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はしがき
2011 年 3 月 11 日（金）に発生した東日本大震災から 2 年の月日がたちました。東北大学のある仙台市の街中は、
すっかり震災前のにぎわいに戻ったように見えます。しかし震災の爪痕は大きく、
喪失に深く傷ついていることが、
折に触れて実感されます。仙台にいると、死者を想って毎日祈る大勢の人々の存在が身近です。そして復興のめど
の立たない被災地では、仕事や家を失ったまま、先の見通しがつかない生活を送る人々が、震災のもたらした断絶
に苦しんでいます。東北大学は、未曾有の被害を出した被災地にある国立大学法人として、被災された方々のため
にできることを探りながら、危機に際して改めて確認される連帯感に支えられて、地域社会の再生のために努力し
ております。私たちの東北大学グローバル COE プログラム「グローバル時代の男女共同参画と多文化共生」も、
この災害と災害が明らかにした諸問題を直視して、復興のために学問的な努力を続けてきました。
私たちの GCOE は 2008 年度に発足し、グローバル化が進行する世界で生じている諸問題を、男女共同参画と多
文化共生の二つの観点から解明し、それらの知見を融合しながら解決策を提示することを目的としてきました。さ
らに、こうした問題への深い理解と有効な対応策を提示しうる若手研究者を育成することを最終的な目標としてい
。2009 年度からは、クロスナショナル・ドクトラル・
ます（詳細は、http://www.law.tohoku.ac.jp/gcoe をご覧下さい）
コース（ CNDC ）の大学院生たちを迎えて、活動を全面展開してきました。
この GCOE の目的と目標を果たすために、学術的な研究成果を発表するジャーナルを発刊することとし、

Gender Equality and Multicultural Conviviality（男女共同参画と多文化共生）の頭文字をとって、「 GEMC ジャー
ナル」と名付け、2008 年度末に 1 号を刊行しました。2009 年度からは、英文ジャーナルと和文ジャーナルを毎年 2
号ずつ刊行してきました。2011 年度発行の 6 号と 7 号は、それぞれ災害に関連する特集を組みました。最終年度で
ある 2012 年度には、通常の英文ジャーナルと和文ジャーナルの 8 号・9 号のほかに、GCOE 総括研究会をまとめた、
最終号となる 10 号を刊行しました。

GEMC ジャーナルは、原則として第一部と第二部に分かれます。第一部には、GEMC ジャーナル編集委員会か
ら執筆を依頼した論文で、GCOE の研究会報告をもとにした論文や事業推進担当者らの研究論文を掲載しました。
第二部には、若手研究者に業績を発表する機会を保障するために、査読雑誌と位置づけて投稿論文を掲載すること
としました。本 GCOE のテーマと関係する論文であれば、身分資格を問わずに投稿を認め、掲載可能性のある論
文の著者には研究会での報告等をお願いして成果を共有しました。GEMC ジャーナル編集委員会内部に設けた査
読委員会が論文の査読作業にあたりました。査読委員会は、広範囲の領域にわたる論文を査読するために、それぞ
れの論文と同じ分野の専門家に匿名で個別に評価を依頼し、その評価に基づいて厳正な査読を行いました。評価に
ご協力くださった内外の専門家の皆様に、この場を借りて厚く御礼を申し上げます。
グローバリゼーションの進展に伴い、ジェンダー、ナショナリズム、コミュニティ、世代などが生み出す差異は、
構造的にもつれ合って深刻な弊害を社会にもたらします。これらの弊害を克服し、多様な文化的価値が共存する社
会を再構築する道を求めて、私たちの GCOE は発足しました。その出発の年である 2008 年には、アメリカに発し
た金融危機がたちまちグローバル化して世界を覆い、世界も日本もまだその混乱の中にあります。そのような状況
下で生じた東日本大震災は、日本の抱える難題をはるかに深刻なものとしました。課題は緊急でかつ困難ではあり
ますが、本 GCOE は知的な営為を重ねて、これらの課題に対応し、基礎工事となる確実な研究を目指してきました。
本年度で全 10 号の刊行を終了した GEMC ジャーナルも、その営為の努力の一つでした。これまで執筆してくださ
った方々をはじめ、刊行にご協力くださったすべての皆様に、心よりあつく御礼申し上げます。

2013 年 3 月
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」
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福祉レジーム論から
生活保障システム論へ
1

