（句読点前）で、連続したアラビ
ア数字の文末脚注としてください。
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Preface
Through an analytical approach embracing and integrating the two perspectives of gender equality
and multicultural conviviality the Global COE Program entitled “Gender Equality and Multicultural
Conviviality in the Age of Globalization” (established in the field of social sciences, with Miyoko
Tsujimura as the program director and in cooperation with the Institute of Social Sciences of University of
Tokyo) established in 2008 at Tohoku University attempts to present solutions for the broad set of problems
emerging in a world of advancing globalization. Furthermore, as its primary purpose, this GCOE program
aims to cultivate young researchers able to generate deep understanding and effective answers addressing
the problems of globalization (for further details please visit the GCOE program’s homepage available at
http://www.law.tohoku.ac.jp/gcoe). In the second year of this project we were also able to welcome the
participating students of our Cross-National-Doctoral Course (CNDC) allowing the GCOE program to
unfold its full research capacity.
To aid in achieving its stated purposes and objectives this GCOE program has launched a journal
which publishes its academic research results. Adopting the first letters from the GCOE’s program title
“Gender Equality and Multicultural Conviviality”, this periodical has been named “GEMC journal.” This
year, we have published two English and three Japanese issues of this journal.
The journal is divided into two sections. The first section includes invited articles requested by
members of the journal’s editorial board and features papers based on presentations held at one of the
GCOE’s workshops, as well as research articles from program members. In order to provide young
researchers the opportunity for publishing their research work, the second section of this journal features
submitted and reviewed articles. The journal accepts articles related to the GCOE’s program regardless of
the author’s academic status and qualifications, and invites the authors of articles considered for publication
to present their work at a workshop and to share the results of this research work.
All submitted papers are subject to a review process conducted by a referee commission established
within the editorial board of this journal. Given the broad nature of themes the submitted papers cover, this
review commission evaluates the articles by inviting additional opinions from anonymous experts from
each article’s academic field. Based on these evaluations the referee commission aims to provide a firm and
fair review process. We would like to express our deepest gratitude to all external experts who have been
kind enough to provide their help in offering their opinions on the various articles.
Accompanying the advancement of globalization, the differences created by gender, nationalism,
community and generation have caused severe and structurally entangled negative effects for society.
This GCOE program was initiated to support the seeking of ways to overcome these negative effects and
to construct a society sharing a plurality of cultural values. In 2008, the year of the GCOE program’s
founding, the world was been dominated by the globalization issue of the financial crisis spreading from
its epicenter in the United States of America. Yet, while this crisis has created challenges of a complex
and immediate nature, this GCOE program wishes to create through academic ventures reliable and sound
research building the foundations for addressing these challenges. Therefore, we hope that this GEMC
journal represents one effort in this endeavor.
GEMC journal
Tohoku University Global COE
“Gender Equality and Multicultural Conviviality
in the Age of Globalization”
Editorial Board
March, 2010
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CONSTRUCTED ʻNEEDSʼ FOR
ROAD CONSTRUCTION:
A Case of Attapeu Province, Lao PDR

KUSAKABE Kyoko
SAPHAKDY Theonakhet

Ⅰ . Introduction
In the Greater Mekong Sub-region, road

and “success in development depends upon the

construction is considered to be the key for

stabilisation of a particular interpretation” to suit a

regional economic integration that is necessary
for regional development. However, depending

certain policy model. The “lived experience” and
“multiple realities” (Long, 2001:14-19) of women

on class, gender, age, and ethnicity, people use

and men in the particular community would not

and benefit from roads differently. Although all of

be present in this translation process. However,

them acknowledge the ‘needs’ of having access

they are part of the implementation process, and

to roads, the reasons are different and the impact

their perceptions and actions interact and conflict

that they experience is also different. “Needs”

with authorities and legitimation, which require

are created by people in power so as to silence

to interpret the outcome of the intervention as a

opposition to such development, and the local

‘success’.

women and men are left to re-organize their

For the purpose of highlighting the difference

lives and livelihoods. This study examined the

between the policy/ project development process

gender/ class/ ethnicity-differentiated outcomes of

and the field-level implementation and experience,

recent road infrastructure development in Attapeu

these “multiple realities” are simplified into four

Province, Lao PDR in order to demonstrate the

large categories of ‘needs’ that can be supporting
and conflicting in various locale (Figure 1). (1)

politically created needs and its implication.
Ideas for development projects are formulated

Felt needs of women and men villagers. Felt needs

and adopted not always as a direct reflection of
needs of the most marginalized in the area, but

will differ among people with different gender,
class, ethnicity, age, family composition, etc. (2)

because the ‘need’ is being translated to suit the

Needs identified by government and development

definition of problem of other powerful parties.
As Mosse (2005:8) stated “There is always need

NGOs. Some ‘needs’ are identified through gender

for translating one set of interests into another”,

Such needs are susceptible to the interest of the
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analysis exercise or through participatory exercise.

government departments and NGOs (eg. Health
NGOs will try to identify health ‘needs’ ) . ( 3 )

between villagers and the outside officers/ workers

Needs recognized by donors. These needs are

outsiders. But when such project is designed and

translated in a way that will raise the attention of

implemented, the implementation will be affected

donors and packaged in a way that donors can
easily support. (4) There are also ‘needs’ that can

by the felt needs and priorities of different people

be identified as one of the above, but also can be

relations. Such power relations can lead the project

ignored at all. That is, the needs that are not even

to an outcome that was not expected by donors

perceived/ or are not being able to be expressed as

and development workers.

often lead the discussion to the interest of the

in the local areas, as well as doxa and gender

‘needs’ by villagers or the marginalized/ oppressed

It is essential that we reflect on our approach,

themselves. Changing norms and practices that

and how we relate to different people in different

can create exploitation and deprivation can
be so entrenched into everyday practices ( like

locale, as well as reflect on our organizational

what Bourdieu calls doxa), that it is difficult to

stakeholders in order to improve our understanding

problematize it.

on how ‘needs’ are constructed.

culture, our values and vested interest of various

These various needs are constructed by gender

This study took a case from the road

ideology, vested interest of actors involved,

construction project linking Laos and Vietnam, and

organizational culture and policies, etc. The

examined how road construction was created as a

problem is that often, it is the second and third

need and introduced as such, and how it affected/

needs that are recognized as ‘needs’, and based

benefited different actors differently by gender and

on these, projects are designed. Even when we

ethnicity.

take a participatory approach, the power relations

Figure 1: Conceptual framework of local ‘needs’ and gender relations
Gendered
outcomes

Unrecognized “needs” (doxa)

Gender
relations

Felt needs of women and men

Livelihood
Identified needs by government and
NGOs
Development
projects

Gender
ideology
Vested interest
Organizational
culture and
framework

Communicated / Adopted needs by
donors
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Ⅱ . Methodology
The focus of the study is a road that connects
Sammakixay City Center ( Attapeu provincial

government that they need to stop in the next

town) to Vietnam border of Dan Houkeuane. It is

NTFP collection, since they have lost their

111 km long and 7 meters wide, and constructed

land when they moved to this new village1.

w i t h f i n a n c i a l s u p p o r t f r o m Vi e t n a m e s e

This village is the farthest from Attapeu

government. Before this road was built, there used

provincial town among the three villages.

two years. The main income currently is from

to be a small dirt road connecting to the border.

(3) Fan Deng village. This is a predominantly Lao

This road project upgraded this small road to

Lum village which is an old village engaged

an all-weather asphalt road. Survey for the road

in low land rice production. There is a market

started in 1998, construction started in 2001, and

in the village, and more people moved in to

it was completed in July 2006. The study selected

do trade in this village. There are also Chinese

three villages along this road.
(1) Had Sang village. One of the earlier groups of

coming to open shops in the village. This is the

Lawe people moved here in 1978. Later on,

nearest to Attapeu provincial town among the
three villages.

people of other ethnic groups also moved to
the village, and by 1999, there was a mixture
of Lawe (72%), Lum (25%) and Jeng (3%).
They used to do upland shifting cultivation,

Semi-structured questionnaires were
administered face-to-face with villagers who were

but now have stopped and are engaged in rice

present in the village at the time of data collection.
The number of people interviewed were 20 (10

production and non-timber forest product
(NTFP) collection.

women, 10 men) from Had Sang, 11 (6 women,
5 women) from Praham, and 20 (10 women, 10

(2) Praham village. This is a newly relocated

men ) from Fan Deng villages. Key informants

village, and they moved here in 2006. There

such as officers in Provincial Department of

are four ethnic groups in this village, but it

Communication, Transport, Post and Construction,

is predominantly Lawe. Since they have just

as well as Chinese and Vietnamese traders in

moved, people are still engaged in upland

Attapeu provincial town were also interviewed.

shifting cultivation, but they are told by the

Ⅲ . Regional economic integration and road construction
The general understanding of road and

the region through regional collective action

transportation planners is that enhanced

that leads to greater physical connectivity

mobility will increase trade and exchange of

among other economic and environmental/social

goods/ information, thus will lead to economic

integration. One of the four pillars of RCI is

development. Regional Cooperation and
Integration ( RCI ) Strategy of ADB in 2006

regional and subregional programs on cross-border

noted that it will support poverty reduction in

“Experience shows that accessibility is essential

008

infrastructure and related software. As ADB stated,

to rural development, employment and income2

generation opportunities .”

the country’s integration into the region and
complementing investment efforts undertaken

Thus physical connectivity through road

through the various regional corridors.

infrastructure construction is considered a key
to regional integration. ADB ( 2006:1 ) defined

Comprehensive infrastructure is essential to

regional integration as “a process through

help farmers access improved services and
local, national and regional markets” (p.8).

which economies in a region become more
interconnected. Such economic interconnection

NGPES further states that government’s

can result from market-led and private-sector-

transport initiative includes improvement of

driven actions and/or government-led policies and

all-weather arterial road network including

collective initiatives in a region”, and further stated

international roads connecting neighbouring

that “in a sense, … regional economic integration

countries through the Lao PDR, rehabilitation/

is a natural outcome of the globalization process”
(p.3).

construction of community feeder roads, and
encourage community participation in planning
and execution of road sector activities as well as

neighbors while they globalize their

the employment of local people and ensure no
gender discrimination (p.100).

economies. Geographical proximity thus acts

Regional and national documents shows

as a natural catalyst for countries to integrate

the strong belief in these institutions that road

regionally en route to globalization. This trend

infrastructure will link people living in remote

of economic integration and the opportunity

districts to national and regional markets, and

for greater connectivity have prompted

through pro-market policies, economic benefit will

governments to introduce several key regional

reach these remote districts.

It makes countries gravitate toward their

cooperation initiatives in areas such as cross-

When the road was built in Had Sang and Fan

border infrastructure development, trade

Deng villages, district officers came to the villages

and investment, money and finance, and the

to introduce the plan and also to explain the benefit

provision of various regional public goods
( RPGs ) in the health and the environment

of road construction. They said that it would be

sectors. (ADB 2006:3)

village, go to hospitals and to go to market3. The

easier for people in the village to travel out of the
road was constructed by Vietnamese contractor,

In this connection, Lao government’s National
Growth and Poverty Eradication Strategy (NGPES)

and all the machines and laborers came from

introduced the formulation of a ‘Growth triangle

day laborers.

Vietnam. Lao locals were hired only as temporary

plan’ between Laos, Vietnam, and Cambodia.

In Praham village, villagers were living far

The study area of this research is a part of this

away from the road, in the mountains engaged in

growth triangle plan area. NGPES recognizes

shifting cultivation. The district officers came and

that transport infrastructure investment including

‘advised’ them to move to a place near the road.

transport linkages with neighbouring countries is

The present village location was provided by the

essential to promote

district officers. The purpose of the relocation
was explained by the government officers to be

“economic growth nation-wide and enhancing

that their access to social service facilities such as

CONSTRUCTED ʻNEEDSʼ FOR ROAD
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hospitals and schools will be better.

level officers. During our interviews, respondents

The national agenda of road connectivity has

repeatedly referred to government ‘guidance’ and

been introduced to women and men villagers

that with government’s ‘good guidance’, they are

as ‘guidance’ for development from the district

able to build up their livelihood.

Ⅳ . Livelihood changes after road construction
After the road construction, different benefits

buy almost everyday. This alleviates women from

have been experienced by the three villages.

time to cook for the family. Because the market is

In Fan Deng village, respondents reported that

inside their village, they buy cooked food from the

their income has increased, and their income

market.

sources have been diversified. Nineteen out of 20
respondents replied that cash income increased

For Had Sang, they have also experienced
increase in income (19 out of 20 respondents),

after road construction. Before, income source

although not as much as in Fan Deng. Since

was mainly rice production and some small-scale

they have moved to the road side for a long time

trading that they were engaged in. With road

already, they are not allowed to do upland shifting

construction, more people are going into trade,

cultivation anymore, and depend on income from

those who were already in trade expanded their
trading items and volumes. The population in the

rice production and collection of NTFP such as
rasin ( kisi ) and Asian pears ( mak chong ) . The

village increased, so the trading activities thrived.

price of rasin has increased much in the recent

There are more wage employment opportunities

years, and this is the reason for the increase in

as well as self-employment opportunities. Some
men started to do welding (two men) or furniture

income. Villagers in Had Sang also increased their
production in rice (both production and amount

making 4 that gave them stable income. Rice

to sell), gardening, and raising pigs and chickens.

production increased owing to the use of chemical

With the increase in income from these activities,

fertilizers, which are now easy to buy with better

again, it required more involvement from women.

connection to market. Fan Deng is a Lao Lum

Before the road construction, rice production and

village, where women have considerable decision

NTFP collection was done by men. Now, it is

making power in the household as well as mobility

done by both women and men8. As for poultry,

compared to other ethnic groups5. With increased

women used to be the major person, but after road

opportunity in trade, more women are engaged in

construction, it is done by both women and men9.

trade than before6, although large scale trading is

Had Sang is not near the market, but still they

done by men. The improvement in rice production

have small shops that sell cooked food, and many

now required women to put more labor into

households started to buy cooked food after the

7

agriculture . Before road construction, men were

road was improved.

the main workers for rice production. After road,

For Praham village, the situation was different.

both women and men have to be equally engaged

Both women and men villagers expressed that

in rice production. It was also noted that after road

their income has decreased after road construction
(six out of 11 responents). This was due to their

construction, there are a number of households
(nine out of 20)that buy cooked foods, and some

010

relocation. They have been relocated to a far

away location from where they used to be. Thus,

women are now going to further places to gather

it is difficult for them to continue their upland

rasin.

cultivation as they used to do. Although they are

Such differences in experience from road

still allowed by the government to continue upland

construction can be seen from their reply on the

cultivation for a few more years, physically, it

overall changes that they experience after road
construction. Fan Deng respondents ( 8 out of

has become more difficult to maintain the upland
fields. At the same time, they have not been
allocated low land rice field yet. The productivity of
the forest is better in the former location compared
to the present place, and they have to travel far

20 ) said that it is now easier to sell goods, to
be engaged in trade. Had Sang respondents ( 7
out of 20) said that it is easier to travel. Praham
respondents (4 out of 11) said that it is easier to go

away from the village in order to gather enough
NTFP for themselves (both for home consumption

to the hospital. All of these ‘benefits’ have been

and for sale ) , which make them feel that it is

is that people experience these not as a package

difficult to make a living in the new location. They

but in fragmented pieces, especially those in the

used to sell quite an amount of upland rice before

marginalized area.

10

pointed out by policy statements, but what is noted

relocation . Now, they are not able to sell any

Women and men have different perception on

rice. The amount of pig raised has also gone down.

what is important for their livelihoods. Women

Although the amount of rasin that they can collect

in Fan Deng said that trade activities are the

has gone down, the price of rasin has gone up,

most important, while men said that agriculture

compensating for the loss in quantity. Lawe is a

is. Women in Had Sang said that rice production

patriarchal group. In some Lawe villages, women

is the most important, while men said NTFP is.

are not supposed to eat before men. In group

Women in Praham said that NTFP collection

discussions, often the women’s groups’ complaint

and trade is the most important, while men said

is that men do not help in their productive and

NTFP is. This reflects women and men’s benefits

reproductive work at all. In Praham, women are

from road. Fan Deng women are able to benefit

the main persons who go to the forest to collect

from the trade opportunities that the road provide,

11

NTFP . It is often done by both women and men,

more than men in their village do. While in Had

but there are households where only women go to

Sang, since men are more in charge of selling and

the forest, and among the respondents, there was

controlling household finance, men benefit more

no case where only husband went to the forest in

from the increasing income from NTFP, while for

both periods before and after road construction.

women, it is the rice production that gives them

Now that the sole income is from NTFP collection,

the stability in life. In Praham, women have to

women’s burden in collection is becoming heavier.

sell NTFP for their survival. Note that Praham

Now children are being mobilized to collect NTFP.

is a Lawe village and women do not have the

Respondents said that rasin collection has become

decision making power as much as in Lao Lum

easier than before, because merchants come to

villages, and thus the selling of NTFP that they are

collect the product in the forest, and they just need

mentioning does not necessarily lead to women

to gather them at a collection point without having

having more income to control in the household.

to carry it all the way to their villages. With road,
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Ⅴ . Reasons for disparity
The above description shows that women in

or just simply going to market for shopping. So,

Fan Deng benefited the most from the road

Fan Deng women knew what opportunities they

construction, while women in Praham benefited

can expect when road improved, and were ready

the least. Now that Praham women also have

to exploit the opportunity. On the other hand, Had

access to road like women in Fan Deng, can they

Sang and Praham women as well as men’s newly

also seize the same opportunity as Fan Deng

gained mobility is more for visiting relatives or

women?
between Fan Deng women and Praham women.

collecting NTFP in places further than before
(which was partly forced by the scarcity in NTFP
near their villages). Thus, for villagers especially

Fan Deng women have much higher education

for women in Had Sang and Praham, linking

than Praham women. Fan Deng women have on

mobility to business and other income generating

average 6.5 years of education, and there is hardly

activities are quite restricted both in terms of

any difference in education level between women

knowledge, exposure, experience, and confidence.

and men. While in Praham, women hardly went to

It was also noted that in Had Sang, women are less

school, with an average year of education being 0.5

mobile after the road construction, since they need

years, while for men, it is one year.

to stay at home to look after children and livestock

There are several important differences

A n o t h e r i m p o r t a n t d i ff e r e n c e i s t h e i r
mobility and autonomy. There was considerable

to prevent them to stray to the road and meet
accidents.

number of women in Fan Deng who replied

Praham women are further disadvantaged.

that their mobility did not change after the road

After the road construction, number of Praham
villagers bought motorbikes ( six out of 11
respondents13). Praham village is quite far away

construction, while all women and men in Had
Sang and Praham said that they now go to further
places than before. All the respondents in Had
Sang and Praham (both women and men) replied

from other major towns. Although there is once-

that after road construction, they go to markets

town, motorbikes are essential to benefit from

and towns more often than before, while in Fan

improved road. Note the low income of Praham

Deng, especially women noted that the frequency

compared to other villages, buying a motorbike

that they go to market and town is almost the same

is considered to be quite an investment for the

12

a-day bus service between the border and Attapeu

as before . This is because Fan Deng women

Praham villagers. However, in Praham, no woman

were already quite mobile even before road

rides motorbikes, and the new motorbikes are used

construction, either because of their trade activity,

only by husbands and children14.

Ⅵ . Conclusion
The study tried to demonstrate how regional and

the communities experience road construction

national priorities and assumptions are being

differently. It is not that what the local government

translated to the field level. Women and men in

officers told the communities were wrong. It is the
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what has been said. Several men in Praham vented

is manifested in the result-based management)
privileges policy over practice (Mosse, 2005:237).

their anger on the government policy on relocation.

Meaning of action, like meaning of mobility

Women in Praham responded by spending more

for different people loses its significance in a

time collecting NTFP, which resulted in children

framework that work towards a pre-determined

dropping out from school. This is ironic, since

outcome, the achievement of which is defined as

one of the major reasons why the government

‘success’. Women in different villages experienced

‘advised’ them to live along the road is for

mobility in different ways. For some, mobility led

children’s education, which was also repeatedly

to economic empowerment. For others, mobility

mentioned by respondents. Women and men’s

led to simply more workload. For some, road was

mobility in Had Sang and Praham improved as

a mean to become more mobile, while for others,

well as their access to hospitals, as was indicated

it was a factor to make them immobile, like in

in regional and national documents. However, the

the case of Had Sang women who have to stay

mobility was not for productive purposes. Women,

at home to look after children and livestock. It is

because of their less access to transportation, still

highly important that we have a reflexive approach

have restricted mobility. The newly constructed

in project management and policy implementation

road improved their NTFP collection and selling,

in order to be sensitive and responsive to different

making the business easier and more lucrative for

women and men’s experience and priorities.

case that women and men experienced only part of

them. However, the increasing need for cash has
made them even more dependent on NTFP without
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school up to the third grade, and 120 students enrolled in
September. However, in December, there were only 30
students left, since they were all busy collecting rasin in
the forest with their parents.
http://www.adb.org/gender/practices/infrastructure/lao001.
asp
Some houses were on the land where the road was planned
to be expanded, so were moved. House was not a big
problem, since these are small houses, and moving was
not very difficult. However, some villagers lost their rice
land without any compensation to road construction, and
that has created resentment.
One man went for apprenticeship in Pakse to learn
furniture making from a Vietnamese entrepreneur. He
went to find the place by himself by following the name
that was put on furnitures sold.
It was noted that most of the land was owned by men,
Normally, Lao Lum practice matrilocality and land gets
passed on from mother to daughter.
Before, six women were running own business. Now, 10
of them are.
It is noted that women themselves think that men are
putting more effort in agriculture (and women are doing
more trade), while men think that women are putting more
effort in agriculture.
Before, the main person to do rice farming was husband (11
cases), wife (0 case), both (9 cases), while after the road
construction, it is husband (1 case), wife (6 cases), both (12
cases). As for main person to do NTFP collection, before,
it was husband (10 cases), wife (2 cases), both (5 cases).
After the road construction, it is husband (3 cases), wife (0
case), both (11 cases).
Before road contruction, it was wife (11 cases), both (2
cases), while after road construction, it is wife (3 cases),
both (8 cases).
Three out of 11 respondents used to earn around 3 million
kip (around 300 USD) by selling rice.
Before road construction, NTFP collection was mainly
done by both husband and wife (5 cases), and only wife
(2 cases). After construction, it is both (5 cases), only wife
(3 cases). In both periods, there was no case reported that
only husband goes for NTFP collection.
All men in Fan Deng replied that they now to go market
more often than before and 9 out of 10 said that they now
go to town more often than before. However, for women
in Fan Deng, 7 out of 10 said that there is no change in the
frequency of going to the market, and 3 out of 10 said that
there is no change in frequency of going to town.
Five out of 20 respondents in Had Sang, and 11 out of 20
respondents in Fan Deng bought motorbikes after road
construction. However, the figure for Praham stands out
considering their low income compared to the other two
villages.
It is also noted that in all the three villages, respondents
noted that men drink more than before after road
construction, but in Praham, it is relatively less (3 out
of 11 said that it has not changed ) . According to the
respondents, this is because they have more cash in hand,
they have more friends around since they now live closer
to each other. In group discussion, drinking is considered
to be one of the largest cause of domestic violence.

014

2

2010.3

PARENT-CHILD RELATIONSHIP
IN THE JAPANESE CIVIL CODE:
Regarding Medical Technology for
Reproductive Treatment

MIZUNO Noriko

Ⅰ．Introduction
Regulations on medical technology for

using his frozen sperm. The latter case concerned

reproductive treatment have not yet been

a claim for the acknowledgment of a parent-

established in Japan. At the moment, the operation
of the technology is controlled solely by self-

child relationship between a Japanese couple and
a child born by artificial insemination (between

imposed regulation by the Japan Society of

the couple) with another person as the surrogate

Obstetrics and Gynaecology. However, because it

mother, conducted in the US. Japan’s Supreme

is possible in this country for a medical doctor to

Court dismissed both claims as non-material

practice without being a member of a professional

parent-child relationships.

association, unlike for example, attorneys, it

Reporting of these cases by the vast majority

is possible for a gynaecologist to ignore the

of the media was against the court decisions,

regulations and use technologies that are not

arguing that the court should serve the welfare of

permitted. It is also possible for those who want

the children, and thus relax the current regulations

to receive treatment to go abroad to get it. As a

and/or authorise the parent-child relationships

consequence, in practice children have already

as the claimants wished. The legal community

been born through this technology, and cases

– particularly civil law scholars – tended, on the

where parent-child relationships are disputed have

contrary, to be in support of the Supreme Court

come to court, leading to consecutive judgments

judgments.

by the Supreme Court since the year 2006,

The reasons for the division between the

including, on September 4, 2006, judgment on a

media and the specialists are twofold. The first has

1

conception using the frozen sperm of a dead man,

to do with the evaluation of medical technology

and on March 23, 2007, judgment on a surrogate

for reproductive treatment per se, an element

2

conception. The former case was regarding a

that appeared more significantly in regard to

claim for the acknowledgement of the paternity of

the surrogate case than with the post-mortem

the dead father in the name of a child conceived

conception. The Japanese mass media tended to
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report positively about technology that would

The second reason for the divided opinion

be able to fulfil the hopes of those who wanted

has to do with lack of understanding by the

to become “parents,” taking on their supposed

Japanese general public of the concept of parent-

sentiment as victimized by a rigid and outdated

child relationship in the Civil Code. Parent-child

legal system, and criticized the Family Register

relationship is legally defined by Parent-child

administration which refused the claimants/

laws in Japan. In practice, the vast majority of

“wannabe parents” attempt to register the surrogate

parent-child relationships by law and parent-child

baby as their own. This might at least partially

relationships by blood lineage, or DNA, match.

be caused by the fact that the claimant couple in

However, the definitions of each are different,

the surrogacy case were television celebrities and

and there are some rare cases in which these do

actively utilized their fame to appeal to the media.

not match. This fact, however, is not part of the

All in all, it seemed straightforwardly logical to

basic assumptions of the Japanese general public;

stress the hopes and the right to self determination

the public assumption has been that parent-child

of wannabe parents trying to use every possible

relationships by law and parent-child relationships

technology available to conceive a child.

by blood lineage must be the same, and there is no

Moreover, the already-born child’s existence, and

common knowledge about cases where there are

the demand for its welfare, was overwhelming and

inconsistencies.

undeniable. In contrast, it was difficult to discuss

There are cases in which those who are

the more complex issues surrounding the case,

involved in medical technology for reproductive

including both the meaning of the life and welfare

treatment sometimes want to have legal parent-

of children born by medical technology which

child relationships different from the ones by

permanently affects the futures of all relevant

blood lineage. The most representative and

parties; and concerns about the social structure
underpinning economic disparity and women’s

oldest form of such cases would be Artificial
Insemination by Donor (AID) cases that have been

status that might pressurize those involved in

taking place since the 1940s. The same is true of

the treatment, especially surrogate mothers.

treatment using egg or embryo donation, which

Acknowledging these issues would require deeper

has been clandestinely practiced by travelling

contemplation and imagination that might easily

overseas as the Japan Society of Obstetrics and

be disregarded in the discourse of the Japanese

Gynaecology has a self-imposed restriction on

mass media. However, in real life, considering

this practice for its members. If public debate or

all these matters is essential if we are to solve

recognition of such cases had been developed in

problems surrounding reproductive technology.

relation to medical technology for reproductive

Moreover, the principal advantage of the specialist

treatment, the idea of having a legal parent-child

thought process of civil law is that it carefully

relationship different from one by blood lineage

considers issues with numbers of conflicting but

could have become a public assumption, but

interwoven legal interests, to find a fine line which

these cases have not triggered public awareness

negotiates all these, and devise an actual best legal

because those who receive the treatments are able

option with the fewest possible unexpected side
effects. Thus, the majority of civil law scholars

to register the children as legally theirs at birth
(or not, as they wish), although there can be, and

agreed with the Supreme Court decision, it would

are, legal disputes over the registered parent-child

be safe to say, as expected.

relationships subsequently.
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Ⅱ．The Historical Development of Japanese Laws on Blood Lineage
1. Parent-Child Relationship Laws
in the Civil Code, and Court Cases
Regarding Recognition of ParentChild Relationship
(1) The Establishment of the Japanese Civil

of provisions on the forced admission of paternity.
“Legitimate” father-child relationship would be
proven by the assumed “legitimacy” of the child
[between a married couple], whilst this could
also be denied by a law suit filed by the assumed
father [a legal husband] alone and only within a

In 1873, when the Japanese nation state was

period of one year after he became aware of the
child’s birth (Art. 772, 774 and 777).5 Parent-child

struggling towards modernization after the

relationship out of wedlock was proven by the

establishment of the new Meiji administration,

parent in question’s acknowledgment of the child,
both in father’s and mother’s cases (Art. 779 and

Code

Shimpei Eto, the first Minister of Law, was
with any registration governing birth thus

787),6 and could be nullified by a law suit which
could be filed by anyone at any time (Art. 786).7

letting property rights between public [sic.,

“Legitimate” mother-child relationship, however,

meaning ‘legitimate’] and private [sic., meaning

was not defined by law as the Japanese Civil Code

‘illegitimate’] children not be distinguished

judged that this would be a matter of the Code of

and the people disguise or hide their children’s

Civil Procedure. Relying on its French counterpart

ages or existence.” The first Civil Code was

as a guideline, it assumed that mother-child

established after Eto’s call for it in 1898, based on

relationship would be proven by a birth certificate

its French and German predecessors, with laws on

as well as the fact that the child was actually

defining family relations and inheritance largely

nurtured as the child of the supposed mother,

derived from the French counterpart. Parent-

and could be challenged by a law suit. However,

child relationship under this Civil Code consisted

to date, neither the Code of Civil Procedure nor

of regulations which are somewhere between

the Japanese Civil Code has defined “legitimate”

substantive and evidentiary law. Proving the

mother-child relationship.

recorded as regretting that “Japan is not equipped

existence of parent-child relationship and filing law
suits to confirm or deny them were defined so as
to indirectly underpin legal recognition of parent-

(2) How the Model Laws have Developed
Leading to Differences from Japanese Law

child relationship, including requirements for who

The laws on parent-child relationship in the

could file a claim during what period of time. If

German and French Civil Codes have been

neither of these conditions were met, no parent-

radically amended since the days when the

child relationship would be legally recognized
even with blood lineage. The basic French law

Japanese Civil Code was modelled on them.
Recently, both the German Civil Code (in 1998)

at that time was discriminatory against so-called

and the French Civil Code (in 2005) abolished

“illegitimate” children’s status which was made

the differentiation between “legitimate” and

vulnerable vis-à-vis “legitimate” children’s status

“illegitimate” children. They preserved the

3

4

which was protected by law. Japan’s Civil Code

principle of assuming that the father would be the

inherited this French Civil Code with the exception

husband of the mother of a child, but, regardless
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of who had given birth, protected the child’s legal

(3) Connections between Court Cases Regarding

status on the basis of universal equality in case

Recognition of Parent-Child Relationship

of a law suit between the assumed father and the

and the Civil Code

child challenging the parent-child relationship.

This type of law suit as above, however, is not

In other words, in Germany and France, it

within the scope of the Civil Code, although

would not be permissible to deny a parent-child

in practice it overlaps with claims for/against

relationship disregarding a life and emotions built

the existence of parent-child relationship on

on the fact that there had been an actual long-

the basis of the Civil Code. What has happened

term relationship even if there was no biological

in practice is that the court has granted relief

lineage. Although there are slight differences

in these law suits and confirmed parent-child

between the two countries, each has attempted to

relationships on the basis of legal precedents

negotiate a middle ground between a relationship

without any legislative basis. In other words, the

in actual life and the biological lineage of such

Japanese Supreme Court, which should regulate

parent-child relationships; their laws on parent-

these claims reflecting the Civil Code’s structure

child relationship are systematically designed in

if it is to uphold the Civil Code as the principle

recognition of the fact that there are legal parent-

body of law, has not been cautious enough in

child relationships which conflict with DNA

relation to the conflict between confirmation

relationships.

law suits and the Civil Code. A Supreme Court

The Japanese counterpart, however, has not

Judgment rendered on July 7, 2006, stated that

seen such development. Although more than

“since it has a function to confirm the accuracy

100 years have passed since the establishment

of the record on the Family Register to publicly

of the Civil Code, there has been no amendment

prove parent-child relationship based on blood

to the laws on parent-child relationship as there

lineage as legitimate parent-child relationship, the

have been to the model German and French

law should principally allow claims to confirm

laws. This has made the Japanese parent-child

otherwise if there is a discrepancy between an

relationship laws become hollow words, so to

actual parent-child relationship based on blood

speak, as precedents have instead been bending

lineage and the record.” 9 However, this judgment,

and interpreting them so as to fit these conditions.

as I will explain in more detail later, was one

This flexibility has probably been caused by the

which in conclusion dismissed a claim seeking

existence of the uniquely Japanese Family Register

confirmation of a non parent-child relationship

System and frequent law suits stemming from it
for confirmation of (non-)parent-child relationship.

as a case of abuse of the related right under the

The Family Register predates the Civil Code,

making for acknowledging an exception to the

and confirming parent-child relationship through

principle of admitting claims challenging parent-

law suits has been recognized by precedent as

child relationships. However, the Supreme Court

a process for amending records on the Family

itself appeared to have been unaware of the

8

Civil Code. Thus this judgment was in fact epoch-

Register. Such a law suit would be to confirm a

significance of issuing a judgment which shed

parent-child relationship by blood lineage as legal,
and can be filed by anyone at anytime upon finding

light on the potential conflict between the Civil
Code and law suits seeking (non-)confirmation of

a record on the Register to be in contradiction with

parent-child relationships. The principle above of

someone’s blood relationship.

parent-child relationship matching blood lineage
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survived, and the known function of the law of

the Family Register system is to register people

precedent has kept on transforming the content

as national subjects, as family relations and as

of parent-child laws, resulting in the Civil Code

residents of certain places all at once. Although the

losing its substance. This transformation has been

“domicile of origin” does not necessarily reflect an

effected without legally amending the Civil Code

actual place of residence for a person or family any

but occurred through interpretation, allowing the
law suits for confirmation of (non-)parent-child

longer, and the place of residence is now legally

relationship to intrude into the domain of the

can track down someone’s record on the Residence

Civil Code and, as an overall consequence, fitting

Card through the Family Register and vice versa,

legal parent-child relationships into ones of blood

as both systems are linked and inter-referable.

lineage.

Thus the Family Register works as a register of

recorded by a Residence Card, an authorized party

residents. It also works as a register of family
relations as it interconnects multiple registers of

2. The Family Register System

different families, enabling not only connections
to be seen between parent-child or sibling relations

(1) What is the Family Register System?

within a family but also wider searches for which

Before looking at the Civil Code losing its

families and individuals are related. This means

substance through the effect of the law of

that all family relations of Japanese people are

precedents, I would like to make a point about the

registered as part of a web, and when a child is

10

Family Register System of Japan. This register

born she / he is incorporated into the web as a part

system of people’s statuses has no resemblance to

of her / his mother’s family register. Furthermore, a

a public record of status or a certificate of status in

Japanese person is always recorded as an existence

the European laws which were the foundation of

within one and only one family register, through

the Civil Code.

which her / his family relations as well as place of

Certificates of status in Western law originated

residence are pinpointed. As a result of holding all

from the birth, marriage and death certificates

three elements, the Family Resister functions as a

recorded through the churches, and were basically

certificate of the social statuses of Japanese people.

intended to prove such family relationships. In

It is a convenient and accurate system to prove

contrast, the Japanese Family Register System was

one’s status. At the same time, it means Japanese

not established to prove status. When the system

people are always conscious of the existence of

started at the beginning of the Meiji era, it was

the register and the pressure of being bound by it,

designed to name every Japanese person living at

resulting in various discriminations with regard to

an address at the time of registration, thus similar

nationality, “illegitimacy,” and so on.

to our contemporary Resident Card. The “domicile
of origin,” which functions to identify a certain
family register, is used as a record of the house

(2) Characteristics of the Family Register
System

number of someone’s residence. But, because

In the West, the certificate of status is basically a

another system to register one’s place of residence,

different scheme as it is not, in principle, possible

the Resident Card, was set up, the Family Register

to track down anyone’s social status without

became a unique system functioning to register

knowing where her / his birth certificate is. Nation-

one’s social status. In other words, the essence of

wide systems to identify citizens by code-numbers
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and/or to computerize personal data have been

its form. Then, when the first Civil Code was

controversial wherever they have been introduced;

enacted, those who designed the Code utilized this

as this provokes tension between individuals’ right

form to define a “household” as consisting of one

to privacy and control over personal information

family sharing one record in the Family Register,

by the government. Seen in this light, the Family

and created a family system unique to Japan

Register System of Japan, through its long history

consisting of ie [lit. “houses”]; that is, the official

since its establishment in the Meiji era, precedes

feudal registration of people centred around the

and exceeds the emerging idea of ID control

household head. The post-war revision of the

systems as a publicly accessible and thorough

Civil Code abolished this ie family system and the

register of people as national subjects. Anyone

Family Register was transformed to being based
on a married couple (husband and wife) as the

who knows a Japanese person’s name and address
can access details of the existence (or not) of her/

foundational unit, not a house or household in the

his parents, spouses, and children, as well as their

sense of the previous ie system. Yet the old form of

current residences, dates of birth, marriages, etc.,

the Family Register which merged with the feudal

and addresses and other information about their

ie system, was basically kept intact; one person

relatives. Although access has now been restricted

should belong to one register only; each register

to a certain level since the long-standing publicly

have one representative person, akin to the head of

open nature of the Family Register System had

household or master of the house in the previous

such an enormously negative effect, it is still

system, now called the head of a family register;

possible for anyone with public sanction or legal

and other family members should be identified by

license, such as a lawyer, to have free access

their relationship to this central representative. In

to anyone’s register. However much different

addition, even when a family member moves from

individuals’ value judgments on such a system

one register to another, e.g. by marriage, divorce

are divided, it is true that the Japanese have

or changing the registered place of origin, her /

created “the world’s preeminent” Family Register

his new status of belonging and / or address should

11

system.

be recorded on her / his old family register which

A significant feature of the Family Register

will still be preserved. Especially important is

which has been described as the aspect which

that the form of the Family Register has kept the

most distinguishes the system from the Western

definition of a family sharing one register as based

certificate of status is the registration form. This

on a shared family name and origin. In addition to

is a form that registers a list of family members

the legal requirement for a married couple to have

with the same family name in one record, which

the same family name, this fact has worked to

clearly differs from the Western certificates as

preserve the consciousness of the ie system widely

individual records of social status. In the Meiji era,

in Japanese society for more than 60 years after

the Japanese Family Register had already been

the actual system’s abolishment.12

transformed into a national register of people’s
social status which recorded their family relations.
However, as stated above, it was originally

(3) The Ie System and Family Register System:
Ideology of Family Consciousness

a record of residence by which the nation

The ie system, in passing, refers to the grouping

documented all households with their places of

of families which are organized around the right

residence, and this tradition is still reflected in

to inherit the family assets attached to the heads
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of the houses (ie), who govern and control their

registration before the establishment of the Meiji

members. Since the days of this ie system, Family

Civil Code was quickly swept away.

Law in the Japanese Civil Code has been a body of

The impact of the Family Register System, or

law without the typical functions of Family Law

the same family name regulation as an institution,

in the west, of defining the rights and obligations

was perhaps greater than that of the Meiji

of family members in order to protect the

Civil Code per se in forming a national family

weaker members such as wives and children. Its

consciousness. The post-war revision, by which

ineffectiveness on this point remained unchanged

the ie system was legally abolished, was certainly

at the time of the post-war revision.

a major turning point for the Civil Code. However,

An especially symbolic example of this

family consciousness had already taken root by

ineffectiveness has been the existence of

that time. It would be reasonable to argue that the

uncontested divorce. Divorces without going to

impact of family consciousness was in large part

court are permitted in the Japanese Civil Code.

due to the practice of the family naming system, as

A divorce can be established quite easily as long

the representation of an individual by having their

as there is consent and a notification from the

own name significantly represents their personal

two parties involved. Most divorces in Japan are

rights. The current Japanese Civil Code still

finalized uncontested even today. Wives who want

leaves no choice but to change the family name

a divorce are often forced to accept the conditions

of one party to her / his spouse’s upon marriage,

proposed by their husbands, even if they are so

even when this is, strictly speaking, against their

disadvantageous as to forfeit all their benefits.
The first ( Meiji ) Civil Code however, had

will. This is a clear indication of the ideology that

the very powerful ideological effect of creating

from one household to another, as under the ie

a family consciousness among Japanese people

system.

marriage is a forcible transfer of an individual

as national subjects by pronouncing how an
authentic family should be under the ie system.
The Family Register System of the time (much

(4) Ways of Describing Parent-Child Relationship

like the Basic Resident Register of today) was a

is also important to note that the form of the

reflection of actual living arrangements, as it was

Family Register necessarily shows parent-child

made to register the residents of each messuage.

relationship completely differently from the

Thus, the ie system, sustained by the Family

certificates of status in the West. Under the Family

Register System, was probably used because it

Register System, a child is incorporated into her /

had a close connection to the emotional and actual

his parent’s family register by clarifying her / his

lives of family members. However, as it was

relationship to the parent. The parent, in other

institutionalized in the Meiji Civil Code, it in turn

words, exhibits the child on her / his own family

had a significant purpose for the Japanese people

register. In comparison to the Western certificate of

as national subjects forming a consciousness about

status, the Family Register has significant capacity

family. In a way, the ie system, which forced a

to publicly exhibit the social status of people,

single family name, and thus a sense of bonding,

as it does not allow, for instance, a mother who

onto the whole family, was promoted as a state-

gives birth out of wedlock to remain anonymous

endorsed ideology; and the fact that husband

even if she wishes to do so. If a mother wants to

and wife had kept different family names on the

avoid recording the “illegitimate” status of her
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To return to th.e main theme of this paper, it

child on the Family Register, it is necessary to

his mother’s family register. In the case of children

register the birth with false information about the
parent ( s ) . The prospective false parents would

born out of wedlock, there is no obligation to

usually be a married couple among the mother’s

jurisdictions, such as France, that allow mothers to

family relations or outside of the family who want

be anonymous, i.e. not record either parent’s name

to actually adopt the child. However, parent-child

on the certificates out of respect for privacy and/

relationship once recorded on a family register

or the right to pursue individual freedom in family

cannot be changed and if the adoption is legally

relations.13 The regulation of actual parent-child

carried out, the register makes it permanently

relationships in Western civil laws is principally

evident that the child was adopted. As a result

based on this system of birth certificates,

adoptive parents also often want an undocumented

differentiating conditions for proving mother-child

procedure, and report the birth of the child with

relationship from father-child relationship, and

false information. Thus, reporting of births with

also differentiating parent-child relationship within

false parent-child relationships is not rare in Japan.

wedlock from those outside wedlock according

Still, the legal framework has been that it is an

to the parents’ marital status. The Japanese Civil

absolute requirement to have true, i.e. blood-

Code originally inherited these ideas, for example

related, parent-child relationships on the records

the anonymity of mothers when registering birth

of the Family Register, and birth records with false

in the French law was passed on to the Japanese

information must be amended if uncovered at any

counterpart to prove “illegitimate” mother-child

time, regardless of how fully and how long the

relationship by the mother’s acknowledgement of

parent-child relationships have been lived as an

her child. However, this is the very cause of the

actual relationship in real life. At first the Family

contradiction between the Japanese Civil Code and

Register was thus amended with ease, solely by

the Family Register and is evident in the process

the request of any related party to the responsible
( municipal ) administration. This eventually

of law suits regarding parent-child relationship.

changed to require a court’s permission and
this procedure developed into law suits seeking
confirmation of (non-)parent-child relationships.

record their fathers’ names. There are even

3. The Civil Code Losing Its Substance
through the Law of Precedent

In the Western certificate of status, in contrast,

(1) Family Register Amendments and Court

a birth certificate is newly created with each new-

Cases Regarding Recognition of Parent-

born individual. The parents are only recorded

Child Relationship

by their names on that certificate, can even be
unrecorded, or be in a fake “marriage” (that is,

As the social status of Japanese people is based on

the “mother” and the “father” are not necessarily

contests a parent-child relationship would demand

married even if they sign the certificate as
“married”), and can even be non-existent people.

the record in question to be changed by filing a

If a woman gives birth to a child whose father

the recorded parent-child relationship does not

is not her husband, there is still no problem in

exist. The right to file this kind of law suit is not

creating a birth certificate including the names of

limited to any person nor is there a fixed time

both blood parents, unlike Japanese cases where

within which to file a case. The law suit may be

the child would have to be incorporated into her /

filed by any person at any time and may overturn

the record on the Family Register, someone who

“confirmation law suit” intended to confirm that
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a substantial and longstanding life for the parent

the judges that it would be enough to overturn a

and child simply because the parent-child status

parent-child relationship by only administratively

does not match the blood lineage. This has had

amending the family register in question, i.e. there

a critical impact on those who are involved, but

was no need to treat it as a court case.

court precedents have admitted it throughout

Precedents, as I will discuss below, denied

history. A change occurred only in relation to

Civil Code regulations by interpretation for the

whether such a law suit may involve a dead person

first time when the defendants of various law

or not. Precedents used to exclude relationships

suits that sought to challenge their parent-child

with the dead as they limited confirmation suits

relationships employed Civil Code articles to

to treating relationships involving those who have

maintain the challenged relationships. However,

14

current legal existences. Those who wanted to

“legitimate” mother-child relationship was out

seek changes to certain family registers, typically

of the question to start with as there was no

motivated by the possibility of receiving the

regulation regarding this, and no way to defend

bereaved family pension of those injured/killed

it in the Civil Code. Thus it was thought to be

in war, were filing confirmation suits against

clear that this relationship could be challenged

surviving collateral relatives. Specialists tended to

by confirmation law suits. “Illegitimate” mother-

debate whether these would need to be changed

child relationship, on the other hand, only became

into direct law suits for claimants to prove the

subject to confirmation law suits after a Supreme

existence of their own parent-child relationships

Court judgment on April 27, 1962 which denied

15

with the dead. On July 15, 1970, a Supreme Court

outright a Civil Code regulation to prove mother-

Grand Bench judgment revised precedents by

child relationship by acknowledgement by the

expanding the scope of the confirmation law suits

mother, holding that it should be proven by

16

evidence of who gave birth.17 In any case it might

In the French as well as the German Civil Codes,

have been impossible for the Civil Code regulation

which were models for these types of law suits
(such as confirmation law suits for (non-)parent-

of a mother’s acknowledgement of a child out

child relationship) there were many restrictions

stated above, was originally created in the French

on putting forward such suits: the French Law

counterpart as a provision which was inseparable

governed them within its Civil Code as a whole

from the mother’s right to anonymity at giving

and the German Law by its Civil Procedure Code
(Art. 640 and relevant clauses). In Japan, as I have

birth, which contradicted with the Japanese Family

argued, this was not the case. There was no doubt

into her / his mother’s family register to report the

in the courts about the interpretation of the law that

birth.

to include the dead in possible relevant parties.

of wedlock to actually function. This rule, as

Register necessitating a child to be incorporated

even the parent-child relationships of collateral

Confirmation for / against “illegitimate” father-

relatives could be challenged in confirmation

child relationship has had a different development.

cases, perhaps because the concept of having

Under the Civil Code, what are known as “forceful

legal parent-child relationship outside of blood

affiliation law suits” are equivalent to claiming

lineage was not conceived of. The consciousness

confirmation of the existence of “illegitimate”

of Japanese law as such was symbolically

father-child relationship; whilst what are known

demonstrated by the fact that the above Grand

as “nullifying affiliation law suits” are equivalent

Bench decision noted a minority opinion among

to claiming confirmation of the non-existence of
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law suit may only be filed by the supposed child

child is legally accepted only as her husband’s or
previous husband’s offspring (except during the

against the supposed father, and within 3 years of

first 200 days of the marriage). The blood father’s

death if the supposed father is dead. The right to

acknowledgement of affiliation to the child is

file the suit is limited to the potential child, but

not accepted if he is not the legal husband. Thus,

there is no time limit on filing the suit after the

it is not legally possible to report a child’s birth

child’s birth, making it possible for a 60 year old

at the time with correct information about the

to claim affiliation to an 80 year old father, for

blood father if the birth is outside of the mother’s

instance. As for a nullifying affiliation law suit,

marriage, even with the willingness of all parties

there is no limit on either who has the right to

involved. The French Civil Code, which the

file a suit or the time period, making it possible

Japanese counterpart was originally based on,

for anyone to overturn such existing father-child

abolished the system of presumption of legitimacy

relationships at anytime. However, a confirmation

by amending it to admit any report of birth or

law suit for the “non-existence” of parent-child

affiliation and as a consequence nullifying the

relationship, which could overturn an existing

effectiveness of such presumption.18 However, in

lived relationship, would have a more critical

Japan, even if a woman in de-facto divorce gives

impact on the security of the child’s status than a

birth to a child, it is legally recognized only as her

law suit to confirm a parent-child relationship.

husband’s if the couple is still recorded as married

a father-child relationship. A forceful affiliation

However, there is no difference between the

on the Family Register. As a result, there is no

Civil Code’s discourse about “illegitimate” father-

dispute within legal thought over the necessity to

child relationship and the law suits regarding

ease the conditions for filing law suits for denial

confirmation of parent-child relationship or non-

of legitimacy in some way, although the legal

relationship, except the restriction on the time

community is still divided into various academic

limit by which to file a forceful affiliation law suit

theories in terms of where to set the limit to the

against the dead. Therefore, those who fight over

right to file such cases. Administrative practices

“illegitimate” father-child relationships, as well

and courts’ precedents regarding the Family

as precedents on this issue utilize the Civil Code’s
(forceful affiliation or nullifying affiliation law

Register have been constructing a rigid system;

suits’) discourse to construct their claims.

at the time of reporting birth within the Family

on the one hand rejecting related parties’ wills
Resister, while on the other flexibly admitting

(2) Conflict over the Recognition of “Legitimacy”

ways to overturn this later. For example, when a

The most controversial point of argument has

consensus was reached to negate a “legitimate”

been the conflict over “legitimate” father-child

father-child relationship between relevant parties,

relationship. “Denial of legitimacy” within the

a Family Court decided to overturn the presumed

Civil Code has strict conditions and gives the

“legitimacy” in question based on Article 23 of

right to file a suit only to the “legitimate” father in

Domestic Causes Inquiries Act, without dwelling

question and within one year of finding out about

too much on the conditions for challenging

the child’s birth. Within the scope of the Family

“legitimacy” in the Civil Code,19 and the relevant

Register, birth is recorded only as a part of the

parties amended the records of their family

mother’s register. When the mother is married, or

registers. A Supreme Court Judgment on May 29,

within 300 days of being divorced, her new born

1969, decided that it was possible to overturn the
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“legitimacy” of a father-child relationship by a

husband would be able to, as he wishes, abandon

law suit seeking to confirm the non-existence of

a child other than those who are proven to be

that relationship if the begetting of the child by the

his. To render all to the freedom of the relevant

father in question had not been objectively possible

parties is actually to render all to the desire of the

– such as in cases when the presumed “father” was
abroad, in prison, or this father and the mother

strong. Then, the law must intervene to protect
the vulnerable from the rule of the strong (parent

of the child were in de-facto divorce – thus the

or husband ) . If there is incompetence in this

20

child would not be presumed “legitimate.” What

intervention, it is necessary to amend it. And the

became the focus of academic debate was where

amendment needs to bear enough complexity

to draw the boundary for this child to be “presumed

of thought to consider diverse perspectives and

legitimate” or not. At one time, this debate went

possibilities and take into account not only current

so far as to give a place to a theory that denied the

but also future conflicting cases which require

meaning of presumed legitimacy altogether, i.e. if

delicate balancing.

there was no blood lineage with its father, the child

The theoretical tendency described above

would be largely acknowledged as “not presumed

seems to have had an effect on recent Supreme

legitimate” even with its necessarily “legitimate”

Court judgments. Since the above 1969 Supreme

status on the family register. Currently, however,

Court Judgment, the lower courts’ decisions have

a theory which emphasizes the reasons for the

allowed law suits to confirm the non-existence

existence of parent-child relationship in law is

of father-child relationship more widely than the

more firmly supported.

1969 Supreme Court Judgment which was made
on the basis of objective conditions. However, a

(3) Parent-Child Relationships in Law and by
Blood Lineage

Judgment rendered on August 31, 1998, rejected a
claim by the presumed father seeking confirmation

The reason for the existence of parent-child

of the non-existence of father-child relationship;21

relationship in law is to meet the need of a child

it stated that it would be unreasonable to say that

to have a legal parent and to secure the child’s

there had been no practice of marriage between the

identity and/or social status, although this would

father in question and his legal wife as they had

be based on blood-lineage. In other words, parent-

had opportunity to have sexual intercourse while

child relationship in law is a system that the law

they had lived separately about 9 months before

defines in order to protect the security of children’s

the child’s birth.

upbringing. Biological facts are included in this

The Supreme Court Judgment on July 7,

system but should not be the only defining factor.

2006, as discussed already, was an epoch-making

Presumption of “legitimacy,” for instance, is one

judgment in a sense because for the first time it

technique to sustain this system. No matter what

rejected a claim seeking confirmation of the non-

we call this system, such as the current German

existence of a parent-child relationship as an abuse

or French counterpart describing it as “to presume

of the right to file such a law suit. The theoretical

paternity,” the gist is to prevent children’s status

tendency to emphasize parent-child relationship by

from being insecure. If there is no system to

law was also seen here. The case was as follows.

define the husband of a woman as her child’s

The child cum defendant had been brought up as

father, the status of a child who cannot seek any

a child of the parents on his family register since

other as its father would become very fragile as a

his birth in 1939. As recently as 2002, however,
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a dispute over inheritance occurred between

cases restricts the record from matching with the

him and his older sister according to the family

relevant parent-child relationships by blood.”

register. This led to the sister filing a law suit

As we have seen so far from the framework

seeking to confirm the non-existence of parent-

of the contemporary parent-child law in Japan,

child relationship between their parents and the

how it will be transformed or remain is an infinite

defendant in order to nullify the inheritance rights

question. It is unknown how far the new tendency

of the defendant. As mentioned above, at the time

observed in the 2006 Supreme Court Judgment

of his birth, adopting a baby by reporting its birth
with false information about its parent ( s ) was

will undermine the previous framework of

known as “cottage adoption” and widely practiced

the basis that the parent-child relationship recorded

in Japanese society. This fulfilled the wishes of

on Family Register should be that of blood lineage,

all concerned, including the birth mother who

and whether this evolution will reconstruct the

did not want to have an “illegitimate” child on

framework so as not to contradict with the scope of

her family register, and the adoptive parents who

the Civil Code. Ideally, the law would be officially

didn’t want to record that their child was adopted.
However, precedents since the pre-war period had

amended to restrict the conditions for filing law
suits to confirm the ( non- ) existence of parent-

always held that such parent-child relationships

child relationship, such as who has the right to file

were bound to be nullified by confirmation law

a case or the period for filing it. But, as this seems

suits on the basis that the questioned relationships

impossible in today’s circumstances, we would

were not blood relations. The status of a child of

have to utilize the logic applied by the Supreme

“cottage adoption” on the Family Register was

Court, of defining some such cases as abuses of

vulnerable as it could always be overturned when

the right. In doing so, it would be necessary to

it was legally contested. Yet the child of “cottage

extend the logic to flexibly include more recent

adoption”’s status was based on a false birth report

cases, i.e. to apply it to cases filed more recently

which the child could not be blamed for. It would

after the birth of the child in question, in order to

have seemed a very unfair outcome that the child

protect children’s status. A significant obstacle

should always lose their status at the point of an

would be the fact that the courts have been positive

inheritance dispute after enjoying it for her / his

about using DNA identification as a simple and

whole life, but the courts did not compromise

straightforward way to prove a parent-child

until quite recently as they prioritized the demand

relationship, as this agrees with the tradition of the

that the Family Register needed to be accurate as

law regarding blood lineage as the legal parent-

a public record of parent-child relationships by

child relationship in most cases. Nevertheless, we

blood. This tradition was overturned at last by

are required to consider parent-child relationship

the above Supreme Court Judgment which stated

created through reproductive medical technology

that “it was clear that the demand for accuracy

in the light of this current climate surrounding the

of the record on the Family Register would

laws on parent-child relationship.

confirmation law suits which were constructed on

recognize exceptions, as the Civil Code in certain
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Ⅲ．Parent-Child Relationship When a Child Is Born Using
Medical Technology for Reproductive Treatment
for Medical Reproductive Treatment in Health

1. Towards Legislation

Science Council published a report in April 2003
stating that it would permit the supply of sperm,

As already discussed, significant conflict exists in

eggs or embryos by a third party but prohibit

Japan over restrictions on medical technology for

surrogate conception, and that it would recognize

reproductive treatment which has not yet reached

the child’s right to know her / his own origin and

agreement. There are numerous points of dispute

thus demand access to the relevant information

including how far specialists allow various degrees

when she/he reached 15 years of age.23 Regarding

of such treatment. One strong voice demands

parent-child relationship, in July of the same year

much greater liberalization, criticizing the self-

the Legislative Committee for Parent-child law

regulation of the Japan Society of Obstetrics and

Regarding Medical Reproductive Treatment in

22

Gynaecology. However the opposition, within

the Legislative Council published a “tentative

which I include myself, is also strong. While there

proposal” stating that the mother of a child should

is no obvious opposition to medical reproductive

be the woman who gave birth to that child; that

treatment for a living heterosexual couple who

the father of a child born by AID should be the

want to have their own biological children, if they

husband of the mother when there was his previous

want to use a donor for an artificial insemination

consent to the AID; and that the donor of the sperm

opposition is apparent even though this is endorsed

would not be able to legally affiliate the child by

by the JSOG. When it comes to using an egg

their acknowledgement. These perspectives on

or embryo from a donor, AID involving a dead

legislation, however, have been at a standstill since

person, or using a surrogate mother, each case

they were strongly opposed by some members

provokes fierce opposition for various reasons

of parliament who considered they were too

such as the presumed difficulty that the mother

stringent. Surrogate conception was particularly

can guarantee her unconditional love for a child

focused on. Because the above cited claimants in

born using such treatment, difficulty securing the
child’s identity, and/or the problem of possible

the Supreme Court Judgment on March 23, 2007
were a celebrity couple (a television personality

exploitation of women’s reproductive capacity.

and a professional show-wrestler) and campaigned

Only one regulation regarding medical technology

for the legal admission of surrogate conception

for reproductive treatment has so far been

through the mass media, the Minister of Labour

established, namely, the prohibition against using

and Welfare together with the Minister of Justice

clones in the Act on Regulation of Human Cloning
Techniques (enacted on December 5, 2001).

decided to consult the Science Council of Japan
( SCJ ) on the matter. The SCJ’s Explanatory

However, the following preparations for

C o m m i t t e e f o r M e d i c a l Te c h n o l o g y f o r

introducing legislation have been carried out by

Reproductive Treatment, deliberated the matter for

the Ministry of Health, Labour and Welfare, and

more than a year and released a report principally

the Ministry of Justice, respectively. Regarding

banning surrogate conception in March 2008, but

restrictions on interventions, the Committee

this has not yet brought about any legislation.
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2. The Necessity for Restrictions
Those people who want to have children via

3. Recognition of Parent-Child
Relationship When a Child Is Born
through Medical Technology

artificial insemination either by a living donor or a
dead husband, and their sympathizers, assert that
it is an unjustifiable intervention in the freedom of

(1) Pros and Cons of Medical Technology and
Parent-Child Relationship

self-determination to regulate medical reproductive

No matter how deeply discussants support

treatment as there is no concretely existing other

restrictions on medical technology for

who suffers harmful effects from the decision to

reproduction, the majority of them would also

use such treatment. Certainly, it is the very charm

argue that the law should recognize the parent-

of jurisprudence that it has maintained reservations

child relationship after a child is born through

about regulation in order to respect the principle of

such technology.24 It is reasonable to consider

individuals’ freedom of action, even if a particular

restriction of the act of reproductive treatment and

action might be disapproved of by the majority.

laws on parent-child relationship separately. Even

Take the incest-taboo or many other crimes

if a particular medical treatment is something that

defined by the Penal Code; those crimes which are

should be banned, the child born out of it has no

established as crimes in society usually acquired

responsibility for “using” it. It would be sound

their current status over a long historical period.

to argue that the law should consider the child’s

If the action in question is merely against the

welfare first and foremost and support the parent-

majority’s values, without this being established as

child relationship which would bring the best

a social value as a whole, the law refraining from

possible benefit for the child. Then, this argument

forcing the majority’s view upon others functions

would include recognition of the parent-child

to secure the minority’s freedom. However, there

relationship of parents who desired and planned a

are matters too risky to be left to the free hand of

child via medical technology.

the spontaneous development of social values.

Despite the logic above, it cannot be denied

Matters where people’s consciousness cannot

that judging whether this kind of parent-child

catch up with technological development are an

relationship should be recognized by law is

example. Medical technology for reproductive

closely connected to one’s evaluation of medical

treatment is typical of this, and in such cases the

technology for reproductive treatment. As can

law needs to set limits purposefully on certain

be typically imagined in surrogate conceptions,

points in order to maintain a society in which the

if the planned parent-child relationship could be

members can coexist. Also, the claim that there is

achieved as a consequence of prioritizing the born

no other to suffer serious harm through medical

child’s welfare, banning such treatment would

reproductive treatment is questionable. Those who

have little deterrent effect. Also, a dishonoring

may suffer harm do already appear to exist, such

social stigma might be attached by this very

as the children who will be born and/or women

parent-child relationship if a sense of taboo against

who bear the weight of maternity and labour for

such treatment were created in our future society,

others, and who may possibly be exploited, and do

just like the incest-taboo today. In the case of

so not without danger to their own lives.

using dead persons’ sperms or eggs, this would
be made possible by the very recognition of the
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parent-child relationship, as the child in question

Takii); and “it is not agreeable to acknowledge

would necessarily be marked as born via medical

such a relationship as this would mean creating

technology. Particularly as there is no legislation

a significant problem by the law supporting the

restricting medical reproductive technology in

practice of birth by conception using a dead

Japan, there is significant fear that the court’s
recognition of parent-child relationship through

father’s sperm which was conducted without
enough social consensus” ( Judge Imai ) . These

such technology, though still legally disputed,

supporting opinions demonstrate the court’s idea

might in effect appear to legally sanction the

that it is necessary to establish legislation to

technology that created this relationship. For the

suppress child-bearing by conception using a dead

court to recognize parent-child relationship created

father’s sperm.

through this technology might foreseeably lead to

By comparison, whether the judgment

enabling children to be born with ever greater risks

is against medical technology for surrogate

one after another, such as a child born through

conception or not is not so clear in the March 23,

surrogate conception and labour without secure

2007 Supreme Court Judgment, also mentioned

social conditions; a child conceived with sperm

above, although it also demanded swift legislation

from an already dead father; a child with a higher

regarding restrictions on medical reproductive

likelihood of suffering from an identity crisis due

technology. In this judgment the court held that the

to the fact that she/he was born by AID. “Demand

bearer of the child should be the mother because

for the child’s welfare” sounds supremely logical,

it had no other basis but to apply the Civil Code

but, if possible consequences such as the above are

which contains no provision regarding such new

taken into consideration, this principle would have

phenomena as surrogate conception. However,

different functions depending on which “child’s”

as advocates of surrogate conception argue,

standpoint the court employs: the child in focus in

this judgment can also be read as demanding

a particular court case, or the many children who

legislation to allow surrogate conception and

are not yet born but would possibly be born in the

acknowledge the surrogacy client as the mother.

future and also be affected by the court’s decision.

It seems that the Supreme Court employed neutral
expressions on surrogate conception.