大沢

Ⅰ . 問題意識と課題
1. 危機が露わにした脆弱性
日本は、東日本大震災・津波、および東京電力福島

真理

成 21 年度年次経済財政報告は、それを「衝撃的」と
表現しなければならなかった［内閣府 2009：99］。日
本の GDP はその後もはかばかしく回復していない。
「100 年に 1 度のツナミ」が露わにした日本経済の脆弱
性は、自民党政府にとっては「想定外」だったといえ
よう。

ろうとしている。世界もまた、政府債務危機・金融不

2009 年 8 月 30 日の総選挙では民主党が地すべり的
な勝利を収め、歴史的な政権交代が実現した。11 か月
後の 2010 年 7 月に公表された平成 22 年度年次経済財

安に震撼し続けている。

政報告では、荒井聡経済財政担当大臣によるはしがき

2008 年 9 月のリーマン・ショック後の世界金融経
済危機は「100 年に 1 度のツナミ」と呼ばれたが、そ

が、主要先進諸国のなかで「デフレに陥ったのは日本

こではとくに日本経済の脆弱性が露わになった。東日

と指摘した。そして、「お金の回りの悪さ」などの

本大震災が露わにしたのは、さらに根深い日本の社

「重石」をとり除き、「外からのショックに強い経済を

会・経済の脆弱性であり、それらは従来の自民党長期

実現する」必要があると表明している［内閣府 2010］。

政権の所産でもある。経済的ショックにも自然災害に

さらに 8 か月後、2011 年 3 月 11 日には、文字通り

も強い、タフな社会へと建て直すことは、日本にとっ
私は、かねて生活保障システムの比較ジェンダー分

1000 年に 1 度の規模の大地震と津波が東日本の太平
洋岸を襲い、東電福島第 1 原発の危機をも引き起こし
た。東電福島第 1 原発の危機について東京電力やそれ

析というアプローチを通じて、日本の社会・経済の特

に連なる専門家からは、津波の規模が「想定外」だっ

徴や問題点を検討してきた［大沢 2007：大沢 2010；
Osawa 2011］。日本の社会・経済の諸問題を「社会的

たという弁明がおこなわれた。しかし、政府の事故調

脆弱性」として捉え返し、社会・経済の再構築への示

でに以下が判明した。東京電力本社や同社福島第一原

唆を得るためにも、本稿では生活保障アプローチの意

発の所長等の幹部は、冷却装置の構造を認識していな

義を浮き彫りにしたい。

かったこと（1 号機）、現場の運転員が所長の判断を

第一原子力発電所事故による甚大な被害のもとで、重
苦しい景況感と財政逼迫感に包まれて、2012 年を送

てまさに焦眉の課題である。

だけであり、政府債務も群を抜いて高い水準にある」

査・検証委員会の調査によって、2011 年 12 月中旬ま

2008 年 9 月中旬にアメリカの大手投資銀行リーマ

仰がずに冷却装置を停止したこと（3 号機）、そうし

ン・ブラザーズが破綻した直後には、麻生太郎内閣の

た幹部の認識不足や現場の独断専行が事故拡大を招い

経済財政担当大臣だった与謝野馨は、そのショックを
「ハチが刺した程度」と表現したものである。しかし
ほどなく、日本の株価や輸出、国内総生産（GDP）

たこと、である（『毎日新聞』2011 年 12 月 16 日、『朝
日新聞』2011 年 12 月 18 日）。
このように人災というしかない東電福島第 1 原発の

の落ち込みが、主要先進国のなかで最大であることが

事故を別としても、大震災と津波によって、世界で第

判明していった。2009 年 7 月に内閣府が公表した平

2 ないし 3 位の経済大国で、数 10 万の人々が水・食料

006

といった究極の必需品の欠乏に苦しむ事態は、数日間
にはとどまらなかった。現代の日本社会において、い
ざという時にも最低限の生活は保障されるかといえ
ば、そのしくみは心許ないものだったのである。