(2) The Supreme Court Judgments
The above mentioned Supreme Court Judgment

(3) Regulations in the Civil Code

on September 4, 2006, which dismissed a claim

The parent-child relationship presumed in the

seeking acknowledgment of the paternity of a

Civil Code is by natural reproduction. It would be

dead father whose frozen sperm was used to

reasonable to interpret the Code’s discourse to also

conceive the claimant child, clarified the court’s

include other technology guided reproduction such

negative evaluation of the medical technology

as those between living parents and their biological

employed in its supporting opinions: “if on the

children born by external fertilization when both

basis of the child’s welfare the law admits a legal

parents’ desired the treatment. However, children

relationship between a child and a parent who was

born by post-mortem or surrogate conception fall

already dead when the child was born, this may

into a matter of interpretation without regulation

well lead to allowing children who are fatherless

by the law, as it would be difficult to see these

from conception to be born wherever there is a
blood lineage and the will of the parent(s)” (Judge

cases as included in the Civil Code’s discourse.
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When there is no legislation, the freedom of

interpretation increases. But this does not mean

has a history dating back to Roman Law. The

that the law is rendered to free interpretation. It

function of the law to protect legal entities implied

is restricted by the overall academic norm of the

here is too enormous to grasp as a whole even

general principles of law. For the purpose of this

for lawyers. We are thus only able to continue

paper, interpretation here should be done within

revising and developing this system in order to

the scope and limitations of normative legal

diminish problems when it is applied to our reality,

principle which considers what the existing parent-

imagining what inconvenience it would cause if

child law is. Even if the Civil Code was applied to

this system was lost. When we are to design a new

a parent-child relationship created by post-mortem

system necessitated by new conditions brought

or surrogate conception, just as it is to such a

about by the development of medical technology

relationship by natural conception, this would

for reproductive treatment, it is necessary not to

still be the outcome of a process of contemplating

start again from scratch, but to take into account

whether such application of the Civil Code was

the wisdom of civil law that the current Parent-

appropriate to the legal principles of parent-child

child law embraces.

relationship law. The above decision to define

Currently the argument is focused on issues

the woman who carried the child as the mother

that arise immediately after the child’s birth,

in a surrogate conception, for example, can be

namely, whether to admit the parent-child

evaluated as employing the Civil Code as a result

relationship desired by parents who utilized

of such contemplation; it was not necessarily based

medical reproductive treatments. However,

on critical concern about surrogate conception as

designing a new parent-child law requires clearer

medical reproductive technology alone, but also

vision over a longer time-span. A couple who

based on concerns about the demands within the

acquired a child through medical reproductive

Civil Code, which as a rule presumes the child-

treatment of course want to be true parents of the

bearer to be the mother, in order to affiliate a child

child. And at first it is easy for the law to give

to one mother and to emphasize the definition of

them that status as their report of the birth would

motherhood as having nurtured a child though

usually be accepted and processed by a local

pregnancy.

family register office without hindrance. The cases
treated by the Supreme Court were filed as law

4. Designing Parent-Child
Relationship Law

suits because of their exceptional circumstances:
one in which the child-birth was reported with a
father who was dead at the time of conception;

(1) The Making of Parent-Child Relationship

and the other in which the claimants were famous

I have argued that the legal parent-child

persons known to have had a contract for surrogate

relationship defined by the Civil Code is a “system”

conception in Nevada, US. The vast majority

which stands not only on parent-child relationship

of those who acquired children via donation of

by blood lineage but also on considerations of

egg or embryo, or surrogate conception, which

complex and diverse demands including the needs

are theoretically not available within Japan but

to give a child a legal parent and to safeguard the

are available abroad, would already have had

identity and status of a child. It is a system, like

the desired relationships in their birth reports

other systems of law, worked out through never-

incorporated into their family registers.

ending negotiation with the living society, which
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(2) Protection of Children’s Status in the Future

thus this would be likely to be used to support

We can imagine that it would be extremely difficult

the challenge. There are also numerous cases in

to create an accurate record of children born by

which parents who used AID divorce and both

medical reproductive treatment. Parents would try

sides then want to overturn the existing father-

hard to hide the fact, and third parties including

child relationships whose original falsification

institutions engaging in registration would not be

would otherwise be hidden. Similarly, with the

able to grasp it. It is possible that future legislation

knowledge that someone was born by AID, it

will legitimize medical treatment using donated

would be tempting to file a law suit against them

eggs or embryos, and medical institutions, out

seeking to confirm the non-existence of parent-

of concern for the children’s right to know their

child relationship after their legal father’s death

origins and so forth, may construct a register to

if such confirmation would bring the claimant the

accurately record the parents and children who

right to inherit their property. As long as the parent

used these treatments. Still, it is imaginable that

is alive and determined to preserve the parentage,

parents would give medical institutions false

the status of the child is secured. But when the

information of their identities if possible. To date,

parent dies or changes his mind, the status of the

similar cases have always occurred: it has always

child can be easily contested. In order to protect

been a criminal offence to report a birth with

the status of the child, non-existence of biological

false information, and a doctor’s birth certificate

tie should not be invoked once legal parentage has

must be attached to the report, in order to prohibit

been established. It is easy to prove that there is no

“cottage adoption.” However, a birth mother using

blood relation by a biological test to overturn the

the adoptive mother’s name to see a doctor and

parent-child relationship in question, while it is far

gain the “right” certificate, for instance, has always

more difficult to prove that someone was born by

been practiced. Adoption in Japanese law is very

medical reproductive treatment in order to protect

different from so-called “complete” adoption in

her / his status.

the counterpart laws in Western Europe. The need
to hide the status of adopted child is significant in
Japan as the relationship with the blood parents

(3) The Limitations of Legal Records as a
Solution

would be visible in the adopting parents’ and

A report by the Committee of Medical

child’s family register, even when the adoption

Reproductive Treatment in Health Science Council

is one which legally extinguishes the child’s

in April 2003 seems to argue for registering

25

relationship to her / his blood parents.

and controlling the complete record of medical

If the fact that a child was born by medical

reproductive treatment through a public institution.

reproductive treatment is hidden, how to protect

However, no matter how complete the record is,

the status of the child when, challenged, becomes

making it possible to prove that someone was born

an issue. A judge would not know the fact unless

by the technology by allowing relevant parties to

the parents make it clear. If there is a law suit

access the record, this alone would not solve the

challenging the status of a child, and this child

problem as a whole. If it is made known by a DNA

happens to be born by artificial insemination by

test that a child born by medical reproductive

donor, she / he cannot rely on a DNA test as it
would reveal that there is no biological relationship

technology has no blood relation with her / his
parent(s), it would become necessary for her / him

between the child and the current legal father,

to prove that she/he was born with that technology
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in a law suit to protect her / his legal status. On top

allows a husband to challenge the “legitimacy”

of the legal conflict, the psychological damage

of his presumed child within one year of the

might not be negligible. The tentative proposal

child’s birth, this should not be the case when the

put forward by the Legislative Committee for

husband agreed with his wife/the child’s mother

Parent-child law Regarding Medical Reproductive

to have AID. Then, it would be necessary to

Treatment in Legislative Council in July, 2003,

establish a law to regulate such claims. However,

which tried to define who the mother and the father
are in AID cases (see page 13 above), still has

as usually it is more than a year before a husband

limitations regarding the security of parent-child

case would still not be as vulnerable in practice.

relationship, and would also have longstanding

Overall however, Japanese law does not have

effects. This is considered to be another reflection

a firm function to protect children’s status. The

of the limitations of parent-child law in Japan as

legal framework that defines as well as challenges

stated in Section 2 above.

parent-child relationship, and the administrative

files this kind of law suit; the child’s status in this

The relationships between parents and

process to amend the Family Register contradict

children born by medical reproductive treatment

each other in terms of their principles, as discussed

should, after all, be protected in the same legal

above. The inevitable evaluation is that the current

manner as the relationships between parents and

Japanese law in this area is in structural confusion.

naturally conceived children have been protected

We should keep an eye on its future development

in current parent-child law. For example, the

following the Supreme Court judgment which for

status of a child born by AID can be protected

the first time dismissed a confirmation law suit for

by the idea of presumed “legitimacy” under the

the non-existence of parent-child relationship as

Civil Code. Although another rule in the Code

an abuse of the right to file such a case.

Ⅳ．Conclusion
In trying to design a law relating to medical

would be to legislatively confirm a reverse

reproductive treatment, negotiating with varying

interpretation that “a parent-child relationship is

legal interests and the existing Civil Code

established by blood lineage with the parents in

discourse, and not focusing on conflicts, we

the case of a child not born by such treatment.”

come back to the problem that current parent-

Japanese law has not provided any systematic

child law in Japan is simply not up to such a

support to mothers who are not able to bring

contemporary issue. There is also a danger that

up the new born. This is one cause of the illicit

the law defining actual parent-child relationship

custom of “cottage adoption,” which has long

could be degenerated at the very same opportunity

and unjustly deprived the children involved of

for establishing a new law around medical

the right to inherit from their adoptive parents

reproductive treatment. For example, to establish a

when their status is challenged. Such challenges

definition that “there is a parent-child relationship

must also have left some of these children without

between a child and its parents even if there is no

any means to find their blood parents afterwards.

blood lineage in the case of a child born by the

Legislation relying on the registration of those who

parents’ usage of medical reproductive treatment”

use medical reproductive treatment might simply
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repeat this history. Besides, a person’s genetic
information is one of the core aspects of privacy;
parent-child law should be able to define children’s
status without disclosing such information. If the
law can create a framework in which every child’s
status is protected, the status of children born by
medical reproductive treatment can also be truly
protected for the first time.
We do not know where Japanese legislation
regarding medical technology for reproductive
treatment is heading from now on. It might
develop with enough consideration for the serious
consequences in the lives of children born by
such technology, or it might develop in the
opposite direction, for instance permitting the
widest range of medical reproductive treatment
out of a short-sighted political decision to help
push up the decreasing birth rate, escalated by
the logic of “self-determination and individual
freedom.” We certainly need to stop and consider
that certainly self-determination and individual
freedom should be a counter logic to the general
tendency to suppress of freedom in Japanese
society, but this logic is too often used to maintain
obstinate conservatism in the politics of family
law. We should be critically aware of this irony in
considering how to design new laws in this area
from now on.
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HISTORICAL MEMORIES AS
SOCIAL-POLITICAL PROCESSES:
East Asian Examples

SEO Jungmin

Ⅰ．Introduction
Academia and popular media in both Korea and

interests and the role of political and historical

Japan have begun commemorative activities this

memories since the former and the latter cannot

year for the 100th anniversary of the Japanese

be easily separated. As I will discuss further in

annexation of the Korean peninsula in 1910.

this paper, the notion of hardcore national interests

In South Korea, a number of events are being

frequently obscures the question of political

prepared to commemorate the 60th anniversary of

subjectivities. When we presume that there is a

the Korean War. With any commemorative event,

distinct national interest in global politics, we often

observers of politics and society ponder how and

ignore the reality that national interests are not

why past events influence present political and

simply the aggregated sum of individual interests

social landscapes. Indeed, we do not have any

of a society. When American dissents criticized

hard evidence that commemorative activities or

the Bush Administration for its decision to invade

intensifying political and historical memories

Iraq, they charge, the president with being subject

can actually change or impact the real political

to special interests rather than national interest.

structures at both domestic and international levels.

But, the problem is that the distinction between

While we can expect that the 100th anniversary of

national and “special” interest can never be

the annexation will increase public discourses on

concrete and based upon unanimous agreement

the relationship between Korea and Japan, any re-

among members of the community. For example, a

arrangement of the current relationship between
the two countries will be largely determined by

bilateral agreement, such as Korea-US Free Trade
Agreement ( FTA ) , can easily ignite intensive

more tangible political and economic interests

social debates around the notion of national

rather than historical symbolism marked by

interests. Opponents of FTA criticized the Korean

commemorations.

government for being submissive to chaebol’s

Nonetheless, we have to be attentive to the

interests at the expense of national interests,

complex relationship between national and social

which is seen as the representation of the ordinary
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people. Supporters of FTA counterattacked the

interest should be constructed in a specifically way

opponents for promoting the special interests of

that accounts for the social and public imagination

farmers at the expense of national interests that

regarding the type of political community we live

should be, instead, translated by Gross National

in and how we should assign political priority in

Product and increased exports of Korean industrial

establishing national consensus. In this regard, I

outputs. As such, national interest, as a political

suggest that we must think more seriously about

rhetoric, cannot be calculated simply by examining

issues of national identity that are constructed

the current socio-political and economic interests.

through the processes of making public memories

We can raise an even more radical question.

and national histories.

Is unification with the North a national interest for

In this short piece, I will discuss the nature of

South Korea? It is quite certain that virtually all

political and historical memories by examining the

South Korean would answer “yes” to this question.

relationship between social memories, nationalism

Nevertheless, if a survey asks “will national

and society. Primarily, I define historical memories

unification benefits your individual life and

in a political community as a product of socio-

economic situation?,” respondents might hesitate

political processes rather than fixed social facts.

to answer since South Koreans are not used to

Memories about the past, especially those from

reflecting on the issue of unification in terms of

second-hand experiences, are constantly re-defined

individual well-being. Here, we can contemplate

and re-interpreted by contemporary socio-political

what factors shape public conviction to the extent

dynamics. From this perspective, I argue that

that unification is seen as an uncontroversial

there is underlying politics of identity beneath the

Korean national interest when Korean citizens

conflicts of historical memories in East Asia. In

are not really thinking about the real impact of

other words, any attempt to solve these problems

unification to their own lives. With this point,

among East Asian nations must be based upon

I am neither advocating a certain position

framework of identity politics rather than a

regarding Korean national interest nor arguing

framework of historical inquiries searching for

that unification is not a Korean national interest.

facts and truths.

Rather, I suggest that the concept of national

Ⅱ．Memory, History and Nationalism
Since the revolutionary work of Maurice
Halbwachs, On Collective Memory ( 1941 ), the

reveals the public nature of cultural meaning,2

study of memories has entered into various fields

emphasizes the contemporary reconstruction of

1

Halbwachs’ notion of collective memory

of social sciences research. As a sociologist

past events through socio-political agreements,

influenced by the intellectual tradition of Emile

both explicit and implicit. This sociological

Durkheim, Halbwachs virtually invented the

concern led to his study of how social segments,

term collective memory while separating it from

such as religious sects or classes, construct

the understanding of individual memory as a

different collective memories to confirm the

philosophical and/or psychological subject. Just

contemporary divisions among social groups. In

as Clifford Geertz’s innovation of cultural studies

other words, differentiated social grouping requires
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distinct collective memories for each group while

subjects experience time. Through national

differentiated collective memories consolidate

public education and the proliferation of national

socio-economic differences between social groups.

museums and memorials, “national history”

While the contribution and significance of

became the most privileged prism to understand

Halbwachs’ seminal work to the study of social

the passing of time. Simultaneously, a nation as

and political memory is uncontroversial, our

an imagined community became the ultimate

understanding of collective memory has become

target of political loyalty since the differences of

much more sophisticated and broader due to the

societal and economic lives were subsumed by

Andersonian revolution in nationalism studies

the homogeneity promoted by the unified nation.

3

during the 1980s and 1990s. The collapse of the

In sum, “[national] history became the mode of

Soviet bloc in the late 1980s and the disintegration

being, the condition which enables modernity

of the Soviet Union itself during the early 1990s

as possibility, the nation-state is the agency, the

can be seen as the watershed for the study of

subject of History which will realize modernity.” 4

nationalism. The political map of Eastern Europe

This newly found significance of temporality

and the former Soviet Union has been radically
changed by newly ( re ) appearing nationalities

and history in the study of the nation allows us

demanding their historical right to form

experiences, social memories and national

autonomous nation states. The end of the Cold War

histories. For the purpose of clarification, I assume

transformed the fundamental structure of political

that individual experiences as segmented, atomized

struggles in many other regions of the world as

and particular, whereas social memories are locally

well, in turn, replacing ideology with national and

shared and agreed upon by communities. National

ethnic identity as the basis of collective political

histories, however, are the products of nation

claims. The academia quickly responded, and

states, which must secure the political loyalties of

nationalism literature in the 1990s mushroomed so

their own subjects. In a strict sense, these three do

fast that it is very hard to tell which perspective is

not belong in the same category. Indeed, within

dominant and which is revisionist.

the context of national history, virtually all of our

to better analyze the tension between individual

Of all the theoretical debates and controversies

daily individual experiences are forgotten and

over the sources of nationalism in the 1990s,

disappear not only from communities, but from the

B e n e d i c t A n d e r s o n ’s n o t i o n o f i m a g i n e d

subjects’ memories as well. Unless you are a local

community impacted the academic world the

community historian, local and social memories

most because of its novel finding that the nation

do not escape from very strictly confined realms.

state could emerge only through refashioning a

National histories, however, achieve a much longer

collective sense of temporality. In other words,

lifespan since they are supported and legitimized

a nation could be imagined by the construction

by vast state institutions, such as public schools

of uni-linear temporality. This, in turn, allows

and museums.

us to understand a nation as an organic entity.

Though they are categorically separated, a

Compared to divinity oriented temporality,

national history frequently recruits individual

which is circular and non-progressive, a newly

and community memories by refashioning the

emerged progressive / linear temporality in the

process of narration. For example, Lu Xun, one of

age of modernity, the nineteenth century, allowed

the most important novelist and cultural leaders

nation states to impose the way in which national

in early twentieth century China, describes his
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own personal experience when he was a medical

Center for Korean Studies. During the middle of

student at Tohoku University. He was watching a

the conference, a Japanese history teacher started

news film in which the Japanese army beheaded a

his presentation with his sincere apology to the

Chinese man who was accused of being a Russian

Korean people. He mentioned atrocities committed

spy. He describes the incident as follows: “This

by Japanese militarism, especially the suffering of

was during the Russo-Japanese War, so there were

Comfort Women during the Second World War. I

many war films, and I had to join in the clapping

became quite confused by this historian’s sincere

and cheering in the lecture hall along with the

apology directed at the Korean presenters and

other students. It was a long time since I had seen

attending audience members. Is it appropriate for

any compatriots, but one day I saw a film showing

me to listen and accept his apology? Why was

some Chinese, one of whom was bound, while

he looking at a group of Korean male scholars

many others stood around him. They were all

and teachers, including myself? Without it being

strong fellows but appeared completely apathetic.

said, there was a tacit agreement. The suffering

According to the commentary, the one with his

of the Comfort Women was, and is, a national

hands bound was a spy working for the Russians,

matter without a shadow of doubt. Let’s imagine

who was to have his head cut off by the Japanese

an alternative scenario. What if the conference

military as a warning to others, while the Chinese

was strictly based on feminist historiography?

5

Then, I would need to be the one apologizing for

This personal experience was a critical moment

being a male scholar who analyzes and interprets

for Lu Xun who just realized that the real source

a highly patriarchic East Asian historiography.

of the Chinese national problem was not physical

Indeed, the most straightforward and direct

diseases that could be cured by medical knowledge

demands and offerings of apology can be done

but spiritual decay that allowed the Chinese

between the parties directly concerned with the

people to enjoy the spectacle of the beheading

atrocity, the treatment of Comfort Women, and the

of their own compatriot without a slight sense of

Japanese government. As to the question regarding

sympathy. According to his description, he was

“who apologizes to whom?” all other relations

not the only one watching the news film in 1905.

are subject to, and require, different modes of

Then, why and how was this specific personal

historical interpretation. The military can apologize

experience translated into the fate of the Chinese

to civilians. Men can apologize to women.

nation? As a talented and spirited novelist, Lu

Colonialists can apologize to the colonized. In

Xun’s will to translate his own experience into

that auditorium, a Japanese teacher apologized

the national allegory, and his choice to explore

to Korean participants. In this specific incident,

the world of literature for that purpose served

national identity was the most important category

as the connecting medium between his personal

for both parties. In other words, both parties could

experience and Chinese national history.

understand the full meaning of the apology as they

beside him had come to enjoy the spectacle.”

Here is a more personalized example.

embrace the notion that national subjectivity is the

Three years ago there was a conference on the

primary prism to understand historical events like

publication of an alternative East Asian history

the atrocity of Comfort Women.

6

textbook at the University of Hawaii at Manoa .

As shown in the two examples discussed

As one of the participants, I sat with a number

above, the relationship between individual

of Korean historians in the auditorium of the

experiences and national history are not prefixed
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or unchanging. National histories constantly

by examining how past events emerge in the

appropriate individual experiences or social

interactions among individual experiences, social

memories in diverse ways. In that sense, collective

memories and national histories and through an

memory, either social or national, can be seen

investigation of the emergence of Comfort Women

as a process rather than a fixed social fact. In

narratives and the history of the Nanjing Massacre

the following section, I will further explore the

in the public realm.

understanding of memory as a social process

Ⅲ．Remembering the Comfort Women and the Nanjing Massacre
It is important to note that the Comfort Women

majority of studies on this issue tend to highlight

issue has never been part of the national history

the patriarchic and dictatorial nature of Korean

until early 1990s. South Korean national history

politics as the central barrier. Nevertheless,

since independence has been shaped by the master

few have explored the factors that enabled the

narration of independence, division, war and

individual tragedies of the Comfort Women to

development as well as a regaining the masculinity

be translated into collective memories of Korean

of the nation after the humiliating colonial

women and the nation. To question “barriers”

experience. As many Korean feminist historians

without investigating the issue of “enablers,”

suggest, the history of the nation was highly

however, implicitly obscures the complex

genderized through endowing masculinity as the

relationship between events and memories, as the

7

condition for proper national citizenship. Hence,

former question presume that historical events

the suffering of the nation was the suffering of

could speak for themselves if no social or political

Korean men, whereas the feminist perspective

barriers exist. Rather, as I explored in another

of the Korean nation was interpreted as the

work, the emergence of a specific experience as

property of Korean men without its own political

historical memory should be investigated in terms

subjectivity. From this lens, female victims of

of the formation of political subjectivity, that is to

sexual violence, such as Comfort Women, were

say, “who can remember.”10

seen as humiliating the patriarchic Korean nation,

The emergence of the Comfort Women atrocity

or the de-masculinization of the Korean male. In

as collective memory is largely indebted to the rise

other words, Comfort Women were unfortunate

of feminist consciousness in Korean society and

individuals who might vitiate the dignity of the

the growth of Korean civil society organizations

8

nation. This public consciousness also penetrated

with feminist agendum. In particular, the

the self-consciousness of the victims. The Comfort

establishment of the Korean Council for Women

Women’s earlier testimonies clearly show that they
were suffering from self-contempt, humiliation

Drafted for Military Sexual Slavery by Japan
( Chungdaehyup ) in 1991 was the constellation

and isolation from the time of their horrible

of the Korean feminist movement in the post-

experiences to the emergence of a new public

democratization era. With the mobilization of

9

consciousness based on feminism.

critical resources through this organization, Korean

As to the question, “why was the issue of the

feminists were able to overcome two hegemonic

Comfort Women not raised until early 1990s?” a

keywords, “nation” and “class” both of which had
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dominated the Korean democratization movement

in the mid-1930s to his death in 1976, can be

by elevating women’s issues and women’s history

easily characterized as the agency of peasant

11

into the Korean public sphere. As “women”

revolution with a strong sense of nationalism.

became an independent political category, the

Indeed, the Chinese Revolution was the only

activists supporting the Comfort Women survivors

major social revolution that started from rural

were able to form strategic alliances with existing

areas and ended with the surrounding and seizing

progressive social forces and, in turn, negotiate

of urban areas, which were formerly controlled by

with hegemonic discourses of nationalism.

the Nationalist Party – the champion of Chinese

They were able to translate the tragedy of the

capitalist modernity.12 From the perspective of

Comfort Women into different social languages.

the earlier CCP, the fall of Nanjing, the capital

To make an alliance with progressive, left-wing

city of the Republic of China, was not an event

nationalism, the Comfort Women issue was

that proves the brutality of Japanese militarism

written in the language of anti-colonialism and

but instead provides evidence for the incapability

anti-imperialism. At the same time, these feminists

and irresponsibility of the Nationalist Party and

used the universalistic concept of human rights to

its failure to defend its capital city and protect its

promote their cause in international spaces. For

citizens. Hence, it is not surprising that we cannot

instance, they were able to drastically increase

find any article mentioning the Nanjing Massacre

international awareness of the Comfort Women

in the nine volumes of Selected Works of Mao Tse-

issue by comparing it with the mass rape of

Tung. For Mao’s China, the Nanjing Massacre was

Bosnia in the mid-1990s. When Kim Dae-Jung

not a national trauma at all.13 After all, the victims

was elected as the first progressive president in

in Nanjing were not the revolutionary subjects in

South Korea, the feminist activists quickly pressed

their party history.

the government to incorporate the tragedy of the

While the first textbook controversy

Comfort Women as a key component into the

between Japan and China in 1982 initiated the

national history. In sum, the newly rising feminist

reinvestigation of the Nanjing Massacre in

political subjectivity in South Korean civil

Chinese official historiography, the most important

society was the enabler that translated individual

factor that relocated the event to the center of

experiences of Comfort Women survivors into the

Chinese national history is the redefinition of the

collective memory of Korean society and nation.

CCP by itself and the emergence of a new type

If the establishment of the Comfort Women

of nationalistic subjectivity in China during the

tragedy as collective memory was enabled by

era of reform. While the Nationalist Party was no

the emergence of a new political subjectivity,

longer seen as the archenemy of the PRC after

the emergence of the Nanjing Massacre as the

the PRC’s successful entrance into the United

icon of Chinese national suffering was made

Nation Security Council, the reforming CCP

possible through the transformation of the Chinese
Communist Party’s ( CCP ) self-understanding.

started to identify itself as a modernizing force in

Let us recall the key identity of the Chinese

When the skyscrapers of Shanghai became the

Communist Party in their early years. Though

symbol of the success of the CCP-led economic

initially started as an elite movement led by

reform, 1930’s Nanjing should now be understood

prominent intellectuals, such as Chen Duxiu or

as the forerunner of Chinese modernity.

Li Dazhao, Mao’s CCP, from his rise to power

metropolitan areas, such as Shanghai and Beijing.

The emergence of societal and public
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nationalism in Chinese society also contributed to

discourses of chauvinistic nationalism and graphic

the elevated status of the memory of the Nanjing

descriptions of the Nanjing Massacre have enjoyed

Massacre. The transition toward a market economy

commercial successes.

and the end of class politics in Chinese society

I n c o n t e m p o r a r y C h i n e s e s o c i e t y, t h e

undoubtedly weakened the ideological coherence

memories of the Nanjing Massacre are still fresh

14

of the CCP. Whereas the Chinese government

and unstable as they emerged in the process of the

strengthened nationalistic and patriotic history

reform. The broaden room for non-state and non-

15

education throughout the 1990s, the rise of the

official interpretations of the Nanjing Massacre

Chinese cultural market also contributed to the

in the growing Chinese cultural market also

emergence of commodified historical memories in

force us to consider the dynamics of interactions

China. The partial liberalization of the publishing

between state and market in the formulation of

industry and the under-defined VCD and CD

public memories on the Nanjing Massacre. In

markets in the 1990s allowed non-state players

sum, Chinese collective memories of the Nanjing

to enter into the business of producing political

Massacre are not homogeneous and static in

and historical discourses that used to be strictly

spite of the lack of civil society and constant

16

monopolized by the CCP. Since the late 1990s,

reformulation based on socio-political processes.

Ⅳ．Toward the Community of Memory?
East Asia is space of shared collective memory

product of long-lasting struggles to differentiate

and history. This is not only because each nation

herself from two neighboring empires: Japan and

shares them but also because the memories of one

China.18 The deployment of ‘nomadic people’ or

community’s is inseparably interlocked with its

‘horse riding people’ to separate Korean identity

imaginations about the others. Japanese national

from China, despite the fact that Korea at the

identity historically emerged through century-

dawn of modernization was predominantly an

long endeavors to distinguish herself from both

agricultural society, blurred the borderline with

the West and Asia at the same time. Hence, the

Japan. The authentic Confucian civilization,

imaginations and interpretations about Chinese and

or literati tradition, to differentiate Korea from

Korean history emerged almost simultaneously

Japanese ‘military’ history damages the borderline

with the self-understanding of Japaneseness. When

with China. China itself has long been swayed

Japan was “othered” and ‘orientalized’ by the West

between China as a civilization with universalist

with essentializing Orientalist discourses, she

principles and as a nation with particularistic

had to impose even more strengthened Orientalist

claims. The un-sinicized territories and people

schemes upon her neighbors. At the same time,

inside of the border disallows the straightforward

Japan had to define herself as an Asian nation to

pursuit of the nationalistic identity, whereas the

fend off the totalizing and universalizing claims

Westphalian world system in the 19th and 20th

of Western civilization by manufacturing a deep

centuries has forced China to forget the imperial

sense of cultural and racial hierarchies among

tribute system. Overall, all nation states in East

17

Asian nations.

Similarly, the Korean national identity was the
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Asia heavily rely on each other to sustain a
concrete national identity; often with countless

loopholes and logical inconsistencies.

history that presumably makes the distinction

Though the problems of history and identity

between victims and victimizers indisputable. In

started from the onset of Western modernity in the

this sense, East Asia is a community of shared

nineteenth century, East Asia as a community of

memory and history in a twisted way; a sustainable

shared memory and history becomes particularly

national identity for each nation state is possible

significant with the continuing problematization of

only through denying the others’ history. The

the memories of the colonial and war-time periods,

morality, legitimacy, and glory of each national

since the political legitimacy of each nation state

history are possible only at the expense of the

largely starts with the national memories of these

others’ claim of historical subjectivity.

periods. For China and Korea, the history of anti-

As to the intensifying politics of memory

Japanese imperialism along with the memories of

in East Asia, I argue that the controversies and

collective suffering as state-less people been the

debates regarding the colonial and war histories in

foundational discourses of the post-war nation

East Asia were escalated because of a futile belief

state building processes. For Japan, the denial of

and/or hope that historical accuracy could solve

the militaristic history has been the course of the

political conundrums in the region. Nationalistic

post-war Japanese identity as a ‘peace-loving’ and

debaters in East Asia accuse neighbors of

‘civilized’ nation.

distorting and politicizing regional histories,

The fact that the memories of the colonial and

especially the traumatic experiences of colonialism

war periods are the sources of national identities

and wars. The Japanese have a deep mistrust

for all three East Asian states does not mean that

regarding the political use of the Nanjing Massacre

these nations share the same forms and contents

by the Chinese Communist Party, which is in dire

of the memory. Ironically, since each nation has

need of legitimizing itself during periods of radical

too much at stake in their historical interpretation

economic and social changes. Both Koreans and

of the same period, the politics of memory

Chinese are suspect of the underlying connections

has become one of the most difficult problems

between the newly emerging Japanese revisionist

among these nations. A series of recent events

history and Japan’s ambition to remilitarize

show that each nation state invests equal amount

herself. For all these claims and suspicions,

of passion and energy to produce an ethno-

debaters warn the politicization of history, or

centric historiography of the Second World War:

political exploitation of historical events.
Here, I like to make a bold claim regarding

Japanese top leaders’ visits the Yasukuni Shrine
(especially from 2001); the tension aroused by

the relationship between national history/memory

the emergence of a revisionist textbook sponsored

and politics. The emergence of history as a

by statist business and political circles in Japan

modern academic discipline in late nineteenth

and the subsequent hysterical reactions in China

century Europe cannot be understood without

and Korea; and the incessant mobilization of antiforeigner ( sankokujin: meaning Koreans and

comprehending modern nation states’ need to

Chinese in Japan), and anti-Japanese sentiments by

nation state was supposed to produce a linear

nationalist politicians in each country. At the center

collective memory and a national identity to

of all these political tensions and popular distrusts

suppress localized interests and reduce mounting

against one another lie each nation’s competing

class struggles. Local and parochial histories,

claims for the authentic/factual knowledge about

including dynastic histories, had to be reinterpreted

produce collective identities. A properly designed
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and re-written as the modern history of the national

identities by not raising the question of ‘who?’ but

community. In that process, historical narrations

instead by confining themselves to the question of

were categorized as legitimate and illegitimate,

‘what?’

national and local, orthodox and heretic, and

I believe that the solution to the tensions and

official and popular. This was why certain temples

conflicts over historical memories lies not in the

were branded as representatives of superstitions

realm of facts but in the questions of political

and others were preserved and revered as national

subjects and in the field of identity politics. As

treasuries in nineteenth century Japan. All the

I argued elsewhere, the Comfort Women issue

efforts and endeavors of categorization and

and the Nanjing Massacre could be narrated as

legitimization stemmed from the newly established

a collective memory through the formation of

historical perspectives centered around the nation

new historical subjects. 21 The new historical

state, the ultimate target of political loyalty. Hence,

consciousness produced by the democratization

at the very center of any national history, there is

movement and the rise of feminist consciousness

the politics of nationalism and the nation state.

in South Korea enabled the collective memory of

If we recognize the inherent politics of

Comfort Women and, eventually, produced the

national history, the expression of ‘politicized

history of victimization as the core of identity

history’ is tautological, if not flawed, as national

formation by adding women as co-subjects of

history is the product of the politics of nationalism.

national suffering, while making a sharp contrast

Since all national histories are serving for the

to the developmental nationalism symbolized
by the Park Chung-Hee era ( 1961-1979 ) . In

politics of nationalism, we cannot simply criticize
politically motivated historical narratives. In a
similar vein, tensions and conundrums emerging

other words, the victims’ individual experiences
(kidnapping and rape) as un-interpreted bare facts

from history and memory cannot be solved by

were transformed into collective experiences by

19

efforts “to set facts straight,” since the central

making women legitimate national subjects in

issue of historical narrations is not the problem

South Korea. The ever-changing discourses of

of distorted or straight facts but the laborious

the Nanjing Massacre also reflect the shifting

processes of memorization and forgetting through

position of the Chinese Communist Party and

which a nation state becomes the protagonist of

the new subjectivity emerging in Chinese

any historical narration. At the same time, the

society during the era of reform. The peasant

demarcation of “us” and “them” in historical

identity of the Chinese Community Party has

narration tremendously contributes to achieving

been replaced by the symbolism of skyscrapers

the goal of “exclusion,” which is at the core of

in Shanghai and Beijing. Hence, destruction of

20

the politics of nationalism. Thus, the problem

Nanjing, the capital of the Kuomintang and one

of history is nothing but the problem of political

of the most modernized Chinese cities in the

subjectivity. National historians, as the conscious

1930s gains new meanings since the start of the

or unconscious accomplices of these nationalizing

reform. Taiwan’s move toward independence

projects, have concealed the subjectivity of

by distancing itself from the Chinese nation and

historical writing by not questioning the volatile

its construction of a hybrid identity, that is to

but delicate relationship between authors and

say, a Chinese/Japanese/Indigenous nation, also

historical facts. By doing so, the historical

forces Chinese popular nationalism to admit to

inquiries were separated from the issue of political

unending national humiliation. Occasional voices
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of ‘denial’ from Japan are actively vitiating the

to overcome the nation-state centered history

Chinese Communist Party’s identification with the

writings, its efforts to avoid East Asian history

‘victorious’ Chinese nation. As such, the memories

as national competitions and “us” versus “them”

of the Comfort Women and the Nanjing Massacre

perspectives are praiseworthy and meaningful. The

have never been stabilized nor will they be in the

interpretation of early twentieth century East Asia

near future. This is not because of the vagueness

is largely based on transnational “elements,” such

or instability of historical inquiries about these two

as class, industrialization, revolution, fascism,

events, but because of the ever-changing nature

anti-colonialism and peasants, that frequently

of the political subjects in these societies that

require non-national prisms for appropriate

remember past key events as the ultimate source

understanding. Similarly, The Modern History of

of political legitimacy.

Korea and Japan through the Women’s Eye is an

In a similar vein, inclusion and exclusion of

impressive attempt to read modern histories of

the Comfort Women and the Nanjing Massacre

Korea and Japan from a gendered perspective. By

in Japanese history textbooks primarily depends

refusing to recognize the nation and nation state

on the fluctuating Japanese collective identity as

as the primary unit of historical analysis, this book

opposed to the factuality or truthfulness of those

suggests a transnational alliance between Korean

events. The emphasis on political subjectivity in

and Japanese women in a highly patriarchic East

historical writing and reading, however, neither

Asian social climate.

implies nihilistic or cynical perspectives of

The new attitudes presented in these two

history nor endorses the deniers’ claim, as both

publications imply the ultimate solutions to the

attitudes are based on the normative superiority

conflicts over historical memories in East Asia.

of objectivity and factuality in historic writing.

The problems of memory embedded in the nation

To the contrary, history, as the field of political

centered histories of East Asia can be overcome

struggle, is the space of both problems and

only through the production of non-national,

solutions for contending political identities. As

transnational identities that are willing to and

I mentioned earlier, East Asia is a community

capable of constructing their own histories.

of shared memory and history defined by
‘negativity.’ I believe that the overcoming of this
negativity of history and memory in East Asia is
possible only through the formation of multiple
subjectivities that ignore national borders and
effectively challenge nation-centered historical
consciousness in each society. In that sense, recent
movements in East Asia to produce societyinitiated history textbooks are noteworthy. For
instance, The Modern History of East Asia, written
by a number of progressive scholars in China,
Japan and Korea, tries to provide a new mode of
historical consciousness in the region. Though
there are numerous criticisms against this book,
such as the segmented writing styles have failed
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CONTINUITIES AND
CHANGES IN PARENT-CHILD
RELATIONSHIPS AND KINSHIP
IN POSTWAR JAPAN:
Examining Bilateral Hypotheses by Analyzing the
National Family Survey (NFRJ-S01)
SHI Liping

■ Abstract

This study aimed at examining two hypotheses that have predicted the changes in parentchild relationships and kinship in postwar Japan and at clarifying the structure of parent-child
relationships and trends of changes by comparing parent-child relationships of different birth
cohorts. The hypotheses, both based on the dissolution of the stem family system and the fact that
parents therefore have become less likely to live with their first-born son, were: (1) support from
parents is equally shared among children, and (2) support between married daughters and their
parents has become more active. The data used is NFRJ-S01 (National Family Research of Japan,
2001 Special). The major findings were that: (a) First-born sons tended to live with their parents
even though co-residence with the husband’s parents has declined, and (b) Existing support from
the wife’s parents has become more active after the 1950 birth cohort. These results indicate a
possibility that the stem family system and kinship (shinrui) co-exist even today, offering evidence
against Hypothesis 1 and call for a modification of Hypothesis 2.
■ KEY WORDS

parent-child relationships and kinship, dual-structure theory, stem family system

Ⅰ . Introduction
In the half-century following the end of World

dramatically converted from a stem family system

War II, the social environment surrounding

to a conjugal family system, and that major change

the Japanese family has changed greatly. In
particular, environmental changes including

has been realized in the relationships between
parent and child and kinship ( Morioka [1983]

the interrelationship between the legal system,

2000, Ochiai [1994] 2004).

industrial structure and demographic factors have

However, the course of action of these changes

had a major impact on the structure and function

within parent-child and kinship relations is not

of the family. Further, it has been said that

entirely clear. In regard to the questions of just

since the 1960s, the Japanese family system has

what the fundamental structure of parent-child
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and kinship relations was, under the stem family

research is called for.

system, and precisely how that structure was

Moreover, both of these bilateral hypotheses

maintained or changed after the war, there has

presuppose a symmetrical parent-child and kinship

been, until the present, no common agreement.

relations resulting from the dissolution of the stem

Regarding changes in postwar parent-child

family system. However, empirical research since

and kinship relations, from a theoretical view

1990 has reported an asymmetrical parent-child

that differs from what has previously been used,

relationship in which there is co-residence with the
first-born son (Tabuchi and Nakazato 2004, Shi

two hypotheses have been posited in relations to
that the close relationship with and support from

2006) and support and close parent-child relations
with the daughter or the parents of wife (Nishioka

the daughter or the parents of wife appeared

1997, Shirahase 2005). There is an inconsistency

with the dissolution of the stem family system
(Morioka [1983] 2000, 1993; Mitani 1991). A

between the bilateral hypotheses which

second hypothesis holds that relationships with

kinship relations and the reports from empirical

and support from the daughter or the parents of

research showing asymmetry in the parent-child

wife were conducted under the stem family system

relationship. Investigation of the validity of these

but that these relationships were considered to

hypotheses is called for.

bilateral characteristics. One hypothesis contends

presuppose symmetricalness in parent-child and

have been actualized with the dissolution of

Therefore, in this article, utilizing the date of

the stem family system and the relaxation of
bonding of joint group of ie ( dozoku ) ( Kitano

a nationwide survey, by comparing parent-child

1951, Mitsuyoshi 1966). These two hypotheses

two hypotheses in regard to bilateralness and the

diverge in their judgments as to whether or not

fundamental structure of the postwar parent-child

relationships and support on behalf of the daughter

and kinship relations and the trends of the changes

or the parents of wife existed under the stem

that have occurred.

relations among birth cohorts, I will investigate the

family system, and investigation by empirical

Ⅱ．The debate concerning bilateral parent-child and kinship
relations and the view of empirical research
In regard to the changes of parent-child and

Living together with the first-born son, matters

kinship relations since World War II, two

of succession and inheritance as well as social

hypotheses of bilateralness have been put forth

relations centered mainly around the first-born

from two different theoretical points of view.
Ochiai ([1994] 2004) explains the changes in

son, but once the low-birth rate and low-death

family and kinship from the view of demographic

the consideration of succession as something

factors, conjecturing that the decrease in the

special began to face. Ochiai contends that due

number of siblings in the low-birth rate and low-

to circumstances related to jobs and issues of

death rate generation born following 1950 brought

housing, even the first-born son began to cease

on the dissolution of the stem family system and

residing with his parents, the succession and

the bilateral nature of parent-child relationships.

inheritance and social relationships that had once

rate generation reached adulthood in the 1970s,
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centered on the first-born son began to expand to
include children other than the first-born son, and
that the disparity between the first-born son and
the other children, as well as those between the
sons and daughters, began to disappear.
This argument resembles the assertion by
Morioka ([1983] 2000) regarding the change of
the kinship relationship from the paternal line
to bilateral line. Morioka asserts that around
1960 Japanese family and kinship relationships

as originating in the structural characteristic
of the household ( ie ) , the stem family. 2 In
other words, within the household there was
a patriarchal dimension ( a “patrilineal united
body” ) and a conjugal family-type dimension
composed of husband, wife and children ( a
“conjugal family united body”). As a result of
the former, a patrilineal, unilateral joint group
of ie (dozoku) came into being, while as a result

converted from a family system that was a

of the latter, it could be taken as consisting of
a bilateral kinship relationship ( Kitano 1965,

stem family to a conjugal family system, and

Mitsuyoshi 1966). Consequently, during a period

as a result there was a change from a patrilineal

such as prior to World War II, when the stem

kinship system which gave priority to the firstborn son to a bilateral kinship system. Within the

family system is in effect, the joint group of ie
( dozoku ) is strengthened, and bilateral kinship

kinship relationship of the stem family system,

relationships are dormant. However, when the

the succeeding child was limited to male children

stem family system weakens and the joint group
of ie (dozoku) breaks up, the cooperative functions

and male children received priority, so kinship
relationships tended to be composed with bias
toward the husband’s side of the family, but

possessed by the kinship relationships (individual
contact and mutual support), that is, a bilateral

bilateral expansion can be seen which is not biased

tendency, are actualized (Kitano 1951, Mitsuyoshi
1966 ) . This change is taken as an irreversible

toward either the husband’s or the wife’s side.

process, so together with the dissolution of the

in kinship under the conjugal family system, a

However, from an angle that differs from

stem family system, the patriarchal tendency

this argument of “from paternal line to bilateral

in intergenerational relations dies away, and a

line,” another bilateral hypothesis was posited

bilateral kinship relationship become widespread.

considerably earlier. Already in traditional

In this way, the dual-structure theory takes the

Japanese village society in the 1940s, among

view that a bilateral kinship relationship originally

kinship organizations while joint group of ie
(dozoku) stressed the paternal line1, there were

existed within traditional society, and in that

also bilateral relationships based on blood and

Morioka and Ochiai which contends that there was

marriage. These allotted formal functions
( relationships between household ( ie ) and

a change “from patriarchal to bilateral.” However,

household ) and informal functions ( individual
contact and mutual support) which coexisted while

system and suppose that the intergenerational

reciprocally complementing one another (Kitano

asymmetrical to one that is symmetrical, so the

1940, Masaoka 1968, Yonemura 1974, Fujimi
1975).

difference is not a major one.

respect it differs from the bilateral hypothesis of

both assume the dissolution of the stem family
relationship thereafter changes from one that is

In other words, according to the argument

In this research, the dual structure of the

of Morioka and Ochiai, formerly parents lived

kinship organization comprised of joint group
of ie (dozoku) and relatives (shinrui) was taken

with the first-born son and priority was given

050

to the carrying out of inheritance, succession,

social relations and support. But since the 1960s

(Nishioka 1997, Okubo 2004, Shirahase 2005),

and 1970s, at the same time that the stem family
system was breaking up and the pattern of living

and that has come to be seen as resulting from
the dissolution of the stem family system (Mitani

with the first-born son was disappearing, in terms

1991, Okubo 2004). On the other hand, the “first-

of socializing and support between the parent and
child, the gap between the first-born son and the

born son model” is strong, and the rate of coresidence with the first-born son is high (Tabuchi

other siblings and that between sons and daughters

and Nakazato 2004, Shi 2006). Furthermore, there

began to disappear. In other words, the parent-

is a large portion of common residence begins

child and kinship relationships were conjectured

midway through the marriage. That is the reason

to be bilateral, both in terms of relations with the

why some scholars argue that the Japanese family
system is “a modified stem family” system (Nasu

husband’s family and the wife’s family and in
terms of relations between the siblings. (In the
present article, this is referred to as “Hypothesis
1.”)

1972), and some argue that the stem family norms
still remain (Shirahase 2005), and further that they
remain intact (Kato 2003b, 2006).

In contrast with this, in the dual-structure

To summarize research to date: (1) There is a

theory of kinship organization, parents lived with

disparity in theoretical viewpoint between the two

their first-born son as well as carrying on social

bilateral hypotheses and it remains undetermined

relationships with and support of their married

whether under the stem family system social

daughters and the relatives of wives. But with the
dissolution of the stem family system, together

interaction and support existed vis-à-vis the kinfolk
of the daughters or wives. (2) A discrepancy can

with the disappearance of the pattern of giving

be seen in the views conjectured of the symmetry

priority to the first-born son in co-residence and

of parent-child and kinship relationships and the

inheritance, the socializing with and support of

asymmetrical parent-child relationships reported

kinship relatives of daughters and wives came

by empirical research, and this can be raised as

to be carried out more actively. In other words,

problematic. A reappraisal of the validity of both

patriarchal tendencies disappeared and bilateral

hypotheses and an examination of the consistency

relations were actualized, and it was conjectured

between the hypotheses and empirical evidence is

that parent-child relationships were more bilateral

called for.

in terms of relations with the husband’s family

Accordingly, by employing national survey

and the wife’s family and in terms of relationships
between siblings. (In the present article, this is

data and comparing parent-child and kinship

referred to as “Hypothesis 2.”)

birth cohorts, this article will investigate the two

relationships at the same life stage among different

However, following that ( after 1990 ) , the

bilateral hypotheses regarding the changes in

results of empirical research indicate a parent-

parent-child and kinship relationships since World

child relationship that differs from these two

War II, which we have seen thus far, and will

hypotheses. In regard to relations with daughters,

clarify the fundamental structure and trends in the

there is a large amount of socializing with

changes of parent-child and kinship relationships.

and support of daughters and parents of wives
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Ⅲ．Analysis of positive evidence by means of data from the
National Family Research Survey
1. Data summary and applied
variables

living together with you, including yourself and
your child, at the time when your first child was
one year old.” Those who indicated they lived

(1) Data outline

with either “husband’s father” or “husband’s

This article employs data from the National

mother” were taken as living with “husband’s

Family Research of Japan “Sengo Nihon no
kazoku no ayumi” (“Trails of Families in Post-

parents,” and those indicating they lived with

war Japan,” NFRJ-S01 ) organized primarily

living with “wife’s parents.”

their “own father” or “own mother” were taken as

by the NFRJ Committee of the Japan Society

Concerning the matter of whether or not

of Family Research. In performing analysis,

the subject did or did not receive support

individual sample data were provided by the SSJ

with childcare, the survey inquired about the

Data Archive affiliated with the Center for Social

circumstances when the oldest child was less than

Research, University of Tokyo.
This survey was carried out between January

three years old. “When your first child was small
(less than three years of age), which of the people

and March 2002, using the leave and pick-up

below on a routine basis took care of or looked

method, taking a sample of 5,000 women between

after your child? Check all persons to whom this

the ages of 32 and 81 as of December 31, 2001
(born between January 1, 1920, and December 31,

applies.” Following those instructions, those

1969) chosen by the two-stage stratified sampling

taken as having “received childcare support from

method. Collected surveys totaled 3,475, an
effective collection rate 69.5% (Kato 2003a). This

husband’s parents,” and those who marked “own

article excludes unmarried women and takes as its

childcare support from wife’s parents.”

analytical sample 3,351 married women.

who marked “husband’s father and mother” were

father and mother” were taken as having “received
The independent variables used were age of
wife at marriage, wife’s birth cohort, number of

(2) Employed variables

husband’s and wife’s siblings, composition of

As dependent variables, four variables of two

husband’s and wife’s siblings, wife’s original
social strata (father’s occupation when she was
15 years old), husband’s occupation (at time of

types were employed: whether subjects were or
were not living with either the husband’s or wife’s
parents (during child raising), and whether or not
they received support in child raising from the

marriage ) , wife’s occupation ( when the oldest
child was one year old ) , husband’s and wife’s

residing with the husband’s or wife’s parents, the

educational background, region of residence 3
(when the oldest child was one year old), scale of
city (when the oldest child was one year old), and

circumstances were grasped at the time when the

couple’s family name (following marriage).

parents of either the husband or wife.
Concerning the matter of residing or not

oldest child of the subject was one year old. The

In this article, in order to determine

head instruction read as follows: “Select from the

generational changes in parent-child relationships,

following any items that applied to the persons

focus is placed on differences among birth cohorts,
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and where there is a difference among cohorts, this

and 1930-39 cohort was “6 or more,” but this

is taken as a change in parent-child relationships.

changed to “4-5” and then for the 1950-59 cohort

Because the cohort considered in this is only the

the figure reached “2-3.” The average number of

“birth cohort,” henceforth references to it will be

siblings for wives in the 1920-29 cohort and 1930-

abbreviated to “cohort.”

39 cohort was 5.2, decreasing to 3.2 in the 1950-

Further, in order to classify the symmetry (or
asymmetry) among siblings, based on whether or

59 cohort and further to 2.7 in the 1960-69 cohort.

not the husband’s position in his family was or

of siblings, the percentage of those without adult

was not that of first-born son and whether or not

male siblings through the 1940-49 cohort was

the wife had male siblings, four types of sibling

approximately 10%, thereafter changing to about

compositions were reconstituted: husband as first-

30%. Couples in which “husband as first-born

born son and wife with male siblings, husband

son and wife without male siblings” and “husband

as first-born son and wife without male siblings,

as second or third sons and wife without male

husband as second or third son and wife with male

siblings” increased from the 1950-59 cohort

siblings, and husband as second or third son and

forward.

Accompanying the decline in the numbers

wife without male siblings.
The married couple’s family name was
employed as a variable indicating succession.
In regard to the married couple’s family name,

3. Descriptive analysis of co-residence
and childcare support from parents

only 0.9% responded that “each kept their own

Next we examine by birth cohort of the wife the

family names” or “other,” so these two items were

rates of co-residence with the parents of both

excluded from analysis.

parties and the percentage of childcare support

In addition, in the analysis of childcare

from parents. As can be seen in Table 2, the

support, to broadly stipulate the degree of

percentages of co-residence with the husband’s

childcare support from both sets of parents the

parents grows lower the younger the cohort.

relation between the residences of the couple and

The percentage of co-residence with the wife’s

both party’s parents was added as a variable by

parents also declined, but there was not as large

asking whether at the time the oldest child was one

a difference among cohorts as there was for that

year old the couple “co-residing with husband’s

living with the husband’s parents. The childcare

parents” or “co-residing with wife’s parents”, or

support from the husband’s parents remains fairly

“husband’s parents nearby” or “wife’s parents

stable over the cohorts from 33.1% to 38.2%,

nearby”, or “parents living distant.”

4

but that from the wife’s parents rises from 22.9%
for the 1920-29 cohort to 40.7% for the 1950-59

2. Demographic change: Actual state
of reduction of numbers of siblings

cohort to 50.6% for the 1960-69 cohort.
When one compares the husband’s and wife’s
sides in terms of parent-child relationships, the

Table 2 shows, by birth cohort, the number of

rate of co-residence with husband’s parents is

the wife’s siblings who reached adulthood, the

consistently higher. On the other hand, childcare

composition of the couple’s siblings and the

support rates until the 1940-49 cohort were high

parent-child relationship. The mode of the number

for the husband’s parents but from the 1950-59

of the wife’s adult siblings for the 1920-29 cohort

cohort, the childcare rates for the wife’s parents
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support rates from the wife’s parents among the

became higher.
From Table 2 we can verify that with the

younger cohorts are high. However, among all

1950-59 cohort as a demarcation line, the number

cohorts, first-born son couples have high support

of the wife’s adult siblings and the composition

rates from the husband’s family, and couples in

of the couple’s siblings changes greatly, and there

which the “husband as the second or third son

is a trend toward activation of childcare by the

and the wife without male siblings” have high

wife’s parents. However, is there a trend toward

support rates from the wife’s parents.6 Further,

symmetry among siblings, in parent-child and

when one compares childcare support provided

kinship relations as conjectured in Hypothesis 1

by the husband’s family with that of the wife’s

and Hypothesis 2? In the following, this article

family, the first-born son couple in the older cohort

will divide the subjects into the older 1920-49

receives a large amount of childcare support

cohort and younger 1950-69 cohort and look at

from the husband’s family, but in the younger

how parent-child relationships changed as a result

cohort, the first-born son couple receives almost

of the composition of the couple’s siblings.

the same amount of support from both sides of

Table 3 shows the rates of co-residence

the family. On the other hand, in both older and

with parents and childcare support from parents

younger cohorts, couples in which the husband is

according to wife’s birth cohort and according to

the second or third son receive a large amount of

the composition of the couple’s siblings. In the

childcare support from the wife’s family.

older cohort, the rates of co-residence with the

Because it can be assumed that childcare

husband’s parents and the wife’s parents are high.
(Only among the “husband as second or third son

support from parents is greatly affected by

and wife without male siblings” couples does the

separate from their parents were considered in the
calculation of childcare support rates (See Table

rate of co-residence with the husband’s parents

living with parents, only those couples living

3, C). In the younger cohorts, a large percentage

rise from 7.1% in the older cohort to 9.9% in the
younger cohort.) However, in all of the cohorts,

received support from parents on one side or

couples in which the husband is the first-born son

the other. Whereas across all cohorts couples

in high in rate of co-residence with the husband’s

of first-born sons tended to receive preferential

parents, and couple in which the “husband

treatment, in the older cohort, parents of the

as second or third son and wife without male

wife provided equal amounts of support to their

siblings” show high rates of co-residence with

daughters except those couples in which the

the wife’s parents.

5

In comparing the husband’s

“husband as the first-born son and the wife with

side with the wife’s side, with the exception of

male siblings.” In the younger cohorts, the wife’s

couples in which the “husband as second or third

parents provided preferential support to couples

son and the wife without male siblings,” the rates

in which the “husband as the second or third son

of co-residence with the husband’s parents are

and the wife without male siblings.”7 Further,

consistently high.

in the comparison of husband and wife’s parents
( excluding the older cohort of first-born son

The childcare support rates from the husband’s
parents are lower the younger the cohort among
first-born son couples, but among couples in which

couples who received virtually the same amount
of support from parents on both sides), the second

the husband is the second or third son, the rates are

and third-son couples in the older cohort and the

higher by contrast. One the one hand, childcare

first-born son couples and the second or third-son
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couples of the younger cohort tended to receive a

parents (while second or third-son husbands whose

large amount of support from the wife’s parents.

wives have no male siblings reside with the wife’s
parent), and even in terms of childcare support,

For reasons of space, a table will be omitted
here, but let me introduce the chi-square test
significant factors (p<.05) from the cross-totaled

first-born son couples receive preferential treatment

results of rates of residence with parents, rates of

second or third son husbands whose wives have

childcare support from parents and factors shown

no male siblings receive preferential treatment in

in Table 1.

childcare from the wife’s parents.

from the husband’s parents, while couples in which

Those couples in which the husband has a

In order to investigate whether it is possible

small number of siblings show high rates in both

to verify a disparity in parent-child relationships

co-residence with the husband’s parents and

as a result of birth cohort and the composition of

childcare support from the husband’s parents.

the couple’s siblings, even setting aside the impact

The same trend can be found for couples living

of social and economic factors and region of

with the wife’s parents. Further, among couples in

residence, I carried out logistic regression analysis.

which the husband is self-employed, the husband

Model 1 carried out analysis of all subjects, Model

and wife have low levels of schooling, residents

2 covered the older cohorts born between 1920 and

of eastern Japan and residents of rural districts,

1949, and Model 3 covered the younger cohorts

rates of co-residence with the husband’s parents

born between 1950 and 1969.

and rates of childcare support from the husband’s

Table 4a indicates the results of logistic

parents are high. On the other hand, among

regression analysis concerning the existence

couples in which the husband has a low level of

or nonexistence of co-residence with parents.

schooling and those who live in rural areas, the

The variables showing statistical significance

percentage living with the wife’s family is high.

regarding co-residence with parents are the

Further, childcare support by the wife’s parents

composition of the couple’s siblings, the scale of

is high among couples in which the husband is

the city, and the couple’s family name. In both

not self-employed, in which the wife has a full-

the older and younger cohort, the first-born son

time occupation with a firm or organization, and

couple had a higher percentage of co-residence

in which both husband and wife have advanced

with the husband’s parents than did couples in

academic backgrounds.

which the husband was a second or third son.
(The odds rate was five time or higher.) On the

4. Multivariable analysis of
the changes in parent-child
relationships between cohorts

other hand, couples in which the husband was
a second or third son and the wife had no male
siblings showed a higher rate of living with the
wife’s parents than did other couples. Residents
of rural areas (agricultural, mountain and fishing

From the descriptive analysis above, percentages
of co-residence with husband’s (or wife’s) parents

villages) showed higher rates of co-residence with

are lower the younger the cohort is, while by

the husband’s parents and with the wife’s parents

contrast the rates of childcare support from the

than couples living in other places. Those using

wife’s family are higher. However, we have seen

the wife’s family name had higher rates of co-

that first-born son couples show a consistently

residence with the wife’s parents than those who

high rate of co-residence with the husband’s

did not.
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In addition, the older cohorts and those with

given preferentially to the first-born son couples.

small numbers of husband’s siblings were higher

In the younger cohort, couples in which the

than their counterparts in the rates of co-residence

husband was a second or third son and in which

with the husband’s parents. Further, in the older

the wife had male siblings showed a tendency for

cohort, those in which the husband was self-

receiving lower rates of support than the couples

employed showed higher rate of co-residence with

in which the husband was the first-born son.

the husband’s parents in comparison with those

On the other hand, in terms of support from the

who were not self-employed, while those living
with the wife’s parents (compared with employees

wife’s parents, in the older cohort, couples of all

of enterprises and organizations) were, in contrast,

younger cohort, couples in which the husband was

lower. In the younger cohort, where the wives

a second or third son and the wife had no male

were full-time employees of companies and

siblings received priority. Couples co-residing

organizations, compared with those who were not

with the husband’s parents had the highest rates of

so employed, had high rates of co-residence with

receiving support from the husband’s parents, but

the husband’s parents and that of co-residence with

in contrast had the lowest rates of support from the

the wife’s parents.

wife’s parents.

daughters showed similar rates, whereas in the

The results of analysis of childcare support

Moreover, the post-1950 cohort and those

were shown in Table 4b. The relation with the

couples in which the wife had few siblings showed

residence of both sets of parents was added

higher rates of childcare support from the wife’s

as variables. Variables showing a statistically

parents than did other respective groups. In

significant impact on childcare support from

addition, wives from agricultural, forestry, and

parents are the composition of the husband and

fishing backgrounds, or temporary, unemployed or

wife’s siblings and the relation with residence of

unknown backgrounds, in comparison with others

both sets of parents.

also had lower rates of receiving childcare support

Support from the husband’s parents was

from the wife’s parents.

Ⅳ．Conclusion and Discussion
The following is a summary of the analysis results

with a particular child. Across all cohorts, there

above.
(1) Disparity among cohorts. Co-residence with

was a discernible pattern in which first-born son

the husband’s parents decreased from 45.1% in the

husband’s parents, and in which couples in which

1920-29 cohort to 18.7% in the 1960-69 cohort,

the husband was a second or third son and the wife

while childcare support rates from the wife’s

had no male siblings there was a high rate of co-

parents rose from 22.9% in the 1920-29 cohort to
50.6% in the 1960-69 cohort, co-residence rates

residence with the wife’s parents.
(3) Existence and surfacing of childcare

with the husband’s parents were lower and, in

support by the wife’s parents. In the older

contrast, childcare support rates from the wife’s

cohort, compared to 38.2% childcare support

parents were high in the younger cohort.
(2) Continuation of the pattern of residence

from the husband’s parents, there was a 22.9%
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couples had high rates of co-residence with the

childcare support rate from the wife’s parents, and

particularly among couples in which the husband

more symmetrical pattern. However, the analysis

was a second or third son, the wife’s parents

results of the present article indicated a prospective

showed higher childcare support rates than that

view that differs from these hypotheses. Focusing

of the husband’s parents. Within the younger

now on the three aspects of symmetry in parent-

cohort, the wife’s parents’ childcare support rates

child relationships, the dissolution of the stem

increased greatly, surpassing the levels of the

family system and support from the wife’s parents,

husband’s parents.
(4) Asymmetry of husband’s parents and wife’s

I will advance my argument through a comparison

parents. Excluding the couples in which the

First, in regard to the symmetry of the parent-

husband is a second or third son and the wife has
no male siblings, in terms of residence, there was

child and kinship relationships, analysis result
(4), asymmetry of husband’s parents and wife’s

a consistent predominance of co-residence with

parents, and (5), asymmetry among siblings within

the husband’s parents. On the other hand, whereas

parent-child relationships, disprove the assertion

rates of childcare support were once higher for the

of Hypothesis 1 and Hypothesis 2 that there is

husband’s parents, within the younger cohort, the

symmetry in parent-child relations. The results

rates for the wife’s parents have to the contrary

of the analysis indicate that there is a lack of

become the higher percentage.
(5) Asymmetry among siblings within parent-

symmetry between the parents of the husband and

child relationships. There are consistently

parent-child and kinship relationship of the low-

high rates for first-born son couples living with

birth rate and low-death rate generation born after

the husband’s parents and second or third-son

1950.

of the hypotheses and the findings of the analysis.

wife, and among the siblings themselves in the

husbands with wives who have no male siblings

Second, in regard to the dissolution of the stem

living with the wife’s parents. In regard to

family system, Hypothesis 1 and Hypothesis 2 both

childcare, priority in support from the husband’s

assume that system would break up. However,

parents was given to the first-born son couple, but

the analysis of the present article has revealed that

in the younger cohort, among the couples in which

the pattern of co-residence with a particular child

the husband was a second or third son and the

remains extant across all cohorts, and further that

wife had male siblings, compared to the first-born

among those who have assumed the wife’s family

son couples, the probability of receiving support

name the percentage of those co-residing with

remained low. On the other hand, support from
the wife’s parents, in the older cohort was given

the wife’s parents is high. Further, inheritance by
the co-residing child is frequent (Tsutsumi 2001,

equally to all married-daughter couples, but in the

Kato 2003b). In other words, parents of families

younger cohort, was given to couples in which the

in which there is a first-born son reside with that

husbands were second or third sons and the wives

son, and the first-born son falls heir to the parents.

had no male siblings.

On the other hand, in households with a daughter

As stated above, the two bilateral hypotheses

and no son, the parents live with the daughter and

presumed, regarding the changes in post-World

her husband who is a second or third son, and

War II Japanese parent-child relationships and

inheritance and succession to the family name8

kinship, that with the dissolution of the stem family

is conveyed to this couple. These results suggest

system the parent-child and kinship relationships

that the concepts of continuity and succession of
the household (ie) continue to exist and one can

would shift from an asymmetrical pattern to a
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contend that the stem family system is maintained.

the wife’s parents,” supports not the conjecture

True enough, one observes a tendency

of Hypothesis 1, “from paternal line to bilateral

toward a low probability of the younger cohort

line,” but rather the existence of bilateral kinship

co-residing with their parents. However, that

relations expressed in Hypothesis 2. This latter

does no necessarily mean that the stem family

hypothesis, however, sees the surfacing of social

system has broken up. The reason is that the

relations with the wife’s parents and support as

decline in the co-residence rate in this article is a
phenomenon brought about by a change from co-

resulting from the dissolution of the stem family
system (as well as the relaxation of bonding of

residence with parents from the time of marriage

joint group of ie ( dozoku )) . But because the

to co-residence commencing some years after the

analytical result of this article did not corroborate

marriage, and there is a large possibility that the

the dissolution of the stem family system, it

co-residence rates will further increase among

is necessary to search elsewhere for a reason

the younger cohorts as time passes. The analysis
of Kato (2003b, 2006), which employs the same

explaining why support from the wife’s family

data as this article, makes clear that the younger

Based on the analysis of this article, it is

cohort has a low rate of co-residence at the time

possible to conclude that one reason why the

of marriage but that at the point of the 15th year

wife’s parents’ support surfaced lies in the decrease

following marriage, this cohort reaches virtually
the same rate of co-residence as the older cohorts,

in the number of siblings. This point follows the
conjecture of Ochiai ([1994] 2004). Beginning

and that co-residence starting at marriage, true for

with the 1950 cohort, in which sibling numbers

the older cohort, has shifted to mid-marriage co-

decreased, childcare support rates for the wife’s

residence among the younger cohort. Because

parents increase greatly, and analysis confirm that

the co-residence rates employed by this article are
those at the time when the oldest child is one year

those with few siblings receive a large amount
of childcare support from parents ( particularly

old, if we assume that on average the first child is

the wife’s parents). A second reason that may

born 2.2 years after marriage, one may conclude

be considered is that as rates of co-residence

that the co-residence rates of the younger cohort

with the husband’s parents during child-raising

will climb thereafter.

years decline, conditions become more favorable

surfaces.

That is to say, due to the change from the

for receiving childcare support from the wife’s

postwar period when co-residence commenced at

parents. As the analytical results show, rates are

marriage to co-residence commencing midstream,

high for receiving support from parents when

a drop in co-residence rates at the time of the

they are living with or nearby parents. However,

oldest child is one year old occurred. However,

co-residence with the husband’s parents has the

the fact that the pattern of living with a particular

reverse effect of inhibiting support from the wife’s

child has not vanished and that co-residence is

parents. Consequently, in the older cohorts,

strongly connected with succession to the family
name ( and inheritance ) suggests that the stem

because co-residence with the husband’s parents

family system continues to exist.

parents had high rates, but among couples in

Finally, in regard to support from the wife’s
family, analysis result ( 3 ) of this article, “the

which the husband was a second or third son, for

existence and surfacing of childcare support by

was infrequent, the rates of support from the wife’s
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was frequent, overall support by the husband’s

whom co-residence with the husband’s parents

parents were higher than from the husband’s

structure theory of kinship which holds that in the

parents. Furthermore, within the younger cohorts,

traditional village society the stem family system

because co-residence with the husband’s parents

coexisted with bilateral kinship relationships, but

during child-raising years was low, one can say

that the stem family breaks up and as a result a

that it became easier for the wife’s parents to

bilateral kinship relationship becomes manifest.

implement support and this brought about the
higher rates of support.