2. 生活保障システムというアプローチと「ジェ
ンダー」
上記のように、人びとの生活が成り立ち社会に参加

リーマン・ショック後の GDP の激しい下落は、な

できる条件について、私は、「生活保障システム」と

るほど自民党政権にとっては「想定外」だったであろ

いうアプローチで考えてきた。そして、生活が保障さ

う。小泉純一郎内閣の最後の「骨太方針 2006」は、

れるうえで社会政策が果たす機能について、国際比較

小泉改革が日本経済を「筋肉質」の構造に変貌させた
と誇っており、自民党政権において社会・経済の脆弱

を重視して論じてきた（大沢 2005；大沢 2007；大沢
2010；Osawa 2011）。生活が保障されるとは、暮らし

性の認識が不足していたことは明らかだ。いな、認識

のニーズが持続的に充足されることといいかえられ

不足というよりも、研究者や国際機関の指摘を無視し

る。暮らしのニーズが持続的に充足されるうえでは、

てきたというのが、実情である［大沢 2010］。東電・

生活を営む場や所得を得る機会＝選択肢が必要であ

原子力ムラが、客観的な研究者の警鐘を無視しておき

り、稼得活動や地域生活をおこなうとは、メンバーと

ながら、有事には「想定外」を主張した対応とのあい

して承認されて社会に参加することでもある。先進国

だに、偶然とは思われない同型性がある。

と呼ばれるような諸国では、家族や企業、労働組合、

事態から目をそむけない人びとにとっては、2000

非営利協同などの民間の制度・慣行にたいして、政府

年代半ばまでに日本の社会・経済の脆弱性が十分に明

による税・社会保障制度や雇用維持政策、労働市場の

白になっており、発信もおこなわれていた。すなわち

規制などの制度・政策がかみあいながら、生活を営む

東日本大震災の以前に、リーマン・ショックにも先立

選択肢が用意され生活が障なされている。そうした民

って、日本社会では、10 年以上連続して年間 3 万人以

間の制度・慣行と政府の法・政策との接合（articulation）

上が自殺し、統計が取れる諸国で自殺率が最も高いレ

が、「生活保障システム」である。このアプローチは

ベルにあった。また「貧困」である人が人口に占める

また、生活保障システムの「機能不全」ないし「逆機

割合も先進国で最も高いレベルにあった［大沢 2010］。

能」のアウトカムとして、下記の「社会的排除」の概

ここでの貧困は、人並みに生活を成り立たせ、社会に

念を取り入れている。

参加していくうえで、所得が低いということをさす。
さらに出生率も、10 年以上にわたって世界最低水準
に低迷している。

その際に強調したいのは、「天下国家」の「お金の
回りの悪さ」も個々人にとっての「生きにくさ」も、
「ジェンダー」、すなわち性別の分業や役割期待と強く

つまり、日本は世界で最も長寿の国とはいえ、天寿

関連しているということだ。生み育てるという営み

を全うすることも困難なら、新しいいのちを授かり育

は、いうまでもなく男女の役割分担（ジェンダー）と

てることも困難な社会である。また、世界有数の経済

かかわっている。また、自殺者の大多数は男性である

大国でありながら、日々の生計を賄うことが困難な人

が、国際比較すると日本の自殺率の高さは、女性にお

が少なくない。もちろん経済大国なら貧困率が低くて

いてこそ深刻である。そして、子どもを生み育てるこ

当然というつもりはない。アメリカも世界トップの経

との困難や自殺は、明らかにお金だけの問題ではない

済大国でありながら、貧困率は日本より高いからだ

とはいえ、じつは日本では、これらの問題とお金の問

（アメリカの自殺率は高くないものの、平均寿命も高
くはなく、出生率は先進国で最高レベルにある）。

題が強く結びついてきた。
いっぽう貧困問題は、男性が職を失うことと結びつ

ともあれ、日本は先進国きっての「生きにくい」社

けられがちである。近年、日本社会に貧困が広がって

会であるといえるだろう。しかし政府は、2009 年 4

いることを強く印象づけたのは、ホームレスの問題や

月までは日本社会に貧困が存在すること自体を認めよ

2008 年末から 09 年初めにかけての「年越し派遣村」

うとしなかった。2006 年 6 月に、竹中平蔵総務大臣

であり、その映像などに登場するのが圧倒的に男性だ

は朝日新聞のインタビューに答えて、「社会的に解決

ったためでもあるだろう。しかし、これも国際比較す

しないといけない大問題としての貧困はこの国にはな

ると、日本の労働年齢の貧困層のいちじるしい特徴の

いと思います」、と断言していたのである（『朝日新
聞』2006 年 6 月 16 日；大沢 2010：45 － 46）。このよ

1 つは、有業者が 2 人以上いる世帯が占める割合が高
い点にある［OECD 2009］。有業者が 2 人以上の世帯

うな経過に照らして、2012 年 12 月 16 日の衆議院議員

とは、多くが夫婦共稼ぎ世帯と考えられる。共稼ぎで

選挙で、自民党が大勝し政権に返り咲いたことの意味

も貧困ということは、女性が働いてお金を稼ぐ力（稼

を、見据えなければならない。

得力）が弱いという、ジェンダー問題を反映するので
ある。
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さて、欧州連合 EU は 2000 年代の初めに、21 世紀
の最重要課題の 1 つとして「貧困および社会的排除と
の闘い」を掲げ、克服するべき事態の筆頭に低所得と
いう意味の貧困をあげている。「社会的排除（social