F u r t h e r, t h e p a r e n t - c h i l d a n d k i n s h i p
relationship does not become symmetrical as

In other words, as a result of the decrease

conjectures by the two bilateral hypotheses. While

in the number of siblings and a decline in rates

a large number of couples live with the husband’s

of co-residence with the husband’s parents

parents, a large number receive support from the

during the child-raising period, rates for couples

wife’s parents in terms of childcare. Couples

receiving support from the wife’s parents increase.

in which the husband is the first-born son co-

However, this does not mean that there is a

reside preferentially with the husband’s parents

uniform increase for all daughters. Actually in

and receive childcare support from the husband’s

the younger cohort, couples in which the husband

parents, but couples in which the husband is a

is a second or third son and the wife has no male

second or third son and in which the wife has no

siblings, who have the character of successorship,

male siblings co-reside preferentially with the

have the highest rates of receiving childcare

wife’s parents and receive childcare support from

support. This may suggest that as a result of the

her parents.

decline in the number of siblings it has become

Analysis in this article verifies that daughter

increasingly important, for each family, to secure a

and wife’s parent support existed under the stem

successor.

family system and that it has grown even more

Even in the present day, first-born son couples

active in the present day. However, is this sort

can be seen to co-reside with the husband’s parents
(or couples in which the husband is a second or

of bilateral kinship relationship a phenomenon

third son and the wife has no male siblings coresiding with the wife’s parents ) , and a strong

whether it might be a universal phenomenon. If

connection can be observed between co-residence
and succession to the family name (or inheritance),

dual-structure theory, consists of a dual structure

which suggests the continuation of the stem

conjugal family composed of a couple and their

family system. On the other hand, it is reasonable

children, because couple and child relationships

to assume that as a result of the decrease in the

exist in every country and society, the same thing

number of siblings and changes in the rates of
co-residence ( period of co-residence ) , through

can be observed in common in other societies. On

support, relations with the wife’s parents grew

originate in Japan’s non-patrilineal kinship
relationships (Ito 2007), then one would presume

closer. Even now, there is an observable pattern

that is particular to Japan? Doubt remains as to
a bilateral kinship relationship, as grasped by the
of households, formed in the dimension of the

the other hand, if bilateral kinship relationships

from the wife’s parents, and it can be said that the

it would be conspicuously lacking in societies with
paternal descent groups (for example, China and

stem family system coexists with bilateral kinship

Korea). In future study, through an international

relationships. Consequently, it is necessary to

comparison of parent-child and kinship

revise, as outlined above, the conventional dual-

relationships between Japan, China and Korea, to

of co-residence with a particular child and support
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determine what sort of correlation there may be
between the principles of co-residence, succession
and inheritance and the cooperative aspects of
social connectedness and support, I hope to further
clarify the distinguishing features of Japanese
kinship relationships.
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Table 1. Statistics of Variables Used in Analysis
Dependent variables
Rates of co-residence
(Eldest child age one)
Childcare support rates
(Eldest child age three or under)
Independent variables
Age of wife at marriage

% (N )
Total

Husband’s
parents
Husband’s
parents

29.2(3177)

Wife’s parents

6.3(3351)

35.2(3152)

Wife’s parents

35.2(3152)

20 or under
9.0
1920-29
9.2
1-2

21-23
28.1
1930-39
20.0
3-4

24-26
35.6
1940-49
27.7
5 or more

27-29
15.7
1950-59
23.4

(At time of marriage)

27.8

37.3

34.8

100(3351)

Number of wife’s siblings
(Adults)

23.2

40.1

36.7

100(3351)

Wife’s birth cohort

Number of husband’s siblings

Composition of couple’s
siblings

Wife’s original social strata
(Father’s occupation at age 15)

Husband’s occupation
(At time of marriage)

Wife’s occupation
(At time of eldest child at age
one)

Education level
Husband
Wife
Region of residence
(Eldest child at age one)
Scale of city
(Eldest child at age one)

Couple’s family name
Relation with residence of both
sets of parents
(Eldest child at age one)

Husband first- Husband firstHusband
born son, wife born son, wife
second or
with male
with no male third son, wife
siblings
siblings
with male
siblings
40.0
9.9
40.6
Ordinary
Executive or
Nonemployee
above
agriculture
self-employed
27.8
14.0
19.7
Self-employed
Large
Small and
(Agriculture, company or medium-size
nonorganization company or
organization
agriculture)
18.5
35.9
42.1
Unemployed Company or
Selforganization
employed,
temporary
72.6
15.0
12.4
Middle
High School Junior College,
university or
School
above
25.7
41.6
32.7
25.5
50.9
23.6
East Japan

57.9

West Japan

Rural village

Provincial
city

25.0
Husband’s
name
Co-residing
with husband’s
parents
29.5

40.0

Major
metropolis,
central city
35.0

95.2

Wife’s name

Co-residing
with wife’s
parents
6.5

Husband’s
parents
nearby
11.1

30 or above
11.5
1960-69
19.8

Husband
second or
third son, wife
with no male
siblings
9.5
Agriculture,
Temporary,
forestry,
unemployed,
fishing
unknown
25.3
13.2
Temporary,
unemployed

100(3327)
100(3351)

100(2958)

100(3318)

100(3321)

3.5

100(3118)

100(3330)
100(3339)
100(2945)

42.1

100(3092)
100(3313)

4.8
Wife’s parents Parents living
nearby
distant
8.6

44.2

100(3145)

Note: “Relation with residence of both sets of parents” is used only in analysis of childcare support. Couples “co-residing” with parents are
separated into those residing with the husband’s parents and the wife’s parents, with those living with both sets of parents considered to
be residing with the husband’s parents. Those not residing with parents are divided into those living near the husband’s parents and those
living near the wife’s parents, with those living near both sets of parents considered to be residing near the husband’s parents. Those not
living near either set of parents are considered living at a distance.
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Table 2. Number of wife’s siblings, composition of couple’s siblings, and parent-child relation
viewed by wife’s birth cohort
% (N )
Wife’s birth cohort
1920-29

1930-39

1940-49

1950-59

1960-69

Total

0.0

1.4

0.9

0.5

0.3

0.7

2-3

24.7

19.9

36.1

69.4

87.9

49.6

4-5

32.4

34.2

37.6

22.4

9.7

27.5

6 or more

42.8

44.5

25.4

7.7

2.1

22.2

100(299)

100(649)

100(883)

100(751)

100(619)

100(3201)

5.2

5.2

4.4

3.2

2.7

4.0

8.8(297)

10.3(638)

11.2(873)

28.1(747)

34.7(617)

19.4(3172)

Husband first-born son, wife with
male siblings

37.9

39.3

39.4

39.8

42.6

40.0

Husband first-born son, wife with
no male siblings

2.9

3.6

4.3

13.5

23.7

9.9

Husband as second or third son,
wife with male siblings

53.3

50.1

49.0

32.4

22.4

40.6

Husband as second or third son,
wife with no male siblings

5.9

6.9

7.3

14.3

11.3

9.5

100(272)

100(605)

100(817)

100(698)

100(566)

100(2958)

45.1(286)

33.2(641)

29.8(889)

27.6(742)

18.7(619)

29.2(3177)

8.8(307)

8.5(670)

5.5(927)

5.4(783)

5.0(664)

6.3(3351)

Husband’s parents

38.2(280)

34.4(634)

33.1(882)

36.2(738)

36.6(618)

35.2(3152)

Wife’s parents

22.9(280)

27.3(634)

29.8(882)

40.7(738)

50.6(618)

35.3(3152)

Number of wife’s adult siblings
1

Total
Average number of wife’s siblings
Percentage of those without male
siblings
Composition of couple’s siblings

Total
Percentage of co-residence with parents
(eldest child at age one)
Husband’s parents
Wife’s parents
Percentage of childcare support from
parents (eldest child at age three or under)

Note: The wife herself is included in the number of adult siblings and the average number of siblings.
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Table 3. Rates of co-residence with parents and childcare support according to wife’s birth cohort
and composition of couple’s siblings
% (N )
Composition of couple’s siblings
Husband first-born Husband first-born Husband second or Husband second or
son, wife with male son, wife with no third son, wife with third son, wife with
siblings
male siblings
male siblings
no male siblings
a) Rates of co-residence
(Eldest child at age one)
1920-49 cohort
56.7(635)

49.2( 63)

16.9(810)

7.1(113)

2.4(663)

6.2( 65)

5.2(848)

27.1(118)

36.7(493)

25.1(211)

12.2(336)

9.9(152)

1.5(519)

3.1(228)

3.4(353)

20.7(164)

Husband’s parents

54.0(630)

51.6( 62)

20.0(801)

10.8(111)

Wife’s parents

18.9(630)

33.9( 62)

29.8(801)

45.9(111)

Husband’s parents

46.3(492)

42.6(209)

22.8(334)

23.2(151)

Wife’s parents

39.2(492)

42.1(209)

44.9(334)

63.6(151)

Husband’s parents

18.0(272)

28.1( 32)

9.8(665)

6.8(103)

Wife’s parents

17.9(614)

29.3( 58)

26.7(757)

29.1( 79)

Husband’s parents

26.4(311)

32.7(156)

16.0(293)

17.5(137)

Wife’s parents

38.2(484)

40.9(203)

43.5(322)

54.7(117)

Husband’s parents
Wife’s parents
1950-69 cohort
Husband’s parents
Wife’s parents
b) Childcare support rates
(Eldest child at age three or under)
1920-49 cohort

1950-69 cohort

c) Childcare support rates
(Eldest child at age three or under;
limited to children living apart)
1920-49 cohort

1950-69 cohort

Note: In addition to being limited to those living separately from their parents, this calculation is made for childcare support rates from those
parents.
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Table 4a. Logistic regression analysis of whether there is co-residence with parents (Eldest child at age one)
Co-residence with husband's parents

Co-residence with wife's parents

Model 3
Model 1
Model 3
Model 1
Model 2
Model 2
(all subjects) (1920-49 cohort) (1950-69 cohort) (all subjects) (1920-49 cohort) (1950-69 cohort)
Exp (B)
Age of wife at marriage
20 or under
21-23
[24-26]
27-29
30 or above
Wife’s birth cohort
1920-29
1930-39
1940-49
1950-59
1960-69
Number of husband’s siblings (At marriage)
[5 or more]
3-4
1-2
Number of wife’s siblings (Adults)
[5 or more]
3-4
1-2
Composition of couple’s siblings
[Husband first-born son, wife with male siblings]
Husband first-born son, wife with no male siblings
Husband second or third son, wife with male siblings
Husband second or third son, wife with no male siblings
Wife’s original social stata (Father’s occupation at age 15)
[Ordinary company employee]
Executive or above
Non-agriculture self-employed
Agriculture, forestry, fishing
Temporary, unemployed, unknown
Husband’s occupation (At marriage)
[Self-employed (Agriculture and non-agriculture)]
Large company or organization
Small and medium-sized company or organization
Temporary, unemployed
Wife’s occupation (Eldest child at age one)
[Unemployed]
Company or organization
Self-employed, temporary
Husband’s education
[Middle school]
High school
Junior college, university or above
Wife’s education
[Middle school]
High school
Junior college, university or above
Region of residence (Eldest child at age one)
[East Japan]
West Japan
Scale of city (Eldest child at age one)
[Rural village]
Provincial city
Metropolis or central city
Couple’s family name
[Husband’s family name]
Wife’s family name
Costant
-2 Log Likehood
Model Chi-square
n
Note: +p<.1 *p<.05 **p<.01 ***p<.005
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Exp (B)

0.94
1.33 *
1.00
0.78
0.94

1.03
1.08
1.00
0.70
1.12

1.67 *
1.00
1.08
0.84
0.43 ***

1.65 *
1.00
1.02

1.00
1.47 **
1.92 ***

Exp (B)

Exp (B)

Exp (B)

Exp (B)

0.44 +
1.67 *
1.00
0.83
0.80

1.41
0.70
1.00
0.99
1.20

1.46
0.72
1.00
0.93
1.53

2.00
0.64
1.00
1.04
0.97

1.11
1.00
0.75

1.00
0.61 **

1.15
1.00
0.77
0.35 **
0.82

1.00
1.38 *
2.31 ***

1.00
1.65
2.02 *

1.00
1.09
0.55

1.00
0.97
0.45

1.00
1.63
0.90

1.00
1.07
0.96

1.00
1.06
0.99

1.00
1.25
1.14

1.00
1.25
1.52

1.00
1.05
1.32

1.00
4.28
5.09

1.00
0.79
0.20 ***
0.17 ***

1.00
0.88
0.19 ***
0.10 ***

1.00
0.78
0.20 ***
0.23 ***

1.00
1.65
1.48
3.51 ***

1.00
1.95
1.26
3.52 **

1.00
1.69
2.27
3.72 *

1.00
0.81
0.86
0.90
0.99

1.00
0.91
0.92
0.79
0.97

1.00
0.75
0.81
1.28
1.05

1.00
0.99
1.24
0.71
1.04

1.00
0.87
0.75
0.42 +
0.71

1.00
0.69
2.98 *
1.57
1.70

1.00
0.43 ***
0.55 ***
0.23 ***

1.00
0.33 ***
0.42 ***
0.19 ***

1.00
0.73
0.89
0.35

1.00
1.59
1.90 +
0.23

1.00
2.24 +
2.59 *
0.20

1.00
0.62
0.75
0.52

1.00
1.47 **
1.10

1.00
0.97
0.95

1.00
2.49 ***
1.42

1.00
1.66
1.10

1.00
0.89
0.89

1.00
4.30 ***
1.77

1.00
1.01
0.89

1.00
1.08
1.08

1.00
0.74
0.61

1.00
0.88
1.24

1.00
0.74
1.28

1.00
1.83
2.04

1.00
1.15
0.92

1.00
1.12
1.16

1.00
0.54
0.39 *

1.00
1.30
0.72

1.00
1.02
0.80

1.00
3.40
1.26

1.00
0.65 ***

1.00
0.77 +

1.00
0.51 ***

1.00
0.79

1.00
0.57 +

1.00
1.53

1.00
0.18 ***
0.10 ***

1.00
0.21 ***
0.10 ***

1.00
0.13 ***
0.08 ***

1.00
0.47 **
0.38 ***

1.00
0.54
0.29 **

1.00
0.35 *
0.48

1.00
0.02 ***
6.35 ***
2115.35
870.78 ***
2413

1.00
0.02 ***
7.88 ***
1213.81
548.97 ***
1362

1.00
0.00
8.30 ***
852.50
347.31 ***
1051

1.00
40.37 ***
0.03 ***
645.68
378.10 ***
2413

1.00
44.82 ***
0.05 ***
393.19
226.61 ***
1362

1.00
68.00 ***
0.00 ***
225.42
176.71 ***
1051

1.00
2.58 *

Table 4b. Logistic regression analysis of childcare support from parents (Eldest child less than three)
Childcare support from husband’s parents
Childcare support from wife’s parents
Model 3
Model 1
Model 2
Model 3
Model 1
Model 2
(all subjects) (1920-49 cohort) (1950-69 cohort) (all subjects) (1920-49 cohort) (1950-69 cohort)
Exp (B)
Exp (B)
Exp (B)
Exp (B)
Exp (B)
Exp (B)
Age of wife at marriage
20 or under
1.10
21-23
0.95
[24-26]
1.00
27-29
1.05
30 or above
0.97
Wife’s birth cohort
1920-29
0.79
1930-39
1.00
1940-49
0.86
1950-59
0.98
1960-69
1.08
Number of husband’s siblings (At marriage)
[5 or more]
1.00
3-4
1.40 *
1-2
1.21
Number of wife’s siblings (Adults)
[5 or more]
1.00
3-4
0.93
1-2
1.30
Composition of couple’s siblings
[Husband first-born son, wife with male siblings]
1.00
Husband first-born son, wife with no male siblings
1.32
Husband second or third son, wife with male siblings
0.50 ***
Husband second or third son, wife with no male siblings
0.58 *
Wife’s original social stata (Father’s occupation at age 15)
[Ordinary company employee]
1.00
Executive or above
0.81
Non-agriculture self-employed
0.85
Agriculture, forestry, fishing
1.07
Temporary, unemployed, unknown
1.01
Husband’s occupation (At marriage)
[Self-employed (Agriculture and non-agriculture)]
1.00
Large company or organization
0.92
Small and medium-sized company or organization
0.88
Temporary, unemployed
0.70
Wife’s occupation (Eldest child at age one)
[Unemployed]
1.00
Company or organization
1.41 *
Self-employed, temporary
1.07
Husband’s education
[Middle school]
1.00
High school
1.35 +
Junior college, university or above
1.21
Wife’s education
[Middle school]
1.00
High school
1.00
Junior college, university or above
1.00
Region of residence (Eldest child at age one)
[East Japan]
1.00
West Japan
1.03
Scale of city (Eldest child at age one)
[Rural village]
1.00
Provincial city
0.76 +
Metropolis or central city
0.54 ***
Couple’s family name
[Husband’s family name]
1.00
Wife’s family name
0.55
Relation with residence of both sets of parents (Eldest child at age one)
[Co-residence with husband’s parents]
1.00
Husband’s parents nearby
0.25 ***
Co-residence with wife’s parents
0.04 ***
Wife’s parents nearby
0.05 ***
Parents living distant
0.05 ***
Constant
4.15 ***
-2 Log Likehood
2064.63
Model Chi-square
1063.63 ***
n
2381

1.47
1.06
1.00
0.90
1.06

0.42 *
0.78
1.00
1.07
0.86

1.12
1.19
1.00
1.03
0.95

1.09
1.42 *
1.00
0.94
0.94
0.74
1.00
1.17

1.00
1.07

0.77
1.00
1.18
1.67 ***
2.16 ***

1.00
1.43 *
1.29

1.00
1.42
1.17

1.00
1.03
1.12

1.00
1.01
1.39

1.00
1.03
1.00

1.00
0.99
1.61

1.00
0.93
1.17

1.00
1.20
1.49 **

1.00
1.34 +
1.02

1.00
1.11
1.71 *

1.00
1.19
0.52 ***
0.33 **

1.00
1.40
0.49 ***
0.75

1.00
0.99
1.24 +
1.48 *

1.00
1.58
1.33
1.18

1.00
0.84
1.13
1.79 *

1.00
0.97
1.04
1.30
1.33

1.00
0.75
0.77
0.93
0.92

1.00
1.07
1.01
0.58 ***
0.62 **

1.00
1.22
0.91
0.59 **
0.55 *

1.00
0.95
1.16
0.54 ***
0.72

1.00
1.08
0.91
0.59

1.00
0.85
0.89
1.05

1.00
1.07
1.02
1.04

1.00
1.02
1.05
0.75

1.00
1.11
0.98
1.53

1.00
1.20
1.07

1.00
1.84 **
1.02

1.00
1.39 *
0.87

1.00
1.39 +
0.81

1.00
1.35
1.03

1.00
1.50 +
1.32

1.00
1.10
1.01

1.00
0.96
0.99

1.00
0.81
0.96

1.00
1.28
1.16

1.00
1.16
1.10

1.00
0.56
0.51

1.00
1.42 *
1.12

1.00
1.30
1.29

1.00
1.79
1.27

1.00
0.92

1.00
1.11

1.00
1.18

1.00
1.26

1.00
1.17

1.00
0.64 *
0.36 ***

1.00
0.94
0.81

1.00
0.85
0.79

1.00
0.99
0.88

1.00
0.75
0.70

1.00
0.22 +

1.00
0.85

1.00
1.67

1.00
2.61 *

1.00
1.03

1.00
0.44
0.04
0.07
0.07
5.90
997.55
373.42
1039

1.00
1.91
21.13
8.12
1.68
0.13
2583.05
*** 497.17
2381

0.72
1.00
0.85

1.00
0.17
0.05
0.03
0.04
3.94
1025.58
731.48
1342

***
***
***
***
***
***

***
***
***
***
***

***
***
***
***
***
***

1.27
0.90
1.00
1.03
0.97

1.00
1.28 +

1.00
2.36
19.75
9.74
1.64
0.11
1299.14
283.27
1342

***
***
***
***
***
***

1.00
1.63
35.14
6.28
1.69
0.19
1250.64
176.06
1039

*
***
***
**
***
***

Note: “Relation with residence of both sets of parents” is used only in analysis of childcare support. Couples “co-residing” with parents are separated into those
residing with the husband’s parents and the wife’s parents, with those living with both sets of parents considered to be residing with the husband’s parents.
Those not residing with parents are divided into those living near the husband’s parents and those living near the wife’s parents, with those living near both
sets of parents considered to be residing near the husband’s parents. Those not living near either set of parents are considered living at a distance.
+p<.1 *p<.05 **p<.01 ***p<.005

CONTINUITIES AND CHANGES IN PARENT-CHILD
RELATIONSHIPS AND KINSHIP IN POSTWAR JAPAN

065

2

2010.3

References
Fujimi, Sumiko (1975) “Aiji Maki to Oyako: Yamanashi-ken
Kitakoma-gun Sutamacho Hishi,” in Kitano Seiichi and
Masaoka Kanji (eds.) ‘Ie’ to shinzoku soshiki, Waseda
Daigaku Shuppanbu, pp. 227-332.
Ito, Abito (2007) Bunka jinruigaku de yomu Nihon no minzoku
shakai, Yuhikaku Sensho.
Kato, Akihiko ( 2003a ) “Chosa dezain to sanpuringu,” in
Matsuda (Kumagaya) Sonoko Kenkyu daihyosha, Zenkoku
chosa ‘Sengo Nihon no kazoku no ayumi’ (NFRJ-S01),
Nihon kazoku shakaigaku gakkai zenkoku kazoku chosa
(NFRJ) iinkai, pp. 1-11.
Kato, Akihiko ( 2003b ) Kazoku hendo no shakaigakuteki
kenkyu—Gendai Nihon kazoku no jizoku to henyo, in
Waseda Daigaku Daigakuin Bungaku Kenkyuka Hakase
Ronbun.
Kato, Akihiko (2006) “Sengo Nihon kazoku no kiseki,” in
Tomita Takeshi and Li Jonfa (eds.) Kazoku no henyo to
jenda—shoshi koreika to gurobaruka no naka de, Nihon
Hyoronsha, pp. 1-30.
Kitano, Seiichi (1940) “Koshu sanson no dozoku soshiki to
oyakata kokata kanko,” in Minzoku gaku nenpo 2: pp. 4195.
Kitano, Seiichi (1951) “Dozoku soshiki to hoken isei,” in
Nihon Jimbun Gakkai (ed.) Hoken isei, Yuhikaku, pp. 175195.
Kitano, Seiichi (1965) “Nihon no ie to kazoku,” in Osaka
Daigaku bungakubu kiyo 11: pp. 3-49.
Masaoka, Kanji (1968) “Sanson shakai ni okeru dozoku to
shinzoku,” in Shakaigaku hyoron 74: pp. 22-41.
Mitani, Tetsuo (1991) “Toshi ni okeru oyako do-bekkyo to
shinzoku kankei no Nihonteki tokushitsu,” in Kazoku
shakaigaku kenkyu 3: pp. 41-49.
Mitsuyoshi, Toshiyuki ( 1966 ) “Kazoku to shinzoku,” in
Obayashi Kaoru and Masuda Kokichi ( eds. ) Kazoku
shakaigaku, Kawashima Shoten, pp. 170-187.
Morioka, Kiyomi [1983] ( 2000 ) “Kazoku bunseki no
tegakari—ruikei to bunseki,” in Morioka Kyomi and
Mochizuki Takashi, Atarashii kazoku shakaigaku
yonteihan, Baifukan, pp. 9-18.
Morioka, Kiyomi (1993) Gendai kazoku hendoron, Mineruba
Shobo.
Nakano, Takashi (1964) Shoka dozoku no kenkyu—noren wo
meguru ie kenkyu, Miraisha.
Nasu, Soichi ( 1972 ) “Gendai shakai to rojin no kazoku
hendo,” in Nasu Shuichi and Masuda Kokichi (eds.) Rojin
to kazoku no shakaigaku, Kakiuchi Shuppan, pp. 1-42.
Nishioka, Hachiro (1997) “Kazoku kino no henka,” in Ato
Makoto and Kanekiyo Hiroyuki ( eds. ) Jinko hendo to
kazoku, Taimeidou, pp. 25-45.
Okubo, Takaji ( 2004 ) “Kaigo keiken no ‘sokeika’,” in
Watanabe Hideki, Inaba Akihide, and Shimazaki Naoko
(eds.), Gendai kazoku no kozo to hendo—Zenkoku kazoku
chosa ‘NFRJ98’ ni yoru keiryo bunseki, Tokyo Daigaku
Shuppankai, pp. 159-172.
Ochiai, Emiko [1994] (2004) 21 seiki kazoku e (daisanpan),
Yuhikaku.
Shirahase, Sawako ( 2005 ) Shoshi korei shakai no mienai
kakusa—jenda, sedai, kaiso no yukue, Tokyo Daigaku
Shuppankai.
Shi, liping (2006) “Seidai kan kankei ni okeru hitaishosei
no saiko—Nihon no oyako kankei ha soukeiteki ni natta

066

ka?,” in Nihon Kazoku Shakai Gakkai, Dai nikai kazoku
nit suite no zenkoku chosa (NFRJ03), Dainiji hokokusho 2,
Oyako kyodai sapoto nettowaku, pp. 101-120.
Tabuchi, Rokuro, and Nakazato Hideki ( 2004 ) “Rojin to
seijinsi to no kyoju kankei—dokyo, rinkyo, kinkyo,
enkyo wo megutte,” in Watanabe Hideki, Inaba Akihide
and Shimazaki Naoko (eds.) Gendai kazoku no kozo to
henyo—Zenkoku kazoku chosa [NFRJ98] ni yoru keiryo
bunseki, Tokyo Daigaku Shuppankai, pp. 121-147.
Tsutsumi, Masae (2001) “Noson kazoku ni okeru sedai keisho
no jissho bunseki—hito, mono, kokoro no sansokumen wo
chushin ni,” in Yamanashi kenritsu joshi tanki dai kiyo 34:
pp. 63-76.
Yonemura, Shoji (1974) “Dozoku wo meguru mondai (1)—ie,
dozoku to sosen suihai to no kankei wo shu to shite,” in
Shakaigaku hyoron 25 (1), pp. 18-39.

Notes:
1 Nakano (1964) holds that the joint group of ie (dozoku)
is a bond of households composed on the basis of the
households’ genealogy, and that this is different from
kinship relationships. However, Nakano also recognizes
that kinship relationships exist together with the joint
group of ie (dozoku) and that the two performed different
functions.
2 There are a wide variety of definitions of household (ie),
but the present article provisionally employs the definition
of Morioka ([1983] 2000), which takes it to be the form
of traditional Japanese family life, and takes it as the
Japanese pattern of the stem family system.
3 East Japan is taken as those prefectures east of and
including Fukui, Gifu and Aichi prefectures, and West
Japan as those west of and including Kyoto, Shiga and
Mie prefectures. Hokkaido is excluded from this analysis.
4 “Relation with residence of both sets of parents” is used
only in analysis of childcare support. Couples “co-residing”
with parents are separated into those residing with the
husband’s parents and the wife’s parents, with those living
with both sets of parents considered to be residing with
the husband’s parents. Those not residing with parents
are divided into those living near the husband’s parents
and those living near the wife’s parents, with those living
near both sets of parents considered to be residing near
the husband’s parents. Those not living near either set of
parents are considered living at a distance.
5 Depending on the birth cohort, there was a statistical
significance according to chi-square test in the rates of
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6 Chi-square test showed a statistical significance in the
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parents according to birth cohort, and in the difference in
rates of childcare support rates from the husband’s and
wife’s parents according to the composition of the couple’s
siblings (p < .05).
7 Chi-square test showed a statistical significance in the
difference in childcare support rates from the husband’s
or wife’s parents according to the birth cohort and the

composition of the couple’s siblings (p< .05).
8 Of those couples living with the wife’s parents, 52.9% take
the wife’s family name, and especially among the couples
living with the wife’s parents in which the husband is the
second or third son and the wife has no male siblings,
82.8% take the wife’s family name.
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OFFICIAL DEVELOPMENT
ASSISTANCE AND HUMAN
SECURITY IN FRAGILE STATES
FOCUSING ON MIGRATION
FROM MYANMAR
TAKAMATSU Kana

Ⅰ．Introduction
Human security is to protect the vital core of all

following 9/11, assistance to “fragile states” as

human lives in ways that enhance human freedoms

hotbeds of terror has become the central paradigm

and human fulfillment. Human security means

of development assistance. The result has been

protecting fundamental freedoms—freedoms that

that assistance to fragile states has taken the form

are the essence of life. It means protecting people
from critical (severe) and pervasive (widespread)

of coordination of development assistance with
the diplomatic and defense sectors (the whole-

threats and situations ( Commission on Human
Security, 2003: 4).1

government approach ) , and has come to be
discussed more actively.

However there is a divergence of approaches,

However, the upsurge in the discussion

the concept of human security is highly significant

of fragile state assistance does not represent

in the sense that it has opened up possibilities

disentanglement from the established framework

for efforts to be made on behalf of people and

of “selectivity.” Rather, it can be said to be a

domains to which scant attention has previously

further reinforcement of “selectivity” in which

been paid.

the selection criteria of the country providing the

The human security of citizens who live in

assistance have been broadened to include the

“fragile states” is under severe threat. Fragile

diplomatic and defense sectors. In other words,

states refers to states which do not have the

as ever under the strong influence of “selectivity,”

capacity or will to perform basic and indispensable
functions for their populations ( World Bank,

this is no more than the state of the government

2

rather than the needs of the people being

2003: 9), and there has been a strong tendency to

considered as the central criterion. Especially

hold development assistance for these countries

for countries which hold no particular interest for

down to the lowest possible level based on a

the donor countries, there is no active discussion

notion of “selectivity” derived from an appraisal

of assistance. This is in contradiction with active

of the good governance concerned. Nevertheless,

efforts for “human security,” which should have
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the needs of individual people as its main concern.

development assistance (ODA) policy of Japan,

The purpose of this paper is to examine the

which upholds human security as one of its basic

problems of assistance for the achievement of

policies, and Myanmar, where the safety of people

human security in fragile states. We focus here

has been under severe threat, are taken up as case

especially on the issues involved in bilateral

study for the examination.

cooperation. For this purpose, the official

Ⅱ．Japanʼs ODA Policy and Human Security
The ODA Charter of the Ministry of Foreign
3

Affairs of Japan was revised in 2003 in order

for implementing ODA were indicated. The

to comply with the new development goals,

mid-term policy states that human security,
“(…) means focusing on individual people and

human security being upheld as a basic policy.

building societies in which everyone can live with

However the definition of human security was not

dignity by protecting and empowering individuals

mentioned, new charter indicated the perspective

and communities that are exposed to actual or

of “Human Security” as follow.

potential threats.” Further, in order to reduce the
vulnerabilities faced by people, communities and

In order to address direct threats to

countries, the mid-term policy states that Japan

individuals such as conflicts, disasters,

will address the four priority issues of “poverty

infectious diseases, it is important not

reduction,” “sustainable growth,” “addressing

only to consider the global, regional, and

global issues” and “peace-building” bearing

national perspectives, but also to consider the
perspective of human security, which focuses

in mind the perspective of “human security.”
(Ministry of Foreign Affairs, 2005: 2)5

on individuals. Accordingly, Japan will

A l s o , s u p p o r t i n g s e l f - h e l p e ff o r t s o f

implement ODA to strengthen the capacity of

developing countries indicated as one of the basic

local communities through human resource

policies of Japan’s ODA. Japan respects the

development. To ensure that human dignity is

ownership by developing countries, and places

maintained at all stages, from the conflict stage

priorities on their own development strategies. In

to the reconstruction and development stages,

carrying out this policy, Japan will give priority

Japan will extend assistance for the protection
and empowerment of individuals. (Ministry of

to assisting developing countries that make active

4

Foreign Affairs, 2003: 2)

efforts to pursue peace, democratization, and the
protection of human rights, as well as structural
reform in the economic and social spheres. In this

In February 2005, a new ODA mid-term
policy was formulated, in which concrete methods

sense, Japan’s ODA shows certain selectivity for
assistance.
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Ⅲ．Myanmar as a Fragile State
Myanmar is one of the countries chosen to be

Looking only at 2009, the UN has been

on the International Development Association’s
(IDA) list of fragile states. Fragile states is the

actively involved a number of times in Myanmar.

term used for countries facing particularly severe

Advisor Ibrahim Gambari visited Myanmar. In

development challenges, such as weak institutional

May, the President of the Security Council issued

capacity, poor governance, political instability,

a press statement expressing concern over the

and frequently on-going violence or the legacy
effects of past severe conflict (IDA, 2007),6 and

continuing confinement of Daw Aung San Suu

which require assistance from the international

the release of all political prisoners. In June, UN

community. Further, Myanmar is described as a
least developed country (LDC) and is a country

Secretary-General Ban Ki-moon visited Myanmar

which is weak not only in economic terms but

concerning important issues such as the release

which also has healthcare, gender, educational and

of all political prisoners, including Daw Aung

various other problems.

San Suu Kyi. In August, the High Commissioner

In February, the Secretary-General’s Special

Kyi, at the same time stressing the importance of

and held meetings with the military government

A factsheet published by the OECD examines

for Human Rights, Navanethem Pillay, issued a

ODA flows to fragile states, listing countries

statement expressing regret over the 18-month

requiring monitoring and responses under four

extension of house arrest of Daw Aung San Suu

categories. Myanmar is listed as a country

Kyi, calling for her immediate and unconditional

having a high necessity for assistance, but is also

release. Thus the UN has indicated strong concern

listed as a country with weak governance or low

over issues in Myanmar, but the Myanmar problem

government capacity, where increased assistance
(more positive aid efforts) may not be warranted,

mainly consists of political and human rights

but where coherent international engagement is
nevertheless required (OECD, 2007).7 We can say

The international community sees that
the greatest need of the Myanmar people is

that this viewpoint indicates that the country has

democratization, but is not a development issue as

a large number of development problems, but that

serious as the priority given to political concerns?

the political background indicates that assistance

What kind of life are many people of Myanmar

should be restricted to the minimum level possible.

facing on a daily basis?

issues.8

Ⅳ．Statements from Persons Experiencing Migration from Myanmar
In April 2008, the bodies of 54 Myanmar who had

Thailand. Yet cases of Myanmar migrant workers

suffocated in the back of a truck were discovered

being involved in incidents or accidents have

in Ranong Province, Thailand. The people had

occurred on several occasions.

suffocated in the truck while trying to enter
9

The International Labour Organization (ILO)

Thailand for work. This incident was taken up by

reports that many unskilled workers in Thailand

the media and attracted some degree of attention in

are illegal workers from neighboring countries,
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some 80 to 90% of these being Myanmar (ILO
2005).10 Since there are cases of people starting

and that human trafficking within Myanmar was

out as spontaneous economic migrants ending

the original decision to migrate was given as food

up as victims of human trafficking, considering

shortages, 65%; loss of domicile, 14%; both of the

the trends in population movement in the Greater
Mekong Sub-region (GMS) countries, it can be

previous answers, 15%; loan problems, 3%; and

estimated that the proportion of Myanmar among

60% of the decisions to migrate were made as

human trafficking victims is extremely high.

family decisions, and nearly 40% were individual

In an interview survey conducted in northern
Thailand,

11

it was pointed out that the human

increasing. Further, the background to making

no response, 3%. It was also learned that nearly

decisions, showing that the role of decision making
in the family is an important factor in migrating.

trafficking issue is especially serious for ethnic
minority women. As a result of the conflict
between the Myanmar military and ethnic minority

(1) Interviews with Myanmar Migrant
Workers

groups, ethnic minority peoples unable to find safe

An interview survey was conducted with

living conditions attempt to escape to Thailand,

Myanmar migrant workers in Samut Sakhorn

many paying bribes at the border or crossing into

Province in order to consider the situation

Thailand through the jungle. It is pointed out that

directly from the experience of the migrants.

since they do not have the economic means to

Samut Sakhorn is a major fishing port and

exist in Thailand, the women are especially prone

is an important area for the fish processing

to deception by human trafficking agents. Further,

industry, which relies on cheap labor. The

along the Thai border there are numerous reports
of cases of human trafficking and people being

industry in the province formerly relied on
labor from Isan ( northeast Thailand ) , but

inducted into domestic and related kinds of work

securing the labor force has been difficult in

without pay.

recent years, the current situation being that

During interview surveys conducted in
the Bangkok area,

12

it was pointed out that the

the industry relies heavily on migrant workers,
largely from Myanmar.

movement of people is occurring from all areas

The interview survey to Myanmar migrant

of Myanmar and is not limited to ethnic minority

workers was conducted in July 2009.14 It is

peoples. There are even cases of people traveling
from Rakhine State ( adjacent to Bangladesh )

not possible to build up a profile of the entire

and Chin State (adjacent to India). It was also

However, by focusing on the lifestyle of the

pointed out that the great majority of Myanmar

migrants in the interviews, it was possible to

migrants cross the border for work purposes, and

obtain a grasp of the situation under which the

even though their intention may be to engage in

migrant workers are living.

migrant work force from just 14 interviews.

temporary work, this may result in long-term entry
due to the practical difficulties of making a living

(2) Profiles of the Interviewees

inside Myanmar.

Of the 14 interviewees, there were 9 women,

In an interview inside Myanmar,

13

it was

and 5 men, 13 of whom were employed

mentioned by a local NGO in 2005 that the areas

following illegal entry and one employed

from which human trafficking was originating

passport holder. The interview with the

were moving inland from the Thai border areas

passport holder was conducted as a comparison
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Table 1. Profiles of the Interviewees
case

gender

State or Division of Origin

Ethnicity

Age

Year of Entry into Thailand

A

F

Mon State

Karen

28

1995

B

F

Mon State

Burman

31

2001

C

F

Mandalay Div.

Burman

47

1997

D

M

Magwe Div.

Burman

33

1999

E

M

Mon State

Burman

37

1995

F

F

Tanintharyi Div.

Dawe

34

1995

G

F

Kayin State

Burman

40

1995

H

M

Kayin State

Karen

35

1995

I

M

Bago Div.

Burman

32

2005

J

F

Mon State

Burman

33

2005

K

M

Mon State

Burman

37

2000

L

F

Mon State

Mon

21

2005

M

F

Mon State

Pa-O

21

2005

N*

F

Chin State

Chin

55

1997
* Passport holder

with the 13 persons who had entered the
country without a passport. The profiles of the
14 interviewees are as shown in the following
Table 1.

10 is completed at 16. Of the women, one had
not had any school education at all (by M).
The reason for failure to attend school was
always given as inability to pay (7 out of 13

Let us look first at the 13 illegal entrants.

people), and this was clear from cases where

Looking at the states or divisions of origin,

the livelihood of the whole family became

many of the entrants come from states

untenable due to sickness of a family member

bordering Thailand, but some are also from

and the fact that it was especially difficult for

inland areas such as Mandalay and Magwe

members of female-only households to go on

Divisions. Looking at ethnicity, many are

to higher education.

Burmans, and so it is apparent that various

Differences in educational level were

factors are at work in migration, not only the

apparent among both male and female

repression of ethnic groups pointed out by

migrants. Although there was a tendency

many researchers. Regarding age at entry into

for both men and women of households with

Thailand, there was a range of ages from 14 to

insufficient financial means to leave school

35, but those arriving in their teens are limited

early, the reason why overall the women

to women. This may be related to educational

tended to have a low level of education was

level.

that men had the choice of continuing their
education by either becoming monks (by D) or

The educational system of Myanmar is an
11-year 5-4-2 system from elementary to high
school. Age of entry to school is 6 and grade
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soldiers (by I and K).

(3) From the interview results

actually “repaid” after obtaining employment

Why did the migrants choose to come to

in Thailand, the border crossing results in

Thailand in the first place? The reply to this

the burden of a debt.

question was the unimaginably grave poverty

was in many cases 12,000 to 15,000 bahts.

of the rural areas in Myanmar. The migrants

At the actual rate of exchange in Myanmar,

had moved not only to fulfill material desires

this would amount to 360,000 to 450,000

such as the purchase of land or a house, but
simply in order to be able to live a daily life.

kyats. According to research by Kurita et al.
(2004)15 since the average annual household

The daily life environment of the interviewees

income in rural areas was 184,000 kyats, or an

was extremely harsh, consisting of those

annual income of 36,000 kyats per individual

whose daily life had collapsed due to the
illness of a household member(by F, G, and L),

household member, it is clear that the agent’s

or those who had experienced the death of a

Regardless of the amount of money paid,

family member due to inability to pay for or to
find a place for treatment (by E and J).

there were cases of having to experience

The best-paying jobs in the local areas
were heavy labor work such as on construction

after having paid an exorbitant agent’s fee
(especially by E). In addition, 2 women who

sites, but this work was irregular, few women

were in their teens when they underwent the

were assigned to such work, and the means of

journey were organized into a female-only

securing cash income was especially difficult
for women (by A, B, F, G, J, L, and M).

group which was first introduced to domestic
work (by K and L). There is a tendency for

The problems of life in an ethnic people’s

young women to be allocated domestic work,

village were pointed out with regards to a
Karen ( an ethnic people ) village; not only

and it is presumed that there is a tendency

was the daily life very poor, but the Myanmar

border crossing method and to be introduced

army carried out such activities as conscripting

to different kinds of work compared to other

villagers as porters and collecting money in
the village (by H).

migrants, including the way in which the

Further, as background to the decision to

All migrants had experienced several jobs

migrate were such things as the family’s hopes,
various kinds of intra-household pressure (by

after arriving in Thailand. Various kinds of

A, E, F, J, and M), and the reality that it was

made by interviewees. Cases reported include

impossible to find opportunities to sustain the

being arrested by police inspecting the place of
work and being deported back to Myanmar (by

livelihood of the whole family in Myanmar
except by migrant work (by B, C, G, H, and
L). It can thus be seen that there was a high
degree of coercion involved in migrating for
the purposes of labor.

The agent’s fee paid

fee represented a large amount of money.

a dangerous border crossing journey, even

for young women to undergo a different

group for the crossing is organized

problems can be pointed out from statements

B and E), being forced to engage in dangerous
work on a ship (by K), running away from
domestic work due to being shouted at because
of inability to understand the language (by M),

All except one of the 13 migrants who

and becoming unwell because of very long

crossed the border by land route paid a border

work hours which allowed an average of only
three hours sleep per day (by L).

crossing fee to an agent. Since the fee is
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In order to deal with the illegal worker

safety during migration, and an unstable daily

issue, the Thai government has introduced a

life in the country of destination. Under such

16

registration system and has adopted measures

circumstances, all migrant workers expressed

permitting work for a certain period of time.

a wish to return to Myanmar, although

Both those persons currently holding work

realistically the situation was that they had no

permits and those who had previously held

prospects for life inside Myanmar and could

work permits were asked how much they had

therefore not return.

paid for the registration fee. Registration fee

Concerning daily life inside Myanmar, it

is 3,800 bahts per person while the amount

was characteristic that, except for a former

generally paid between 4,500 and 5,000 bahts.

soldier, no one voiced dissatisfaction with

Statements were made concerning arrest

the current regime. It is thought that this was

and so on due to not holding a work permit,

because there is an awareness that criticism

but even the holding of a work permit does not

of the regime cannot or should not be voiced,

guarantee the status of a person. As a rule,

but at the same time, in the life of the rural

a work permit allows freedom of movement

areas, which many of the migrant workers

within the issuing province, but cases were

have experienced, the reality is that before

also pointed out where in actuality one could

fomenting criticism of the military regime

be apprehended by the police for being in a

people are too busy making the maximum

different area even if still within the same

effort to live from day to day.

province. Further, if a person holds a work

How, then, should we perceive the current

permit, it is possible to claim for non-payment

situation where waves of people are flooding

of wages, but in fact it proved to be impossible

into neighboring countries because they are

to request an improvement in treatment. These

unable to make a living in their own country?

are some of the ways in which Myanmar

When directly perceiving a situation where

workers are placed in a very unstable position.

the safety of people is under threat, what kind

In this way, the migrants have no option

of response is required of the international

but to lead a life facing continual risk,

community?

enduring poverty inside Myanmar, lack of

Ⅴ．Concerning Assistance to Myanmar
Since 1971, the government of Myanmar has

community, especially the western countries,

taken an active diplomatic policy based on the

Europe and North America imposing sanctions

principles of independence and neutrality as
its basic guideline (Ministry of Foreign Affairs

upon Myanmar. In addition, the Development
Assistance Committee (DAC) countries,

of Myanmar) . However, problems such as the

represented by the EU and the US, have also

undemocratic nature of the military regime, the

become negative with respect to assistance to

forced labor issue, and the problem of the house

Myanmar.

arrest of Daw Aung San Suu Kyi has caused

Of the cooperation with Myanmar in 2005,

deepening antagonism with the international

Japan was in first place with 25.49 million US
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US dollars, the UK with 10.58 million US dollars,

Japan’s ODA with the CLV countries (Cambodia,
Laos, and Vietnam), who are also late developing

Norway with 5.85 million US dollars, and Sweden

ASEAN countries, this is an extremely small sum,

with 4.49 million US dollars, amounting to a

but Japan is still the largest donor.

dollars, followed by Australia with 10.96 million

total of 77.83 million US dollars.

17

Comparing

Ⅵ．Japanʼs Policy towards Myanmar
The Japanese government has not formulated a

cabinet in July 2007, and for which the Japanese

country assistance plan for assistance to Myanmar,

government was arranging an opportunity for the

but the Japanese government’s basic guideline

signing and exchange of official papers with the

for ODA to Myanmar is indicated in the “ODA to

government of Myanmar.19

Myanmar” by the Japanese Ministry of Foreign
18

This incident in Myanmar became the basis for

Affairs. In view of the situation following the

various questions in the Japanese Diet concerning

confinement of Daw Aung San Suu Kyi by the

Japanese policy and sanction measures for ODA
to Myanmar ( Question No. 144, submitted on

government authorities of Myanmar on May
have been taken to basically forgo any new

October 23, 2007, Question No.191, submitted
on November 7, 2007, and others).20 Especially

economic cooperation initiatives. On the other

detailed questions were asked in Question No.

hand, regarding initiatives having great urgency,

47, submitted on November 7, 2007, entitled “A

that are truly humane and that nurture human

question and cautionary note on ODA to Burma

resources that will contribute to democratization

and the promotion of democratization.” The main

and structural reform of the economy, and those
intended for the CLMV countries ( Cambodia,

points were the indication that grant assistance

Laos, Myanmar and Vietnam ) or ASEAN as a

being provided to an approved organization of

whole, it stated that the Japanese government will

the military regime, and that ODA to Myanmar

implement these in order of priority having given

was possibly not giving due consideration to the

careful consideration to the content of the initiative

principles of the ODA Charter concerning the

and while continuing to keep a careful watch on

promotion of democratization and the guarantee of

the political situation inside Myanmar.

basic human rights and freedoms.

20, 2003, the guideline states that measures

cooperation for grass roots human security was

of September 2007, the government decided in

In its Written Response No.47 ( December
16, 2007), the government replied that it had not

October to further narrow down the number of

investigated the Union Solidarity and Development

projects in Myanmar. The result was that it was

Association since it was unaware that it was an

decided to halt the “Construction Plan for the

organization that carried out active suppression of

Japan-Myanmar Center for Human Resources

democratization activists.

Following the repression of the demonstrations

Development” which had been finalized by the
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Ⅶ．The “Need for Assistance” and the “Reality of Assistance”
The Question No.47 mentioned in the previous

by the military regime.24 The interference in the

section raised the important point. The issue

assistance activities by the military regime was

for many donor countries is that by seeing the

in the form of the Myanmar government’s newly

destination of the assistance as the government of

introduced regulations on the movement of people,

Myanmar, they are concerned that the ideology

which the Fund judged in advance would place

of assistance for enhancing human rights and

great restrictions on entry by Fund personnel

democratization will collapse.

to the assistance projects’ implementation sites

Enhancing human rights in development

and making it impossible to implement effective

assistance is mentioned in many international

financial donations. These restrictions by the

21

conferences, and OECD/DAC emphasizes the

Myanmar government were not specific restrictions

relation between human rights and development
assistance in their policy paper ( OECD/DAC,

applied only to GFATM, but were conditions that

2007 ) .

Human security complements state

and NGOs. Very few organizations withdrew

security, enhances human rights and strengthens
human development (the Commission on Human

from Myanmar following the introduction of the

22

23

Security, 2003, p. 2).

were imposed on all international organizations

restrictions.
The Global Fund’s decision to discontinue the

Although the humanitarian assistance has not

grants in Myanmar is not caused by the technical

been totally excluded from assistance to Myanmar,
it is necessary for the sake of ideal implementation

issues only. There seems to have pressures
from U.S. (Tiaji, 2006: p. 8)25 and other donors

to clear the hurdle of ensuring that the people on

(Strefford, 2006, p. 49)26 to withdraw the grants in

the ground as the final beneficiary. In Myanmar,

Myanmar. The gap between these needs and the

and in many fragile states, it is simply not easy to

implementation of assistance can be grasped from

carry out assistance that directly targets the people

a viewpoint concerning an undemocratic state.

on the ground. It is precisely these circumstances

The difficulties of dealing with the government

that have caused the diversion from a discussion

of Myanmar were once again made clear during

on needs-centered assistance to Myanmar.

the provision of emergency humanitarian

Whether it is bilateral cooperation, multilateral

assistance from the international community

cooperation, or NGOs, it is exceedingly difficult to

at the time of the cyclone in 2008. A cyclone

exclude government interference from assistance

struck the Myanmar coastline on May 2 and 3,

activities in the current situation of Myanmar.

2005, causing immense suffering, but the military

To give an example, the WHO Global Fund to
Fight AIDS, Tuberculosis and Malaria ( WHO/

regime did not announce acceptance of overseas

GFATM ) is carrying out extremely important

organizations and state governments came forward

assistance, in view of the needs of the people

with assistance for Myanmar, but the deployment

of Myanmar, in aiming to eradicate these three

of this assistance was blocked for several weeks

great infectious diseases, but GFATM decided to

following the occurrence of the cyclone.27

assistance until May 25. The UN and international

suspend assistance and withdraw from Myanmar

At that time, a number of countries, such as

in 2005 due to interference in assistance activities

Thailand, Indonesia, China, and India, which

076

had previously been involved in Myanmar in a

It is easy to imagine that the reason why the

relatively constructive manner, and which had

government of Myanmar has thus far not permitted

maintained special relations with Myanmar,

humanitarian assistance from the UN and western

were able to dispatch assistance personnel and

countries that have continued to impose sanctions

deploy material donations before the military

for the reasons of the political situation is out

regime announced acceptance of overseas

of concern for the intervention in domestic

assistance. Additionally, the Thai government

political issues that might occur as the result

acted as mediator to bring about the acceptance of

of the acceptance of humanitarian assistance.

assistance from international organizations on May

On the other hand, the partner implementing

25.

the assistance perceives that assistance and the
The Japanese government, which has made

human security a basic guideline for ODA, and

promotion of human rights and democratization to
be inseparable parts of a single package.

which is the top assistance donor to Myanmar,

From the point of view of democratization,

decided upon and implemented the granting of

neither the mainly western sanctions nor the

emergency material assistance at an early point

constructive engagement centering on ASEAN,

after the occurrence of the cyclone. However,

have resulted in any concrete progress. Political

it proved to be impossible to implement a rapid

pressure from the international community has

dispatch of assistance personnel to locations

been little more than a sideshow.

requiring an emergency response.

Ⅷ．Conclusion
From the interviews to migrant workers, serious

have been, seen in terms of human security. Thus

poverty inside of Myanmar especially in rural

human security plays only a philosophical role in

area, lack of safety during migration, and an

official development assistance policy.

unstable daily life in the country of destination are

However ODA targets different type of

indicated. Technical assistances for improving a

countries, ODA is not so flexible to meet the

food security, preventing widespread starvation

need of different type of countries. The Japanese

and humanitarian assistances for health sector are

government, which has made human security

required.

a basic policy for ODA could not have the

Although there is a necessity for assistance in

way and enough reason to persuade public for

fragile states, in view of the needs of the people,

implementing assistances, even humanitarian

the country is not made a target for assistance

assistances, to fragile states. The discussion has

because of the nature of the government, which

not yet begun.

disallows it from being a target of assistance.
The provision of official development assistance
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GENDERING STRATEGY FOR
“PEACE AS HUMAN RIGHTS”:
Toward the Construction of an Anti-Military
Theory

TSUJIMURA Miyoko1

Ⅰ． Introduction: A comprehensive view on peace, human
rights and gender
<War, in itself, is a violation of human rights. >

rights theory has seen new developments based

Based on this principle, and based on a

on the conception that “women’s rights are human

comparative study of pacifism in constitutional

rights”. The debate of human rights has been

law, we examine a gendering strategy for “peace as

focused on women as victims and casualties of

human rights”. This presupposes the establishment
of a comprehensive view on Peace (P), Human

war, domestic violence or sexual abuse.

Rights (HR) and Gender (G).

of women in the military, problems concerning

On the flip side, with the increasing participation
the rights to profession or the rights to self-

1)

The interdependent relation between Peace
and Human Rights ( P & HR ) is already clear.

determination of female military personnel have

Especially in Japanese constitution law, due to the

profession of the prostitute is also called a feminist

specific guarantee of <the right to live in peace> in

dilemma. Thus the discussion on Gender and

the Preamble to the Constitution of Japan, a great
the problem of peace from the point of view of

Human Rights has become more complicated.
3) B e h i n d t h e s e d e v e l o p m e n t s l i e s t h e
intensification of the debate on Peace ( war,

human rights, which lead to a discussion on “peace

armed forces) and Gender (P & G), the issue of

as human rights”. This view of peace is shared by

women and peace has also been considered in

importance has been attached to the need to review

2

emerged. The issue on the liberty or the rights to

the United Nations’ position on human security ,

international documents such as the Convention

and is based on the interdependence between

on the Elimination of All Forms of Discrimination
against Women(1979) and the Beijing Declaration

peace and human rights.
2) Concerning the relation between Human
rights and Gender (HR & G) 3, since the 1990s,
especially, the international women’s human
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and Platform for Action ( 1995 ) . There are the
issues on the oppression of women as mass
rape ( gang rape ) , or so-called comfort women

( sexual slavery ) in wartime on one hand. And
there are problems on increasing participation
of women in military service on the other. This

civilian service shall be provided for by law.”
( Paragraph 1 ) and “Military service shall be
voluntary for Swiss women” (paragraph 2)5.

antagonism forms a thorny issue of feminism
(a feminist dilemma) on “women soldiers”. The

based on gender. This problem has to be examined

relation between peace and gender has been also

in combination with the fact that Swiss women

discussed from the point of view of issues such as

had been excluded for a long time from political

the impoverishment of women due to industrial

life and treated as second-class citizens, because,

development and the violation of women’s rights

unlike men, they had not rendered military service.

4

in developing countries.

Admittedly, there is the differentiated treatment

Also the fact that they were granted the right to
vote late (in 1971) should be noted.

Thus, the relation between Peace, Human

The article 12a of the Basic Law of the Federal

Rights and Gender has so far been examined from

Republic of Germany stipulated in 1990, that:
(1) Men who have attained the age of eighteen

the point of view of the bilateral relations between
Peace and Human Rights ( P & HR ) , Human
Rights and Gender (HR & G), Peace and Gender
(P & G). However, the triangular structure formed

may be required to serve in the Armed Forces, in
the Federal Border Police, or in a civil defense
organization.
(2) Where, during a state of defense, civilian

by Peace, Human Rights and Gender (P & HR &
G) remains open to further discussion and requires

service requirements in the civilian health system

multiple perspectives, such as that of comparative

or in the stationary military hospital organization

constitutional law or that of gender-based human

cannot be met on a voluntary basis, women

rights studies.

between eighteen and fifty-five years of age may

First, from the point of view of comparative

be assigned to such services by or pursuant to a

constitutional law, we can see that there are many
types of pacifist constitutional provisions ( see

statute. They may on no account render service

section 4 below ) . From the perspective of the

Nevertheless, the revision on December 1,

Japanese Constitution, which aspires to “peace as
a human right” by guaranteeing both <the right

2000 stipulates the last sentence of the article
12a(4), that “Under no circumstances may they

to live in peace> and <the renunciation of war>,

be required to render service involving the use of

the relation between “Peace as a Human Right”
and Gender (P as HR & G) is also a problem to be

arms.”7

discussed.

to bear weapons under any circumstances”, thus

Furthermore, it is necessary to examine the

involving the use of arms6.

It means that “women should not be required
admitting the participation of women in combat

rationality of constitutional stipulations concerning

on a voluntary basis.

the military, as there are some that incorporate

the decision of November 11, 2000, on Kreil v.

gender-based differences.

Germany8 of the European Court of Justice, which

Behind this revision stood

established that national provisions in Germany
To give an example, in the article 59 of the
current constitution of Switzerland ( enacted in

which excluded women from any military posts

January 2000), it is provided that “Every Swiss

EU Equal Treatment Directive. On the basis for

man is required to do military service. Alternative

this decision, there was the principle of women’s

involving the use of arms were in violation of the
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human right to freely choose their occupation.

“women soldiers”, citizenship and gender, peace

As a matter of fact, in European countries and

and gender from the perspective of human rights, a

North America, the process of lifting the ban on

comparative analysis of pacifist constitutions, and

women in combat positions has advanced, bringing

women’s responsibility towards peace.

with it a division inside the feminist movement on
the problem of “women soldiers”.
It is in this context that below, I will examine,
in turn, the feminist movement’s thorny issue of

Ⅱ．A feminist dilemma: “women soldiers”
Here is one of the thorny issues of feminism, so-

entation of the equality policy adopted by liberal

called a feminist dilemma, which has brought

feminism as an “emancipation of women project”,

with it a division in the feminist ideology and

they cannot be against women choosing their oc-

movement. It is that of women soldiers.

cupations of their own free will. This is where the

The basic opposing positions are (A) which
assumes that women soldiers have the right to
choose their occupation and claim equal rights
with men, and ask for the right to enlist and
participate in combat, and (B) which opposes (A).
These opposing positions essentially
correspond to（ ① ）traditional liberal feminism,
which pursues equal rights with men, and（ ② ）
the various streams of the second wave feminism,
which generally oppose this. Nevertheless, as
there are various small streams, it is not so easy
to attempt a classification. Smaller factions within
the latter trend of feminism, especially Marxist
feminism and radical feminism, split regarding
human rights ( especially the right to selfdetermination), according to whether they deny

thorn in this issue is.9
As a matter of fact, in America, mainstream
feminist organizations such as NOW (National
Organization for Women), embracing the position
in（A= ①）above, requested, after the Vietnam
war, that women be allowed to serve in the
military, and, by crying for “the freedom of women
to participate in combat” during the Gulf War,
extended the posts available to women soldiers (the
number of women soldier participants in that war
stands at 40,000 or 12% in1991).
At the opposite pole, the position in (B) was
embraced (apart from conservative women and
anti-feminists) by <Eco-feminists>, which embrace
motherhood feminist, and radical feminists who
connect the emancipation of women to anti-war/

or affirm them. Postmodernist feminism, which

peace. However, in the aftermath of all this, with

criticizes modernism and universalism, is apt to

the switch from draft-based military service to

deny them. <Eco-feminism> strongly supports the

voluntary service and the introduction of high

view of women as the childbearing sex and thus

technology weapons, those who opposed NOW

opposes liberal feminism, but is in turn criticized

became hard pressed to develop “an anti-war

for its <essentialist> view of women as inherent

ideology which was not based on the <essentialist>

pacifists.

assumption that women are inherent pacifists”.10

Although many of the trends belonging to ②
agree in their opposition to the “same as men” ori-
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This issue becomes even more complicated if
we consider the oppositions between feminism and

bound to be an inevitable clash between liberalism

liberalism, and feminism and nationalism.
To give an example, if we consider the issue
of women soldiers to be one of individual liberty
(the rights to choose one’s occupation) and self-

and feminism. On the other hand, nationalism,
which assumes that all citizens (men and women)
should unite to fight the enemy of the state,

determination, as in the case of prostitution/

conflicts with the brand of feminism that is

compensated dating and sex workers, there is

sensitive to gender differences.

Ⅲ．Citizenship and Gender
Concerning nationalism and feminism, Professor

of gender”, countries have their own ways of

Chizuko Ueno has raised poignant questions.

creating women soldiers 14. Through the equal

Regarding questions such as “Can Feminism

participation of men and women in the military,

Transcend Nationalism?” and “Is feminism able

the <essentialist> view of gender would be

to coexist with nationalism?”, she has shown

destroyed.

that the two are incompatible, stating that “the

Today, it can be said that the <essentialist>

emancipation of women is not possible within the

or stereotyped conception of women as inherent

frame of the modern nation-state”. Furthermore,

pacifists and the consideration of women as only

she argues that we should aim for “the <de-

victims and casualties has been clearly negated.15

naturalization> and<de-essentialization> of the

This point should prove a wealthy source of

nation-state and woman”, “the <de-construction>

historical and demonstrative studies regarding a
multitude of issues; such as (a)the mobilization

of the nation-state by gendering it”. She also insists
that “obtaining women’s rights through gender11

equal nationalism is a ‘trap’ for feminism”.

of women (into the Women’s Volunteer (Labor)
Corps and the Volunteer Fighting Corps) during

Nevertheless, “it is a fact that, throughout

the second world war 16 , ( b ) the home front

history, feminism has been a companion, even

gender roles of the Women’s National Defense

an accomplice to nationalism” and that “there is

Association and the “pressing into service” of

even such a concept as feminist nationalism”. She

motherhood under the slogan “Give birth and

qualifies this, however, by stating that “there are
many conceptions of feminism and the meaning of

multiply” under the emperor system of Japan, and,
(c) the issue of “comfort women” for the military

nationalism depends on context and definition”.12

(sexual slaves for the military17) and the violation

Therefore, Ueno argues that “if we reject
feminism as a package of ideas that are

of women’s human rights and “human dignity”
during the war, etc.

automatically pacifist, anti-military, democratic,

The relation between feminism and

and anti-discriminatory, then we also have to reject

nationalism outlined above can also be analyzed,

the ‘prediction’ that feminism is incompatible with

with a change of perspective, from the point of

13

totalitarianism, militarism, and racism” . Through
these arguments, they aim to “de-package” of
feminism.

view of citizenship and gender structure.
Needless to say, the concept of citizenship
has been the subject of much discussion

In practice, “as a result of the tug-of-war

concerning its ambiguity and universality since

between the dynamics of nationalism and that

the 1950 definition of Marshall, which states
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that “citizenship is a status bestowed on those

On the other hand, the universal gender-neutral

who are full members of a community. All who

view has tied up with liberalism and feminism to

possess the status are equal with respect to rights

demand the equal participation of women to the

18

and duties”. Today, in addition to problems
focusing on (i) residents’ rights/ status (and the

military industry and military service. This is the

legal status of immigrants), and (ii) civil rights or
political rights (especially the right of women to
participate in politics), the concept of citizenship

soldiers. The opposing stream appeared later, as

has been broadened and is now also discussed
from the point of view (iii) social rights, the right

women soldiers that did not rely on <essentialism>.

19

to participate in society, and the public good.

stream which affirms that there should be women
we have seen above, but was then hard pressed
to provide an argument against the existence of
Moreover, since nowadays “war has become a
matter of financial funds, technological power

It is discussed not only from the perspective

and intelligence in this age of high technology

of gender and the exclusion of women from

weapons”, the trend is to abolish the military

leadership and government, but also, with

service.21 In addition, with the privatization of war,

increasing importance, from the perspective of

the introduction of what is essentially a mercenary

the coexistence of cultures and pluralism, and the

system spells the end of an era in which military

exclusion from society of immigrants and others

service is grounds for first-class citizenship.

like them. Of course, here there is also the problem

In this way, along with changes in the history

of the compound discrimination with respect to

of war, the concept of citizenship is being

citizenship, rights, freedom, and representation

modified. Furthermore, as a result of 30 years of

faced by immigrant women.

gender studies, the essentialist, character-based

Furthermore, starting in the 1970s, ( a ) the
theory of citizenship based on liberalism ( the

view of women that has placed special emphasis

theory of gender-neutral citizenship, uninfluenced
by considerations of gender) has been challenged

of war and as inherent pacifists is now being

by feminism, especially by the proposed theory
of ( b ) gender-differentiated, “treat-women-as-

the criminal, human rights-violating nature of war

women” citizenship, which emphasizes gender-

situation, we should face up to the side of women

based differences. After that, in order to sublate

as participants in war and perpetrators, and not

these theories, they have proposed an eclectic
theory of ( c ) gender neutrality by gendering

focus only on the simplistic view of “women as

20

citizenship.

on the aspect of women as victims and casualties
challenged. Things have come to a point where
itself is being reconfirmed as a problem. In this

victims” in war.
In this way, we can now envisage a way

Against the background of these developments,

to develop the argument on “peace from the

the relation between feminism and militarism

perspective of women’s rights”, into the argument

appears to be complicated. Historically, military

on “peace and human rights in general”. That is

service has been an important element, ever since

to say, the issues of women soldiers and “comfort

the Greek and Roman civilizations, with the draft

women” are an opportunity to develop gender

and military service being the basis on which

human rights studies into post-gender human

serving free men have been treated as first-class
citizens, and (non-serving) women and other men

rights studies.22

as second-class citizens.
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Chizuko Ueno describes this as follows:
“ If the ‘comfort women’ issue can be

violation, then it is also possible to argue that

I do not object to this last point and her view
of war as a crime (violation of human rights) in

being made to become a murderer for state

itself, but, from the point of view of constitutional

as a soldier is a human rights violation for

law and human rights studies, I have to answer

men. Is this within the scope of human rights
theory? The question that the comfort women

“YES” to her question regarding the domain of
human rights.(“Is this within the scope of human

issue has thrust upon us is not simply that of

rights theory ? ”)

constructed discursively as a human rights

crimes. War itself is the crimes.[….]