exclusion）」は、低所得や所得格差をはじめ、言語や
情報（教育）の格差、健康の不平等、市民権の壁など
のために、社会のいろいろな場面に参加する機会＝選

Ⅱ . 福祉レジーム 3 類型論とその内
在的批判
1. エスピン＝アンデルセンの福祉国家 3 類型
広く知られているようにイェスタ・エスピン＝アン

択肢が乏しいことをさす。排除を克服することが「包

デルセンは、1990 年の著書『福祉資本主義の 3 つの

摂（inclusion）」である［大沢 2011a］。選択肢が限ら

世界』において、福祉国家 3 類型論を提起し、国際的

れるというのは、贅沢ができないことではない。たと

に大きな影響を及ぼした。3 類型とは、1980 年前後の

えば、家族にとって必要な食料や衣服を賄えない、電

実態にもとづいて設定された「自由主義的」（アング

気・ガス・水道を停止されるなどは、人生の基本的な

ロサクソン）、「保守的」（大陸西欧）、「社会民主主義

選択肢が剥奪されている状態といえるだろう。そうし

的 」（ ス カ ン ジ ナ ビ ア ） で あ る［Esping-Andersen

た剥奪のリスクは、低所得の場合に明瞭に高くなる

1990: 26 － 29］。

［阿部 2006］。

すなわち、第一群の「自由主義的」福祉国家（アメ

そして日本では、金融経済危機を追い討ちするかの

リカ、カナダ、オーストラリア）では、資力調査（ミー

ように未曾有の自然災害が襲った。社会地理学者の池

ンズテスト）にもとづく扶助（選別主義）と、控え目な

田恵子が紹介するように、国際的な災害・復興の実践

普遍主義的移転ないし社会保険が、支配的である。公

や研究においては、自然災害の被害が自然の破壊力

的な福祉給付には、劣等性や落伍者の「熔印（stigma）」

（ハザード）と「社会的脆弱性（social vulnerabilities）」

がつきまとい、最低限のレベルにおさえられる。他方

の 関 数 で あ る と い う 認 識 が 共 有 さ れ て き た［ 池 田

で企業福利や個人年金のような私的福祉が補助されて

2011］。東日本大震災で大きな被害を受けた地域は、

きた。ちなみに「普遍主義」と「選別主義」とは対に

以前から人口高齢化、雇用機会や所得、地方政府の財

なるタームであり、普遍主義的とは、職業や居住地

政力などの面で、脆弱性を抱えてきた（原子力発電所

域、家族関係や、とりわけ所得によって、給付への資

はそうした地域に集中している）。津波の不可避的な

格を限定したり区分したりしないことをいう。

被害と見える事態のなかにも、社会のあり方に由来す

第二群は、オーストリア、フランス、ドイツ、イタ

る被害、したがって防げたかもしれない被害があると

リアなどの「保守的」福祉国家である。そこでは諸権

考えられる［大沢 2011b］。

利は階級と「地位
（status）
」に付属しており、地位の格

社会的脆弱性としては、人口面（高齢化、過疎）や

差を維持することが最も重視されるので、国家給付の

経済面（雇用機会、所得）に言及されることが多く、

再分配効果は極小にされる
（給付の規模は小さくない）
。

エスニックあるいは宗教的な分裂なども注目される。

このモデルはまた、伝統的な家族のあり方を維持しよ

「社会的排除」が脆弱性をもたらすと考えられるだろ

うとする。社会保険は無業の妻を排除しており、保育

う。そして、高齢者や貧困者の大多数は女性であると

サービスなどは未発達である。個人のニーズはまず家

いうように、脆弱性の諸側面を横断する次元としてジ

族が充足し、家族の能力がつきた場合にのみ国家が介

ェンダーがあることが、看過されてはならない。

入するという「補足性（subsidiarity）」の原則が強い。

それにしても、なぜ生活保障システム論なのだろう

第三の「社会民主主義的」福祉国家（北欧諸国）は、

か。それはどのようなアプローチなのか。生活の保障