In point of fact, in today’s constitutional law

The position of women, in indication the logi-

and human rights studies, based on the assumption

cal paradox of a female citizen, exposes the

that war in itself is a violation of men and wom-

cracks in the nation-state. Yet, does that mean

en’s human rights, and recognizing rights such as

we need to accept the essentialist premise that

soldiers’ right not to be forced to kill people or to

woman equals pacifist. The arrival point for

refuse to perform military service on grounds of

a gender history that has deconstructed an

conscience, and the right to live in peace, we are

engendering of the nation-state is this de-nat-

building a theory of “peace as human rights” and

uralization and de-essentialization of the cat-

“human security”. The validity of the law and hu-

23

egory nation-state as well as that of women” .

man rights approach should be recognized here
too.

Ⅳ . The validity of the human rights approach
1. Unifying human rights and gender:
from victim to “agent”

conflicts and “women’s viewpoint”, the equal participation of men and women to conflict resolution
and the promotion of disarmament, and made clear

th

the relationship between “no peace without human

century, the interdependence between human

rights” and “no peace without women’s participa-

rights and peace was made clear in the ring of

tion”.24

Behind the fact that, in the latter part of the 20

the debate on international human rights, was

This is how the direction we should take was

the contribution of the International Covenant on

defined, in order to aim for and achieve equal par-

Civil and Political Rights concerning the rights

ticipation of men and women to disarmament and

of women. The Convention on the Elimination

the peace process, by transcending the character-

of All Forms of Discrimination against Women,

based, essentialist argument for “women’s rights”

the Nairobi Forward-Looking Strategies for the

and the elimination of discrimination against

Advancement for Women, and the Beijing Decla-

women based on the character-based, essentialist,

ration and Platform for Action expressed clearly

and simplistic view of “women=victims” and the

that establishing the human rights of men and

conventional view of “women= peace-oriented”.

women is an indispensable condition to achieving
peace and disarmament (“no human rights without

This is where the theoretical development lies: in

peace”). At the same time, they emphasized, based

en as “agents” in the anti-war/ peace process, from

on women’s human rights violations during armed

character theory to “agent”, from the elimination

the change from women as victims of war to wom-
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of discrimination to equal participation.25
Regarding the shift from the elimination of

humanity (chapter 7, article 1g) and war crimes
(chapter 8, article 2 b22).26

discrimination to equal participation, it can be

In all probability, from now on, apart from

argued, quite reasonably, that the Unites Nations’

condemning “violence against women”, what is

approach itself tacitly approves of the existence

needed is a theory of peace-orientation that breaks

of women soldiers, and that “promoting the equal

away from <essentialism>, that is, a way for

participation of men and women in military orga-

women to participate equally without participating

nizations is an international trend”.

in combat. For this, the point should be made clear

However, on the other hand, it is also possible

that war itself is a violation of human rights and that

to place greater importance on the view that wom-

the problem of equality between men and women

en should participate in anti-war, disarmament and

is one with the problem of equal participation to

peace organizations not as combatants and sol-

decisions on anti-war, disarmament, and peace, to

diers, but as non-combatants.

guarantee human rights.

For example, the interpretation is also possible

I think that the task of ensuring such a

that the Outcome Document of the “Women 2000”

development offers the world’s peace movements

United Nations Special Session that was held in

and women’s organizations an important guiding

New York conceives of the equal participation of

principle. Japanese peace movements especially

women in a form other than as soldiers when it

are in a position to lead in this respect, since Japan

talks about “the contribution of women in the ar-

has a pacifist constitution and they understand the

eas of peace-building, peacemaking and conflict

importance of the right to live in peace. In fact, the

resolution”.

Okinawa Women Act against Military Violence
( OWAAMV 27 ) organization is now drawing

2. New Developments on “Violence
against Women”: Towards a Denial
of War Itself

attention for raising local feminist problems
that are at the same time global, from a position
that opposes military violence, sexual violence,
destruction of the environment, and imperialism.28

On the other hand, it is true that, so far, in

The activity of the Women Peacemakers Program

international documents after the Convention on

of the International Fellowship of Reconciliation

the Elimination of All Forms of Discrimination

is also well-known.29

against Women, the approach from the viewpoint

These women’s peace organizations are in

“women=victims of armed conflicts” has

a difficult position, because they are considered

played an important role. The importance of

to be based on the victim view or an unyielding

the condemnation of gender-based violations of

<character-based> ideology, and they are on the

women’s human rights, expressed in the 1993

periphery.30 Their task is to not lose themselves

Vienna Declaration and UN Declaration on the

in their <essentialist> views and start in a new

Elimination of Violence against Women, cannot be

direction in order to establish human rights

overestimated. Moreover, in 1998, in a landmark

and criminalize war. In this respect, while

provision, the International Criminal Court listed

acknowledging the effectiveness of the gender-

“rape, sexual slavery, forced prostitution, forced

based approach, it is necessary to broaden

pregnancy, forced sterilization, and all other

our perspective and enlarge the organizations’

forms of sexual violence” both as crimes against

constituency in order to bring back the issue
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from the periphery to the center, and to transcend

constitution, it would be effective to reconfirm the

the subjective, militant approach and ascend to

significance of the constitutional right to live in

an objective one. It is especially necessary that,

peace and the renunciation of war from a broad,

through interdisciplinary cooperation between

comparative constitutional law perspective, and

constitutional law, peace theory, international

aim to globalize and raise this standard to the

politics, gender law and such others, to raise this

world level. For this reason, in what follows, I

issue to the international level.

include some notes on peace constitutions from

Especially for Japan, who has a peace

the perspective of comparative constitutional law.

Ⅴ . “Peace as Human Rights” and Gender
1. A typology of Peace Constitutions
from the perspective of comparative
constitutional law

(1) Constitutions with general peace provisions
(Finland, India, Pakistan, China, Russia,
etc.)
In Finland’s constitution which came into effect

Various modern Constitutions, such as France’s

in March 200331, it is established that “Finland

1791 and 1946 constitutions, Spain’s 1931

participates in international co-operation for the

constitution, Italy’s 1947 constitution, the 1948
Basic Law of the Federal Republic of Germany,

protection of peace and human rights and for
the development of society”(Sec.1-3). Finland

established constitutional pacifism by explicitly

maintains its own armed forces and has a

guaranteeing pacifism in the constitution. However,

Partnership for Peace agreement with NATO. Men

their pacifism is limited to the renunciation of wars

aged 18 and older are drafted into the army, while

of aggression. Only the Japanese constitution,

women may perform service on a voluntary basis.

due to the self-reflection which followed the

Nuclear powers such as India and Pakistan

war that brought about the first use of an atomic

also uphold peace in principle, in abstract terms,

weapon in the history of humanity, anticipated

and so do China and Russia.

the modern form of pacifist constitutions when it
explicitly guaranteed the renunciation of war, nonmaintenance of armed forces with war potential,
and the right to live in peace. Subsequently, there

(2) Constitutions which renounce wars of
aggression or conquest (France, Germany,
South Korea, etc.)

was an increase in the number of constitutions

Since the French constitution of 1791, many

of newly independent countries in Asia, Africa

other constitutions stipulate the renunciation of

and Central and South America, with pacifist

wars of aggression or conquest. The preamble to

provisions.

the 1958 French constitution now in force, states

A bird’s eye view of the constitutions of the

that it respects the preamble to the constitution of

world at the beginning of the 21st century enables

1946, which stipulates the renunciation of wars of

us to make the following distinctions.

conquest; furthermore, the Constitutional Council
(Conseil Constitutionnel) of France recognized the
latter as norm, and so it is preserved as norm in the
current constitution.
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The constitution of South Korea, too, in effect
from 1987, states in article 5 that “The Republic

(articles 40 A-C) and in article 70H, on defense
and military service34.

of Korea endeavors to maintain international peace
and renounces all aggressive wars. The Armed
Forces shall be charged with the sacred mission of
national security and the defense of the land and

(4) Constitutions which maintain a policy of
neutrality ( Switzerland, Austria, Malta,
Moldova, etc.)

their political neutrality must be maintained32”.

In Austria in 1975, provisions regarding the

The right of the president to be supreme

purpose of universal national defense were added

commander of the armed forces and the obligatory

to article 9a, in which it is specified that the task

military service are also stipulated.

of national defense is to “maintain and defend
permanent neutrality”. In Switzerland too, the

(3) Constitutions which renounce wars as

current constitution enacted in 1999, maintains

a means to settle international conflicts

Switzerland’s traditional neutrality through

and specifically guarantee international
cooperation (Italy, Hungary, etc.)

provisions such as “The Federal Parliament takes

Article 11 of the Italian constitution ( 1947 )
states that “Italy rejects war as an instrument of

independence and the neutrality of Switzerland”
( article 173 paragraph 1a ) or “The Federal

aggression against the freedom of other peoples

government takes measures to safeguard the

and as a means for the settlement of international
disputes”, and “Italy agrees to limitations of

external security, the independence and the
neutrality of Switzerland” (article 185 paragraph

sovereignty where they are necessary to allow

1), but, on the other hand, article 59 states that

for a legal system of peace and justice between

“Every Swiss man has to render military service.

nations, provided the principle of reciprocity

The law provides for an alternative service”

is guaranteed. Italy promotes and encourages

and that “For Swiss women, military service is

international organizations furthering such ends”.

voluntary”, thus allowing differentiated treatment
based on gender (as mentioned previously)35.

Thus Italy agrees to transfer sovereign power to
international organizations, but (in article 78) there
is also a provision regarding the declaration of
33

war .

measures to safeguard the external security, the

Other countries who have adopted the policy
of neutrality and guarantee it in their constitutions
are Cambodia, Malta, Moldova.

The constitution of the Republic of Hungary,
too, in article 6 paragraph 1 states that “the
Republic of Hungary renounces war as a means
of solving disputes between nations and shall

(5) Constitutions which explicitly prohibit
nuclear and other weapons (Palau,
Philippines, Colombia, etc.)

refrain from the use of force and the threat thereof

Based on the potential horror of nuclear weapons,

against the independence or territorial integrity of

some constitutions of the countries along the

other states” , and in paragraph 2 states that “the

Pacific Ocean and Central and South America,

republic of Hungary shall endeavor to cooperate

enacted in the 1980s, when the chance for

with all peoples and countries of the world”, but

nuclear disarmament came, specifically ban

on the other hand, recognizes the president’s

nuclear, biological and chemical weapons. Article

right to command the armed forces and in chapter

113 of the 1981 constitution of Palau, in the

VIII rules on “The Armed Forces and the Police”

South Pacific, article 8 paragraph 2 of the 1992

088

constitution of Paraguay in South America, article

had an army for more than 50 years; public

81 of the 1991 constitution of Colombia specify

order and border defense are performed by

that “The manufacture, importation, possession,

the Civil Guard, or Police Force by another

and use of chemical, biological, or nuclear

name. Costa Rica, whose constitution allows

weapons are prohibited as is the introduction into

it to maintain an army for national defense but

the national territory of nuclear and toxic wastes”.

has not made use of this, has thus been able

These provisions have drawn attention because

to raise the budget percentage for education

they are connected to the environmental right to

and welfare and has maintained the highest

enjoy a healthy environment. We can say that such

level for literacy, life expectancy, etc., among

st

provisions point to what the task of 21 century

developing countries.

constitutions should be.
Neighboring Panama’s constitution too
(6) Constitutions which explicitly guarantee
not to maintain armed forces (Costa Rica,
Republic of Palau etc.)

stipulates that “the Republic of Panama does
not have an army”, but it also rules that “Every
Panama citizen is required to bear weapons to

One country that has been drawing attention for

defend the independence and territorial integrity

the fact that it does not have armed forces is the

of the country”. In addition, 27 other countries

small Central American country of Costa Rica.

specify that they do not maintain armed forces:

Located in an area rife with conflicts and coup

the Federated States of Micronesia, the Republic
of Palau (in the Pacific), the Independent State of

d’états, article 12 paragraph 1 of its constitution,
enacted on November 7, 1949, stipulates:
ARTICLE 12.
1) The Army as a permanent institution is

Samoa (in Polynesia), the Republic of Vanuatu
( in Melanesia ) , the Republic of Maldives and
the Republic of Mauritius (in the Indian Ocean),

abolished. There shall be the necessary police

Panama and the Dominican Republic in the

forces for surveillance and the preservation of

Caribbean, and smaller European countries such as

the public order.
2) Military forces may only be organized

the Principality of Monaco and the Principality of
Andorra.37

under a continental agreement or for the
national defense; in either case, they shall

(7) Constitution which renounces war, abolishes

always be subordinate to the civil power: they

armed forces and also explicitly guarantee
the right to live in peace (Japan)

may not deliberate or make statements or
representations individually or collectively36.

The Japanese constitution38 stipulates that:
Article 9 paragraph 1

“The Army as a permanent institution

“Aspiring sincerely to an international peace

is abolished”. Nevertheless, paragraph 2

based on justice and order, the Japanese people

prescribes that it may maintain military forces
under a continental agreement (that is, with

forever renounce war as a sovereign right of the

the Organization of American States, under

settling international disputes”.

the Inter-American Treaty of Reciprocal
Assistance, etc. ) , or when necessary for

Paragraph 2

national defense. However, Costa Rica has not

preceding paragraph, land, sea, and air forces,

nation and the threat or use of force as means of

“In order to accomplish the aim of the

GENDERING STRATEGY FOR
“PEACE AS HUMAN RIGHTS”

089

2

2010.3

as well as other war potential, will never be

countries explicitly guarantee peace in their

maintained. The right of belligerency of the state

constitutions and are clearly moving towards

will not be recognized”.

denuclearization and disarmament, we should

Thus, the Japanese constitution explicitly
guarantees that Japan renounces war and does not

value the significance of the Japanese constitution
as the perfect embodiment of such ideals.

maintain armed forces. Furthermore, the preamble
to the constitution states that “We recognize that
all peoples of the world have the right to live in
peace, free from fear and want”, thus establishing
the right to live in peace.

2. Tasks regarding Peace, Human
Rights and Gender
Next, let us return to the first constitutions

From a comparative constitutional law
perspective, it can be seen that, on these points, the
constitution of Japan is unique.

mentioned, the constitution of Switzerland and the
Basic Law of the Federal Republic of Germany.
The first problem is why these constitutions

However, needless to say, the real situation

sought to prohibit women’s participation in

is very different from the stipulations in the

combat. Regarding this, the reason given has
to do with ( i ) the characteristics and nature of

constitution. The reality is that Japan has begun
the re-armament in 1952 under the suggestion
of the GHQ influenced by the Korea War (1950-

women and the difference between men’s and

1953 ) and established the Self-Defense Forces

effectiveness and morale are pointed out. But it

in 1954. The Japanese government has expanded

is already confirmed that one cannot make such

the defense spending till the sixth position in the

generalizations. That high technology weapons

39

women’s abilities; sometimes the decline in army

world in 2008 in terms of defense expenses .

have rendered this argument moot was shown by

Also Japan began the dispatch of Self-Defense

the fact that the plaintiff in the lawsuit that led to

Forces overseas during the Gulf War in 1990, as

the modification of the German Basic Law was a

PKO/PKF activities, and deployed abroad under

woman electrical engineer wishing to be employed

the Treaty of Mutual Cooperation and Security

by the Electrical Repairs Unit of the army.

between the United States and Japan.
Moreover, the Defense Agency was promoted

Another reason given, which looks somewhat
more convincing, has to do with (ii) the fact that

to the Ministry of Defense in 2007, and the

from the perspective of the protection of maternity,

number of women soldiers has exceeded 10000,

women’s health should be protected since their

under the policy for Gender equality.

bodies have the gender role of perpetuating life.
This argument is connected to the “protection or

The comparative analysis above is based on the

equality “one concerning working conditions, and

text of the constitutions. Otherwise, if we take into

it can be said that it involves elements that cannot

account reality and the interpretations assumed by

be countered easily.

governments, it would not be possible to sketch a
single classification of world constitutions.

However, it becomes clear that there is no
reason for which only women should be protected

In Japan, due to the gap between constitutional

from war, when one remembers that the depleted

norm and reality, the debate has intensified on

uranium ammunition used by the U.S. Army in

whether the constitution should be modified to

the attack on Iraq during the Gulf War has been

match the reality. However, given that many

linked to birth defects. We would have to counter
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that, today, the right not to be killed or harmed by

denied that part of the reason lies in the relatively

acts of war and the right to refuse to cooperate in

higher combat capability of men. Needless to say,

carrying out acts of war belong not only to women,

this duty is legalized based on the logic of the

but also to men.

nation-state. By making military service one of the

If this argument is on the right track, it follows
that the right to (ask the state for) protection from

requirements for the attainment of citizen status
(citizenship), the logic of men’s integration into

injuries incurred during war, and even protection
from war as a violation of human rights, can be

the nation-state, and women’s exclusion from it
(second-class citizenship) was made legal.40

claimed equally by both men and women. There

In spite of this, since it could not interpret

still remains the problem, though, of whether

the effect on integration into the nation-state and

the right to refuse military service and forced

citizenship from a gender point of view, the U.S.

participation in combat should be recognized

Supreme Court ruled in the 1981 Rostkar decision

equally for men and women. Since only women’s

that the federal law obliging only men to register

right to do so is affirmed in the previously

for the draft is constitutional.41

mentioned Swiss and German constitutions,

On the other hand, the theorization of the logic

it follows that men’s right is not recognized, a
problem that should be investigated theoretically

behind refusal of military service for reasons of
conscience (centered on convictions, conscience or

from the perspective of human rights.

religious beliefs) has progressed. In point of fact,

The second problem is why only men’s

article 59 of the Swiss constitution provides for

obligation to serve in the military and forced

alternatives such as public service or a special fee
(tax) to be paid, and the Basic Law of the Federal

participation in combat should be legalized. The
view here is that military service is a duty for all
healthy men (and “true citizens”) and it cannot be

Republic of Germany provides alternatives too.

Ⅵ . Further research tasks: the “Peace, Human Rights,
Gender” research matrix
From the analysis above, we can confirm that the

Figure 1 : War (peace) and gender

three factors of peace, gender, and human rights

y axis (gender)
men

are condensed into the issue of military service. So
at this point, let us review our research tasks based
on the three-dimensional structure formed by
peace (war), gender (men and women) and human
rights (affirmation or denial).
On the prerequisite axes x and y, let us place
peace (war) and gender, respectively, and then let
us further divide the x axis into war and peace,
and the y axis into men and women. We obtain
four sections (see figure 1) as follows: (Ⅰ) war ×
men, (Ⅱ) war × women, (Ⅲ) peace × women, (Ⅳ)

(Ⅳ)

(Ⅰ)

x axis
peace

war
(Ⅲ)

(Ⅱ)

women
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The sections obtained are:

peace × men.
Here, we mentioned military service by
men ( Ⅰ) , women’s participation in combat
( Ⅱ), and women as contributors to peace ( Ⅲ);
the perspective in ( Ⅰ) , war and men ( men as
perpetrators or victims and casualties of war )

a) war × men × human rights <positive> (such as
men’s right to participate in war);
b) war × women × human rights <positive>
(women’s right to participate in war, women
soldiers’ freedom to choose their occupation,

has not been sufficiently examined before. We
can also see that (Ⅳ) too, covering the issue of

equal treatment of men and women within the
army, etc.);

peace and men ( other than refusal of military
service for reasons of conscience), and men as

c) peace × women × human rights <positive>
(women’s right to refuse to participate in war,

contributors to peace, has not been sufficiently

women’s right to live in peace, etc.);

discussed. In Japan, who has a peace constitution,

d) peace × men × human rights <positive> (men’s

only the relationship between women and peace

right to refuse to perform military service or
participate in war, etc.);

has been discussed concerning peace and gender;
further research will have to build a theory of the
relationship between peace and men.
In addition, let us add the third dimension z
of human rights to our structure, and perform a
third-dimensional cross-section analysis to sort
out the research tasks. Let us divide axis z into

e) war × men × human rights <negative> (men
soldiers’ violation of human rights on the
battlefield, etc.);
f) war × women × human rights <negative>
(women soldiers’ violation of human rights on
the battlefield, etc.);

soldiers and military service as a human rights

g) peace × women × human rights <negative>
(feminist pacifism based on criticism of human

problem, and combine it with the previous axes x
and y to obtain 8 third-dimensional sections (see

rights, essentialist view of women as inherent
pacifists);

the possibility/ impossibility of treating women

figure 2).

h) peace × men × human rights <negative>.
In this report, we touched on ( b ) , ( c ) , ( d ) ,
and (g), but from now on we will have to build a
theory of the still unexamined areas of (a), (e), (f),

Figure 2 : The peace, human rights and
gender matrix

and (h). For example, (a) involves issues such as
the significance of war for men’s human rights,
and (e), issues such as the violations of human
rights by men soldiers (rapes on the war front)42.

y men
d

a

(z)

z affirmation
affi
firmation
ation of human
hu an rights
c
b

women

x peace

Furthermore, while continuing to build a
theory of “the right to peace” within a theory of

(y)

(x)

human rights, such as the right to live in peace, or
war
e
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able to see progress in the further structural and
multidimensional analysis of peace, human rights,
and gender.

h
㨓

the right to refuse to participate in war, we will be

f

Ⅶ . Conclusion
There may be no need for a long conclusion. We
have already confirmed the importance of the
Human Rights approach and “Peace as Human
Rights”.
Taking Human Rights seriously toward
the construction of an anti-military theory, and

2

establishing a “Gender strategy for Peace as
Human Rights” through a multidimensional
analysis of peace, human rights, and gender; these

3

are our conclusion and our tasks.
For these aims, it is important to have
cooperative efforts between academia and citizens’
movements, the public and private sectors with

4
5

an eye to action by connecting the theories to
policymaking efforts. For these objectives, it is

6

important to establish a “Gendering Asia network”
with an extensive eye to action by connecting Asia

7

and Europe, national and transnational approaches.
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“AUTONOMY” OR
“UNIVERSALITY”?
The Dilemma of Habermasʼ Discourse Ethics

CHEN Hao

■ Abstract

Contemporary ethics has to make a choice between modern Enlightenment normative ethics based
on the individual and postmodern neo-Aristotelianism one based on community or tradition, since it
has set a boundary between “Autonomy” and “Universality”. In order to respond to the challenges
posed by modern Enlightenment and postmodern neo-Aristotelianism ethics, Habermas tries to
integrate “Autonomy” with “Universality” on the basis of universal pragmatics so as to achieve the
revival of normative ethics in contemporary horizon.
■ KEY WORDS

autonomy; universality; neo-Aristotelianism; universal pragmatics; life-world

Ⅰ . Introduction
So far, in contemporary ethics, more attention has

and “Universality” became incompatible with

been paid to the specific structure of Habermas’

each other. And we have to make a choice between

discourse ethics by scholars, but they just neglect

them; either step in “the defeatism initiated by the

Habermas’ original intention which not only

deconstructionists” through choosing “Autonomy”,

protects the great achievement of Enlightenment

or revive the contextualism which has been

Project—Autonomy, but also rebuilds the

advocated by neo-Aristotelians through accepting

normative ethics—Universality. In addition, the

“Universality”. However, instead of making such a

dilemma Habermas has faced and the solution

choice, Habermas intends to preserve both of them

he has found have not received corresponding

by integrating “Autonomy” with “Universality”.

attention either. As we know, according to the

In this, he has faced great challenges from two

general conclusion of modern metaphysics and

aspects. This essay tries to elaborate the challenges

ethics, it was the overemphasis of Enlightenment

he encounters and then comments on the solution

Project on “Autonomy” that destroyed

he has claimed.

“Universality” of reason. As a result, “Autonomy”

096

Ⅱ . “Autonomy” of Enlightenment Project and its Predicament
Habermas has defined the greatest achievement

which is common to most autonomy ethics. 4

of Enlightenment Project as “self-consciousness”

Although it is not obvious in Kantian ethics, it

or “subjectivity”, which means the independence

has been embodied in the developing direction of

or liberation of the individual from the salvation

his ethics. As we know, it is because of drawing

theology and natural teleology in his book Der
Philosophische Diskurs der Moderne ( The

lessons from Kant’s emphasis on “autonomy”

1

that modern skepticism and relativism admit that

Philosophical Discourse of Modernity). He claims

different moral projects designed by different

that, when the “subjectivity” gives expression to

agents have equal validity. Moreover, in the

ethics, it would become individual “autonomy”,

process of promoting individual reason, they

which means that individuals will not bend to the
demand of external moral authorities any more.

find that the true features of reason are nothing
but “Will” ( Nietzsche ) , “Ge-Stell” ( Heidegger )

Instead, they begin to reflect on the validity of

or “Puissance”(Foucault).5 In consequence, they

moral rules by their own internal reason. 2

completely spurn normative ethics. For them

It is to be noted that, as long as we deal with

the net result of normative ethics cannot have

the concept of “autonomy”, we cannot fail to

any other choice but to accept emotionism or

mention Kant. According to Habermas, Kantian

voluntarism.

ethics has set a good example in elaborating the

Different from many contemporary scholars

application of individual “autonomy”. But this

of ethics, in response to the challenge posed by

does not mean that Habermas would absolutely

Nietzsche et al., Habermas does not deal with it

lend countenance to Kantian project. For

merely by labeling them “irrationalism”. Instead,

Habermas, Kantian ethics does have two aspects.

he considers that the root cause why Nietzsche

That is, on the one hand, based on individual

equals reason to will or power has already hidden

autonomy or subjectivity, Kantian ethics has laid a

in the basic structure of modern philosophy. For

new foundation for normative ethics and protected

him the will to control or power of individual

it from the attack of Utilitarianism and Skepticism,

reason has its roots in the birth defect of modern

which has lost its traditional basis—theology and

philosophy. In this connection, Habermas claims,

natural philosophy—in the course of its modern

it is also embodied in Kant’s three postulates

transformation. Moreover, comparing with the

of practical reason.6 In other words, affected by

traditional salvation theology and natural teleology,

the view on the relation between subject and

individual reason has outstanding merits. For it

object, when dealing with autonomy, individual

not only protects the individual from submitting

reason adopts an extreme way, namely by terms

to a priori morals of religion or natural philosophy

of enhancing the autonomy and dynamics of

by making individual autonomy prominent, but

subject to control the object completely. In this

also guarantees the validity of moral proposition

case, Nietzsche’s negation of individual reason

through setting subjective reason as the foundation

is in fact an entire development of it. Or, we

3

of normative ethics.

could cite McIntyre,“the Nietzschean stance

On the other hand, Habermas considers,

turns out not to be a mode of escape from or an

Kantian ethics also contains a hidden trouble

alternative to the conceptual scheme of liberal
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individualist modernity, but rather one more

this reason, Romand Cloes considers that we

7

could not simply label Foucault with Nihilism.8

As such, controlling reason shows itself in ethics

Individual reason which appeals to controlling and

as different incompatible constructions stemming

power when facing conflicts can only be treated

from isolated individual tastes, which conflict with

as the variant of will and power. The point is how

each other and can not be harmonized by conscious

individual reason, which has placed so much

philosophy based on individual reason. As a result,

emphasis on autonomy, can transcend the diversity

modern individual reason, being supposed to be

caused by different individuals, and reach the

autonomy and universality, gradually changes

consensus of universality. This is the problem

into a symbol of controlling and oppression. For

Habermas inherits from Kantian ethics.

representative moment in its internal unfolding”.

Ⅲ . Neo-Aristotelianism in terms of Universality
In opposition to the efforts of autonomous ethics

According to neo-Aristotelianism, the project

based on the individual, neo-Aristotelianism

that modern Enlightenment adopted to rebuild

grounds its ethics on the community or

moral principles on the basis of individual reason

tradition. The powerful aggressiveness of neo-

would be bound to fail. In other words, it is

Aristotelianism has forced Habermas to admit,

the very attempt to deduce moral principles on

“neo-Aristotelianism, in particular, enjoys a certain

the basis of individual reason that results in the

success today. In view of the problematic of

popularity of moral skepticism and relativism.

ecology, it allows itself to call for a cosmological

Neo-Aristotelianism firmly believes that the

9

ethics.” Due to resemblance to ancient cosmology

source and foundation of moral principles is not

ethics and reviving the authority of the community

the deduction from individual reason, but the

or tradition, neo-Aristotelianism has successfully

cultivation of the community or tradition.11 For

rebuilt “Universality” of ethics.

them ethics contains following three indispensable

Neo-Aristotelianism has not taken individual

elements: first, “untutored human nature”, second,

reason or autonomy as its opponent at the very

“man-as-he-could-be-if-he-realized-his-telos”,

start. Instead it incorrectly takes moral skepticism

and third, “the moral precepts which enable

and relativism as its opponents. However, when

him to pass from one state to the other”.12 The

having devoted itself to such a critique, neo-

problem is that with the transform or debacle of
ancient society, “ideal human being” ( second )

Aristotelianism wakes up to its real opponent,
namely modern individual reason which tries to
deduce from itself all moral principles. But to
neo-Aristotelianism such design would not only

disappeared, and only a set of “moral injunctions”
(third) are left. The aim of modern Enlightenment

lead to tense antagonism between individual and

is to deduce the notion of ideal human being from
its own concept of “human being” (first), and to

community, but also may destroy the theatrical

establish their connection with remaining “moral

basis of the community. As a consequence,

injunctions”. Nevertheless, according to one of

“the crucial moral opposition is between liberal

the Two Dogmas of Empiricism, the separation

individualism in some version or other and the

between factual proposition and evaluative

10

Aristotelian tradition in some version or other”.
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proposition makes it impossible to deduce ideal

human nature from the uncultivated human nature.

Communalism betray the original intention and

So MacIntyre affirms that “no valid argument can

ultimate aim of modern Enlightenment. In order

move from entirely factual premises to any moral

to guarantee the validity of normative ethics,

or evaluative conclusion—to a principle, that is,

neo-Aristotelianism has no choice but to revive

which once it is accepted, constitutes an epitaph

moral hierarchy by replacing God or reason with

13

to their entire project”. Based on this, they think

the tradition or community. As a result it has

the first step for overcoming the dilemma caused

denied individual autonomy to people in moral

by moral skepticism and relativism is to abandon

situations. Neo-Aristotelianism has resolved the

the foundation of modern philosophy—individual

problem of moral relativism and guaranteed the

reason. As far as the contemporary moral problem

universality on the surface by placing emphasis

is concerned, the prescription offered by neo-

on the priority of the tradition and community.

Aristotelianism does not aim for improving

However, unconditionally submitting to the

Enlightenment, but completely denying the design

tradition or community means entire rejection

of Enlightenment, and opening up an absolutely

of individual autonomy. Essentially, there is

new direction for ethics.

no difference between neo-Aristotelianism and

Neo-Aristotelianism totally refuses the

traditional cosmological ethics. But for Habermas,

possibility of laying the foundation for ethics from

“instead of giving up modernity and its project as

individual reason or autonomy. Instead it advocates

a lost cause, we should learn from the mistakes

reviving the authority of the community, culture

of those extravagant programs which have tried

and tradition. Through this way it has successfully

to negate modernity.” 14 When having realized

overcome moral skepticism and relativism, and

the extreme promotion of individual autonomy

then to some extent restored normative ethics.

would destroy its universality, Habermas does

But at the same time it has also paid the price

not accept the radical project proposed by neo-

for it, suppressing individual autonomy. It is

Aristotelianism. Instead he suggests a reformist

the very cause that Habermas cannot agree with

project. Nevertheless, it has been accepted that the

them. Habermas takes individual autonomy as the

concept of autonomy and universality cannot be

greatest achievement of modern Enlightenment,

compatible with each other. If Habermas attempts

and attempts to proceed with the work initiated

to integrate autonomy of the individual with

by Kant through reestablishing human being’s

universality of the community, then he must refute

autonomy. To him, both the Virtue ethics of

this prevailing view above all.

neo-Aristotelianism and the contextualism of

Ⅳ . The Dilemma between Autonomy and Universality
Habermas claims,“the outcome of our reflections

and universality in ethics embodies in philosophy

leaves us with two alternatives: either we return to

as the antagonism between transcendence and

the Aristotelianism under these criticisms, or we

experience. Kant’s practical philosophy has

modify the Kantian approach to take account of

successfully integrated these two aspects by virtue

legitimate objections.”

15

Of course he has chosen

of giving priority to transcendence. However, it

the latter. For him, the conflict between autonomy

seems impossible for the philosophy after Kant
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to avoid the division. Nietzsche’s sharp critique

not only means the negation of Enlightenment

of reason has torn off the mask of reason’s

Project, but also represents the retrogression in

transcendence, made it appear as will and power

theory. Therefore, Habermas attempts to open up

discourse with no universal character. Here, the

a third way beyond modern subjective philosophy

problem is that modern philosophy has inherited a

and neo-Aristotelianism, which could protect

proposition from Kant, which asserts that only the

individual autonomy as well as the community

transcendence could guarantee the universality. If

universality at the same time. Since the problem

individual reason is proved to be empirical will or

of modern philosophy is the isolated construction

power discourse, obviously it cannot guarantee the

of individual reason, to break the isolated state of

universality and necessity of moral principles any

individual reason and to establish a public field

16

more. In addition, if neo-Aristotelianism’s project

of communication would be a breakthrough. If

is accepted, then we have to abandon the concept

Habermas could get rid of the isolated construction

of autonomy initiated by Enlightenment. The

of monologue reason and achieve sufficient

dilemma between experience and transcendence

communication among different individuals, he

makes autonomy and universality incompatible

may be able to rebuild universality guaranteed by

with each other. Whereas Habermas not only

transcendental reason in terms of consensus based

attempts to protect the great achievement of

on individual autonomy.

enlightenment—autonomy, but also plans to revive

As we know, Habermas is not the first scholar

the spirit of normative ethics—universality. But, in

who tries to revive the universality of normative

order to connect these two aspects he has to build

ethics by virtue of consensus form. Most of the

bridges between them.

contemporary scholars believing in Kantian

According to Habermas, the cause why

ethics share the same faith with him, and among

modern philosophy failed to bring out such

them the most famous one is John Rawls. But

communication is that in the very beginning

the question is, just like Foucault has criticized, a

it has mistakenly considered reason as the

project which believes that different individuals

“monologue” of isolated individuals who have

will give up their own local positions and embrace

been separated from the community and tradition.

universality is nothing but another naive edition

Moreover, modern philosophy also tries to deprive

of Enlightenment Project. According to Foucault,

universality of transcendental reason on the basis

unless we could unify different elements on

17

of individual monologue construction. When the

which different traditional beliefs and cultural

construction cannot reach an agreement because

identity based, we cannot expect anything from

of divided opinions, its transcendence would

communication. In response to this problem and

be questioned, and its imagined universality

also in order to reach consensus, Rawls appeals to

would vanish into thin air. Being faced with

“the Veil of Ignorance”, by which he tries to carry

this problem, it seems that the only design

out the communication among different individuals

is to adopt neo-Aristotelianism’s proposal—

before their respective local positions emerging.

rebuilding the authority of the tradition and the

Rawls’s design is succeeded in guaranteeing the

community, taking them as the new foundation

universality of moral principles and establishing

of transcendence and universality, and restoring

a new ground for contemporary normative ethics.

the subordinate position of individual reason.

Unfortunately, its imaginary and conceiving traits

However, to Habermas, reverting to pre-modernity

have called forth a lot of criticism. Habermas is

100

also one among them. Habermas refuses “the Veil

basis on which the empirical communication will

of Ignorance” of Rawls. Instead he wants to put the

not become a battle of different views, but reach a

18

communication into realistic moral situation. This

consensus.

impels Habermas to supply another theoretical

Ⅴ . Pragmatics and Life-World
Pragmatics has been used in a sense contrast to the

Therefore, we cannot equate individual autonomy

meaning of Semantics. As we know, Semantics

which Habermas defends with the analogue which

devotes itself to the syntax and form of real-valued

Kant has established. For Habermas, his autonomy

function, but pragmatics pays more attention to the

can only be generated from the cultivation of the

context and condition of propositions. According

community, tradition, as well as the interaction

to pragmatics, when studying the meaning of

with others. So such autonomy has its born

language, we should take language as interactive

limitation.

utterance between speaker and listener, which

However, It would be a mistake to conclude

involves different expectation and understanding,

that what Habermas has achieved by means of

as well as misunderstanding and misinterpretation

universal pragmatics is nothing else than neo-

of participants. This is the general meaning of

Aristotelianism’s emphasis on the priority of

pragmatics. Through assimilation of pragmatics

the tradition and community. In order to fight

Habermas has discovered a turning point of

against moral skepticism and relativism neo-

overcoming the contradiction between autonomy

Aristotelianism not only admits that the tradition

and universality.

or community has fashioned individual reason,

For him, universal pragmatics emphasizes

but also requires the individual to be submitted

that each communication has to be carried out in

or subordinate to the community or tradition.

some realistic context or language situation. This

Habermas cannot agree with them on this point.

makes Habermas agree with neo-Aristotelianism’s

For him, the community is the source of individual

judgment—the community or tradition is prior to

reason or autonomy, but that does not mean the

the individual, the latter must be subordinate to

individual has no choice except being totally

the former. So we cannot follow the example of

submitted to the community. The difference

Kant to take individual reason or autonomy as the

between Habermas and neo-Aristotelianism is in

transcendental premise from which one can deduce

that the former thinks that even individual reason

all moral principles. To Habermas reason is not a

has lost the transcendental status and descended

natural capability but a skill we gradually acquire

to the level of the community’s derivative, it still

19

In other

keeps its autonomy and there is no need to be

words, there is no individual transcendental reason

entirely submitted to the community. In contrast,

prior to the world, also no construction based on

the individual deduced from the community

such foundation. Reason is an achievement from

or tradition can revive its autonomy again,

experience. The individual can only develop his

and questions the validity of the community’s

reason by communicating with other individuals

universality. Moreover, it would reach new

in a posteriori context or empirical community.

universality in the form of consensus in terms

from the community and tradition.
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of communication with other individuals. 20

community to the individual, neo-Aristotelianism

Attempting to revive the universality of normative

unconsciously separates the individual from the

ethics on the one hand while not giving up

community and takes the individual as a derivative

individual autonomy on the other hand, this is the

of the community. Such an understanding, the

very original intention of Habermas’ universal

individual being considered as the antithesis

pragmatics.

of the community, leads neo-Aristotelianism’s

However, before Habermas confirms his

into an exclusive choice. That is, since neo-

judgments, he needs to answer another two key

Aristotelianism disagrees with Enlightenment’s

questions in theory. First, for what reason the

design for individual autonomy, they deeply

individual cultivated by the community can

convinced that the community or tradition is their

question the validity of its matrix. In others words,

only choice. Thus there cannot be any room for

if we admit the priority of the community to the

individual autonomy. Generally speaking, such

individual, then we have to impose restrictions on

a view on the relation of the individual and the

individual autonomy. How can Habermas keep

community is still an edition of subject-object

room for individual autonomy on the premise of

dichotomy.21

admitting the community’s priority? And this is

In order to avoid this limitation, Habermas

also Habermas’ response to neo-Aristotelianism.

inherits the concept of “Life-World” from Husserl

Second, how to reach a consensus instead of an

and Heidegger, which interprets the relation of

endless dispute if we take different individuals’

the individual and the community as “in- being”

isolated designs for universality as the start point?

instead of traditional antagonistic relationship.

That is to say, how to achieve universality on

One of the most important achievements of “in-

the basis of individual autonomy? And this is

being” is that it has broken the “hard shell” of

also Habermas’ answer to moral skepticism and

the individual and subject, and made it possible

relativism.

for different individuals to communicate with

Coinciding with neo-Aristotelianism,

each other. On the one hand, individuals can only

Habermas is not content to Kant’s emphasis on

gradually develop their own reason within the

individual reason, but admits the priority of the

community or tradition through the cultivation

community to the individual. In such a case, it

of it and their communication with others. In

seems that he also has to face with the choice

this connection, the community or tradition

between the individual and the community. But

has priority over the individual. But on the

in reality, he avoids the choice. The reason is

other hand, the individual generated from the

that Habermas has redefined the relation of the

community or tradition also could evaluate its

community and the individual. As we know,

matrix; even reform the community in terms of

until Enlightenment we have always equated the

its own standard and reason developed from the

relation between the individual and the community

cultivation and communication. In other worlds,

to the relation between subject and object in

neither the community nor the individual is

epistemology, which in turn forces us to make an

unchangeable, because they are always engaged

exclusive choice between subject and object. Even

in the course of interaction. The community has

Kantian ethics is no exception.

fashioned the fundamental traits of the individual

According to Habermas, when putting

while mature individuals can also criticize the

emphasis on the priority of the tradition and

community by their own autonomy. We could

102

regard the community as a unity of transcendence

with each other at all times and places. Since

and universality while take the individual as an

neither the community nor the individual is

aggregation of autonomy and subordinate, as

the closed material, no matter where the moral

long as we do not consider “Life-World” as an

principles come from, they will not be rigid

22

objective closed world. Therefore, to Andersen,

regulations. Therefore, now all of what Habermas

“Habermas’ theory of communicative action can

needs to do is to identify the procedural condition

be perceived as a large-scale attempt to create a

by which proper consensus could be produced.

basis for a theory that can mediate spectatorial and

This is the two famous communicative principles –

23

universality principle “U” and discourse principle

Moreover, such an understanding to “Life-

“D”. In a word, the concept of “Life-World”

World” could also serve as the foundation of

not only breaks the boundaries among different

Habermas’ answer to the second question, namely

individuals, but also offers possibilities to reach

how to reach a new consensus from different

consensus through communication.24

participatory perspective.”

individuals’ isolated construction. Since the

We can therefore conclude that it is through

relation between the individual and the community

the assimilation of universal pragmatics and Life-

is not equal to the same one between subject and

World that Habermas has succeeded not only in

object, the new consensus will not be generated

answering neo-Aristotelianism’s challenge to how

from factual proposition in epistemology

the individual generated from the community

but produced by validity proposition in

could keep its autonomy, but also in responding

communication. Instead of constructing different

moral skepticism and relativism’s puzzle of

projects by different isolated individuals in the first

the possibility of different designs produced by

place and then comparing them with each other,

isolated individuals to reach consensus.

now different individuals will keep communicating

Ⅵ . How to Evaluate Habermasʼ Attempt
Lastly I want to deal with the problem of how

designs, Habermas’ discourse ethics has adopted

to evaluate Habermas’ discourse ethics. For a

a new argumentation of non-realism and non-

long time there has been a lot of controversy

foudationalism. For him, Habermas’ successful

surrounding Habermas’ attempt, most of which

integration between non-realism and irrationalism

concentrate on the issue this essay has discussed,

has changed the popular view in that “various

namely whether Habermas has achieved the unity

forms of non-realism in recent years has often

between transcendence and experience as well as

gone hand in hand with an irrationalism…

autonomy and universality, and whether he has

Habermas’ approach represents a possibility of

established a totally new model for normative

replying to contemporary irrationalists on their

ethics. Some scholars believe Habermas’ discourse

own grounds.” 25 However, there are also a lot of

of ethics is a successful revival of traditional

scholars who have reservations about Habermas’

normative ethics, and has set up a new foundation

attempt, because they just think Habermas still

for contemporary ethics. For instance, Wood

stays in the frame of Enlightenment and has not

considers that in contrast to other ethicists’

completed any substantive breakthrough. For

“AUTONOMY” OR “UNIVERSALITY”?

103

2

2010.3

example, Meadwell says, “He must show that his
own position is different from the postmodern
position, yet still not foundationalist…but I am
arguing that, at critical points, this combination
in fact produces a form of foundationalism.” 26
Because, Meadwell claims, Habermas still
takes Kant’s “reason man” as the foundation
of his discourse ethics. Besides, according to
Gaon, although Habermas’ discourse ethics has
successfully responded to moral skepticism
and relativism, his appeal to metaphysics and
his retaining of teleology make him unable to
transcend the fundamental frame of Enlightenment.
So we cannot term Habermas’ discourse ethics as
post-metaphysical non-foudationalism.27
There are a lot of more similar comments.
However, when trying to evaluate Habermas’
achievement of ethics, we have to take into
account the background on which Habermas
carries out his discourse ethics. In other words,
Habermas makes his attempt to protect the
positive achievement of Enlightenment Project
when most of his contemporaries have given up
their hope of normative ethics and been submitted
to various post-modern contextualism and local
positions. Habermas’ original intention and great
ambition should gain our respect. His integrity
of autonomy and universality may be somewhat
problematic, and his excessive expectation of
ideal communication is perhaps too optimistic,
but just as Habermas puts, if we do not want
to settle disputes by violence or war in a world
where traditional ethics having lost its authority,
communication seems to be a feasible option for
us.28 Quoad hoc, Habermas’ achievement cannot
be obliterated.
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A CORPUS-BASED STUDY OF
LINGUISTIC VARIATION IN
MODERN CHINESE SCIENTIFIC
WRITING
JI Meng

■ Abstract

This paper presents a progress report on a corpus-based study of modern Chinese scientific writing
in terms of the linguistic patterns characterizing the textual organization of science reportage in
the country between the early 1950s and the early twentieth-first century. It aims to offer a detailed
investigation of three major linguistic features, i.e. clausal conjunction, nominalization and mixed
terminology, which seem to have largely informed the way modern Chinese scientific language was
gradually evolved to sophistication, in spite of the pervasive political discourse influencing many
aspects of scientific research in the country. At the current stage, our study is mainly focused on the
design and construction of a pilot database of modern Chinese scientific texts which would then
be subjected to empirical textual analysis to yield insights into the nature and manner of scientific
reportage during the specific period of time under consideration.

Ⅰ．Introduction
In pre-modern Chinese culture, the study of

and assimilated modern scientific terms in line

natural sciences occupied a secondary position

with traditional cultural and philological canons
(Xu, 2005). To some extent, the history of modern

to traditional philology, which lay at the heart of
classical culture and informed the way knowledge
was built into cultural identity ( Elman, 1984 ) .

science in China is a textual experience in which

The expansion of industrial capitalism in the late

systematic differences between China’s traditional

nineteenth century forced China to diverge from

cultural agenda and that of the West through

its own cultural evolutionary trajectory. As part of

giving culturally-loaded words new dimensions

a broader cultural transformation, the injection of

of meaning or coining novel expressions with the

western scientific concepts into China’s existing

available linguistic resources.

language workers are engaged in mapping the

base played a major role in this process. China’s

An analysis of the linguistic legacy left by

contacts with western science triggered cultural

scientific translations will permit new ways of

conflicts centring on the way translators introduced

analysing a range of socio-cultural phenomena
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crucial to the history of modern science in China.

Elman’s work, like many past studies in the field
(Needham, 1954), also focus on the pre-modern

Many past studies have documented the influence
of individual scientists or scientific institutions (see

period, rather than on the twentieth century which

Bowers et al, 1989; Neushul, 2000; Schneider,

remains under-explored. In the current study,

2003; Amelung, 2004 for the study of individual
scientists or institutions), rather than exploring

the sixty years under investigation, i.e. from

how science was practiced generally in the modern

movements, which have greatly changed the

context of cross-cultural and cross-linguistic

landscape of scientific research in the country at an

interactions.

unprecedented level. The resilience of the language

1949-2009 witness intensive social and cultural

A n e w p e r s p e c t i v e c a n b e o ff e r e d b y

used in modern scientific practice is put to test,

investigating the quantitative linguistic evidence
generated by this historical process ( Reardon-

which has given rise to a new text genre in modern

Anderson, 1991). The advantage of prioritizing

research in the country. Despite the crucial role

the analysis of language as the fundamental

played by language in such a historical process,

element of cross-cultural scientific communication

there is rather limited systematic research on the

consists in the insights brought into the nature

various linguistic changes observed in modern

and manner that the target cultural system has
absorbed foreign concepts and ideas. Elman (2005)

Chinese science writing, which seems to suggest

provides a successful example of how socio-

regulation of scientific language in the country.

Chinese to match the scope and pace of scientific

a lack of consciousness in the development and

linguistic research can contribute to the early

This project will probe the intriguing process

history of Chinese science. Instead of falling

of cross-cultural transmission of scientific

back on recounting historical events and personal
anecdotes (Wang, 2007), his work goes back to the

concepts, ideas and norms as reflected in the

primary material – language – which serves as the

i.e. modern Chinese science writing. This will be

essential carrier of concepts in the dissemination

achieved through an empirical study of textual

of modern science in China. It queries China’s

material produced during that historical process

classical classificatory schemes for natural objects,

which will be collected by following a deliberately

and their incompatibility with western scientific

structured framework of data sampling. It is

systems, revealing their fundamentally different

believed that a broad selection of linguistic

cosmological views of nature.

data embodied in actual texts will help generate

However, the linguistic evidence Elman
provides is still quite limited and fragmentary.

making of a new textual genre in modern Chinese,

theoretical hypotheses on the development of
modern Chinese science writing.

Ⅱ．Database
The study of the linguistic characteristics of

To ensure the representativeness of our pilot

scientific writing from a detailed sociolinguistic

corpus-based study, the textual material used

perspective allows an objective evaluation of the

is from the Chinese Science Bulletin, which is

nature of scientific language used at the time as

the official journal published by the Chinese

the essential carrier of meaning and thoughts.

Science Academy since 1950. As one of the most

A CORPUS-BASED STUDY OF LINGUISTIC VARIATION
IN MODERN CHINESE SCIENTIFIC WRITING

107

2

2010.3

established science journals in mainland China,

As a result of the nature of the early corpus texts,

the Chinese Science Bulletin provides valuable

subjectivity has been inevitable in separating texts

first-hand material for investigation on the modes

showing varying levels of technical content.

and patterns followed by science reportage in the

Another technical problem that prevents us

country since 1949. In our pilot corpus, the texts

from processing the texts automatically is that

are arranged chronologically to reflect the general

earlier texts are invariably written in traditional

trends of development of highlighted linguistic

Chinese and are preserved as PDF files in the

features in the corpus.

digital library. This makes the conversion of the

In order to optimize the research result, we

texts from PDF to word files extremely difficult,

selected texts from subject fields which share

since the scanned documents in traditional Chinese

similar epistemological requirements such as

are recognized by the OCR software as pictures

physics, chemistry and maths. This has not been

rather than proper texts. Hand coding highlighted

an easy task with the screening of scientific

textual features becomes necessary, which permits

reports from political narratives which seem

a deeper though somehow limited analysis

to populate early issues of the journal until

of the corpus texts. Manual tagging is a truly

the mid-1970s. Furthermore, as may be easily

laborious and time-consuming process. In order

detected in the corpus, a unique feature of early

to improve the cost-effectiveness of the manual

scientific writing is that there is not a clear-

text annotation, we decide to choose the texts

cut line between technical reports and political

randomly after giving each text a numeric label.

discourse. Comments reflecting ideological

It is expected that the processing of more recent

conflicts and class struggles are often intermingled

corpus texts which are machine-readable should

with scientific observation and assessment and

be much easier, with natural language tools of high

largely inform the way scientific arguments are

precision rate readily available.

constructed in that particular socio-cultural setting.

Ⅲ．Theoretical framework for corpus-based textual analysis
As a pilot corpus-based study, we have chosen

textual data under investigation. It is envisaged

clausal conjunction, normalization and mixed

that in future research, we would incorporate

terminology as the main subjects of the textual

more linguistic features or meaningful textual

analysis. This is partly based on previous

units to enrich the corpus analysis, with a view to

studies on the evolution of the language used
in modern English science writing ( Schnel,

establishing a working theoretical framework for
genre analysis of modern Chinese science writing.

2009; Taavitsainen and Pahta 2004). As will be
explained in details below, the particular semantic
and pragmatic functions of the three highlighted

1. Clausal conjunctions

textual features may help us probe the linguistic
organization, i.e. logical structure, configuration

The study of the language of science has a

of complex natural phenomena and assimilation

long tradition in English, whereby classic texts

of imported scientific concepts and ideas, of the

like Darwin’s Origin of Species or Newton’s
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Treatise on Opticks are often used to illustrate

argumentation, i.e. the way scientists observe

the particular hermeneutical style or rhetoric of
modern scientific writing (Bulhof, 1992; Halliday

natural phenomena, evaluate scientific findings

and Martin, 1993). It is not until recent times with

about the research results.

and communicate with their intended interlocutors

the fast development of computational linguistics

Despite the potentially wide applicability of

and natural language processing that large-

the systemic functional theory, its validity with

scale investigation on the collective behaviour

Chinese scientific language studies has not been

of science writing as a key component of social

tested before, so far as we are aware. Our study

interaction and communication among scientists

shall therefore attempt to explore modern Chinese

has been made possible.

scientific writing from a systemic functional

A new feature of the emerging field of

perspective, with a special focus on the types

scientometrics is an increasing emphasis on the

of clausal conjunctions which may be used to

observation and analysis of quantifiable linguistic

measure the varying levels of cohesiveness in the

events extracted from naturally occurring contexts
(Argamon et al, 2008). To trace the evolution of

corpus texts under investigation. Cohesion holds

modern Chinese science writing as from 1949

scientific practice among other textual features.

onwards, we focus on three specific linguistic

It facilitates the development of rational lines of

features highlighted in the pilot corpus, i.e.

argument in the text that may be easily followed

clausal conjunctions, nominalization and mixed

through and commented upon by the readers.

the key to an effective writing style in modern

terminology to describe a developing style of

In our case study, the typological framework

science writing which may be observed at a cross-

employed for data classification is the one
specified in Argamon et al. ( 2008 ) , which is

disciplinary level.
is based on the following considerations. Firstly,

further stratified into extension, enhancement and
elaboration (3E system hereafter, Table 1). It is

the choice for clausal conjunction is derived from

expected that experimentation of the 3E system

past studies on English linguistic variation within
the systemic functional framework (Halliday and

with chronologically arranged Chinese scientific

Martin, 1993; Halliday, 1994). The study of clausal

the construction of an exploratory conceptual

conjunction, which is often used to construct

apparatus, with a view to quantifying the variation

the logical structure of a scientific text, provides

and changes characterizing the evolving logical

valuable textual clues to the nature of scientific

structure in modern Chinese science writing.

The selection of these three textual features

texts in the corpus will contribute towards

Table 1. 3E system of textual cohesion
Subsystem
Extension

Definition

Examples

Function words linking different arguments

and, but, furthermore …

Enhancement

Further qualify the information contained in one clause
by adding extra information in subsequent clauses;

Similarly, therefore…

Elaboration

Deepens the clause by clarification and exemplification

In other words, more precisely ...
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We contend that due to the inherent differences

2. Nominalization

between the two language systems, it is not always
feasible to keep the morph-syntactic structure of

Secondly, nominalization is another core feature

an English expression intact when it is translated

of modern scientific language, which has been
studied in depth in several past studies (Banks,

into Chinese, whereas syntactical borrowing is

2004; Montgomery 2006 ) . As Halliday and
Martin (1993) observe, this is a crucial linguistic

French, Spanish, English and German. Our corpus-

strategy developed in modern English scientific

science writing has thus to be highly pragmatic,

writing. With English, nominalization is defined as

given the developing nature of the textual

lexical-syntactical changes which turn adjectives

feature under study, as well as the considerable

and verbs into noun phrases describing complex

lexcio-grammatical differences between the two

physical processes. Its main function is to provide

languages. To be specific, in defining a certain term

an efficient and easily referable description of

as a potential nominalised expression in modern

complex physical process in modern scientific

Chinese, we have to take into consideration not

practice. It is part of our hypothesis that the
strong linguistic influence from modern English

only the unique lexico- grammatical patterns of
modern Chinese (see Table 2 and 3), but also the

scientific discourse on modern Chinese scientific

particular contextual circumstances which have

writing should be somehow detectable at a micro-

given rise to that expression – that is to focus

linguistic level, i.e. through the study of a range

on the communicative function of the terms in

of highly compact noun phrases in Chinese,

individual texts to facilitate the configuration and

which are somehow comparable to nominalised

description of complex scientific processes in

expressions in English.

easily-referable expressions.

more common among cognate languages, such as
based study of nominalization in modern Chinese

Table 2. A tentative classification of nominalised expressions in Chinese science writing:
lexicalized expressions
Lexico-grammatical patterns
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Examples

…. 机制

统计加速机制 ; 突变分子机制 ;

…. 性

各向异性 ;

…. 化

核退化 ; 卵同化 ; 天体演化 ; 波函数重正化 ; 归一化 ; 催化 ;

…. 过程

衰变过程 ; 高能天体过程 ; 基本粒子转化过程 ;

…. 反应

热核反应 ;

….. 变

突变 ; 裂变 ; 诱变 ;

…. 现象

能隙现象 ; 超导现象 ;

…. 运动

质心运动 ; 四粒子团运动 ;

…. 作用

同化作用 ; 基本粒子高能相互作用 ; 引力相互作用 ; 自作用 ; 光合作用

…. 行为

高能散射渐近行为 ;

…. 形成

化学键形成 ;

…. 效应

驰豫效应 ;

Realizing this point is especially important

Another interesting phenomenon observed

for a better understanding of the current state of

in the corpus is the use of quotation marks

Chinese science writing, which when compared

to highlight a particular physical process as

to English, is much less mature in terms of

though the scientist is suggesting the potential

the linguistic complexity and methodological

nominalization of that process characterizing

sophistication achieved so far. An established

the behaviour of the physical entity under

system of modern Chinese science writing is still

investigation. In other words, the defining feature

very much in the balance, where Chinese scientists

of the process may be captured and referred to

make great efforts to articulate their thoughts

by a specific term both accurately and efficiently.

and ideas with linguistic resources available to
them, such as nominalization. In the absence of

For example, in R. E. 艾 连 戈 恩 M. N. 列 平 尼
娜 ( 1953 ) , the Chinese translator used a long

an official language policy to regulate the use of

quotation in the text to describe the distributional

such imported linguistic devices, the efforts made

feature of masculine elements inside the embryo

by Chinese scientists spontaneously to improve

in development: “…. 在那个时期 , 就是说在胚

the quality of their scientific output in writing can

胎生成四个核的时期 , 就发生了 ‘ 在相当大

hardly contribute towards the establishment of a
working system of science language to serve the

的卵的原生质的区域里雄性成分的繁殖和
分 布 ’…….” (p.72). The use of quotation at this

purpose of cross-linguistic science communication.

point has a different pragmatic function from

Our corpus-based study aims to make up for the

that of others appeared in the text: while in other

insufficiency in this particular research area by

places of the text, quotations are used either to

investigating the various forms of nominalised

give emphasis to a specific term or to imply the

expressions which have been created in modern

metaphorical or analogical function of that term

Chinese science writing.

being quoted, in this sentence, the long quotation

Table 3. A tentative classification of nominalised expressions in Chinese
science writing – grammatical changes
Subcategory

Post-position of
verbs

Schematic
four-character
expressions

Patterns of grammatical changes

noun <+ function word 的 > (may be
omitted) + verb

Examples
…. 的产生 ; …. 的俘获 ;
…. 的湮灭 ; …. 的减数 ;
…. 的解体 ; …. 的瓦解 ;
…. 的孤立 ; …. 的溃缩 ;

Adj. + V. + Adj. + V.

偏振辐射 ; 广延簇射 ;
级联簇射 ;

N. + V.

动量守恒 ; 绝热引入 ;
绝热撤出 ;

N.+ N.+ V. + V.

新陈代谢 ;

V.+ V.

氧化还原 ;
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used seems to suggest that the particular feature

involved in the complex process of cross-cultural

of the phenomenon under investigation, i.e. the

scientific communication are not only ideological,

universal presence of a large amount of masculine

conceptual, but also linguistic and technical,

elements in an embryo of Sphingidae when it is

sometimes at a rather considerable level.

into developed four kernels, might be summarized
and referred to by a subject-specific term.

As different from Japanese, which has
developed the writing system of katakana
to transcribe words or phrases from foreign
languages, Chinese has always been composed

3. Mixed terminology

by character words only. There have been various
attempts at translating foreign scientific terms

Last but not least, we study the use of mixed

either semantically or phonetically or more often, a

terminology in modern Chinese scientific writing,

combination of the two, with a view to establishing

which represents a fascinating area of research

an integrated linguistic system that might be used

that lies at the heart of the modernization of
Chinese science and technology (Zhang, 2007;

to absorb foreign scientific concepts efficiently and

Wu, 2008). A mixed terminology may be defined

mixed terminology may be seen as a compromised

as Chinese transliterations or expressions
annotated with English ( or Russian, especially

solution to the technical problems implied in

in the 1950s and 1960s ) terms in parentheses.

development of the language does not seem to

The significance of establishing a consistent

keep pace with the increasing internal needs for

language policy in China to regulate the use of

a more effective linguistic system to assimilate

scientific terminology suggest that the difficulties

western scientific ideas and concepts.

in time. Within such a general picture, the use of

Chinese modern scientific writing, where the

Table 4. A tentative classification of mixed terminology in Chinese science writing
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Item

Subcategory

Examples

1

Person name

2

Places or laboratories named after scientists’
names:

3

Physical process named after scientists’
name

4

Hypothetical models named after scientists’
name

泡利原理 ; 希伯脱空间 ; Lee 模型 ;

5

Specific entities named after scientists’ name

契连科夫光 ; 格氏液 (Ringer’s solution);
贝尼霍夫带 ; 哈密顿量 H;

6

Chemical elements

7

Plant or animal Latin names
after their popular Chinese names

8

New metaphors

9

New concepts or methods

达尔文氏 ; M.R. 索洛维 ; 费米 (Femi, E.)
布鲁海文实验室 ;
费米型加速 ; 康普顿散射 ; 细胞融合 (cytomixis);
四粒子团运动 (quartet);

含铁氧化还原素 (FdH); 2- 氨基嘌呤 (AP);
半被子植物 (Hemiangiospermae);
原大 (Populus primoova)
密码 (code); 梯状式 (scalariform type);
膜壁小孔 (Pits); 子遗植物 (relics);
异态 (variation); 以太 (ether);

Our pilot study based on the journal articles

when describing physical processes or entities

published in the Chinese Science Bulletin aims to

less known to the audience; or for the purpose

map the distributional patterns of the use of mixed

of specification when introducing new methods

terminology in modern Chinese scientific texts.

and concepts to the scientific community; or

This is to provide an indication of the different

standardization when annotating the Chinese

levels of penetration achieved by this specific

vernacular or vulgar names of plants or animals

linguistic strategy in modernizing Chinese science

with their Latin names; or disambiguation when

writing. As our corpus-based study will show, the

the creation of new technical terms when translated

use of mixed terminology in different contextual

to Chinese might lead to conceptual confusion due

situations may well have been prompted by
various communication needs. For example, a

to the particular semantic and logical structure of
the target language (Table 4, here we just provide

mixed terminology may be used for clarification

a tentative framework which is still expanding).

Ⅳ．Methodology
It is argued that the making of modern Chinese

from a descriptive and highly interdisciplinary

science writing can be effectively measured and

perspective drawing on research methodologies

examined in quantitative terms, i.e. through the

widely tested in quantitative social sciences,

annotation and computer-assisted analysis of

corpus/computational linguistics, , science history,

the massive text evidence which embodies the

and other methodologies as the research requires.

evolution of China’s modern science history.

The project will pioneer the study of China’s

This will be achieved through a well-designed

science history by deploying a number of

selection and incorporation of original scientific

statistical methods in the analysis of the corpus

texts in modern Chinese in the pilot corpus. The

texts to enquire into the structure or patterns of

quantitative data gathered will then be used for

interconnection linking the various sociolinguistic

empirical sociolinguistic analysis to uncover the

factors playing a part in constructing China’s

underlying socio-cultural factors which may have

modern science writing. To be specific, this

given rise to the highlighted linguistic and cultural

will be achieved through the development of an

phenomena in the corpus.

experimental framework of annotation which

Through a well-grounded empirical

aims to highlight the various linguistic strategies

sociolinguistic analysis, the project will

devised by language workers as motivated by

elucidate the complex and changing historical

different socio-cultural factors and ideologies

circumstances surrounding the making of modern

prevalent at the time.

Chinese science as a means to demonstrate its

The construction of theoretical models will be

contemporary significance in an era of growing

achieved by adapting and modifying methods and

globalization, as illustrated by global inter-

techniques that have been successfully tested in
English sociolinguistics (Biber and Finegan, 1994;

dependence in terms of scientific and technological
a top-down or prescriptive approach to the

Biber et al, 1998; Cheshire, 1991; Conrad and
Biber, 2001), in studying the regional variations

research question, this project will be conducted

and evolution of modern English, and the rationale

exchange and collaboration. Instead of adopting
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behind such a historical process. By adapting this

towards establishing the link between the making

methodology to Chinese cultural and language

of modern science in China and the evolution of

studies, this project will make the first step

modern Chinese at various linguistic levels.

Ⅴ．Conclusion
The project will break new ground by constructing

the historical shaping of and contemporary nature

theoretical models for Chinese science writing

of the identity of the Chinese state in the context

from a solid socio-linguistic perspective. Through

of conflicting notions of science, highlighting

the experimentation of methodologies which have

national views of scientific concepts, were eroded

been successfully tested in the study of English

fundamentally by globalization processes, as

variation, this project can be expected to yield

illustrated by the impact of western concepts of

valuable and novel insights into the relationship

science on China’s modern scientific writing.

between the evolution of China’s modern science
history recorded in massive textual evidence and
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