高度に「脱商品化」された普遍主義的な福祉プログラ

において、家族や企業、労働組合、非営利協同などの

ムをもち、身体労働者もホワイトカラー雇用者や公務

民間の制度・慣行と、政府による税・社会保障制度や

員も、ひとつの社会保険制度に組織している。このモ

雇用維持政策、労働市場の規制などの制度・政策が、

デルはまた、家族を営むさまざまな費用を社会化し

社会により時代によって、どのように接合し、いかな

て、個人の自立能力を最大にしようとする。具体的に

る成果をもたらしているのか。このような課題は、過

は、国家が児童にたいして直接に所得を移転し（実質

去 20 年以上のあいだ、福祉レジーム論を焦点としつ

的な児童手当や奨学金）、育児や高齢者介護の責任を

つ研究されてきた。生活保障システム論の意義を浮き

ひきうけることにより、個人とくに女性が、家庭より

彫りにするために、福祉国家や福祉レジームの比較研

も仕事を選択できるようにしている。この体制は完全

究の経緯とその限界を確認することが、本稿の課題で

雇用の保障をひきうけているとともに、真に完全雇用

ある。

が達成され、なるべく多数が所得をもち社会保険料や
税を負担することに体制の存続をかけているという。
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なお、社会民主主義的体制の理想は、家族への依存

労働力が「売れない」ことによる所得喪失のリスク

ではなく、女性の経済的自立を含めて、個人が独立す

が、社会的にカバーされ、しかも権利とされているこ

るための諸能力を最大化することにあり、その意味で

とによって、労働力が純粋な商品としての地位から脱

「自由主義と社会主義の独特の融合」である。これに

すると捉えるのである。同書の「日本語版への序文」

たいして保守主義的伝統では女性の就業は抑止される

は、脱商品化について、「個人（と家族）が市場に依

のであり、自由主義的理想のもとでは、市場の神聖さ

存することなく所得を確保し消費できる」程度を示す

にくらべるとジェンダーへの配慮は二の次になってい

ものと、いいかえている［エスピン・アンデルセン

る［Esping-Andersen 1990: 28］。

2001：iv］。
他方でエスピン＝アンデルセンは、福祉国家が階級
と社会的秩序を構造化する主要な制度であると見て、

2. 脱商品化と階層化

福祉国家の組織的特徴と社会の「階層化」のあり方と

エスピン＝アンデルセンは、類型の特徴づけでは、

の関連を検討した。保守的体制は伝統的な地位関係を

このようにジェンダーや家族の側面を強調したが、実

維持しようとし、忠実な公務員には特権的な福祉を提

際の分類の指標にはジェンダーや家族を組み込まなか

供するなど、社会保険制度が「地位」によって分立し

った。すなわち、類型分けの軸となったのは、「脱商

ている。そこでこの体制は、職域によって分立してい

品化（de-commodiﬁcation）」という概念である。脱

る公的年金制度の数（「コーポラティズム」）、および

商品化の度合いを示す指数の要素は、①社会保険（年

公務員にたいする年金給付費の対 GDP 比（“Etatism”）

金、失業保険、疾病保険）の現金給付の標準的な純収

によって捉えられる。自由主義的体制は、保守主義的

入にたいする比率（所得代替率）、②その受給資格を

な階層化は一掃しようとするいっぽうで、市場が生み

えるための加入年数要件、③年金財政のうち個人負担

出す階層化には国家介入を控える。そこでこの体制

の比率、④失業保険・疾病保険のカバレッジ（労働力

は、資力調査（ミーンズ・テスト）つきの扶助が公的

人口に占める加入者の比率）および 65 歳以上人口に

社会支出（公務員給与を除く）に占める比率、医療支

占める公的年金受給者の比率、などである［Esping-

出総額に占める民間部門の比率、そして年金支出総額

Andersen 1990: 49 － 50, 54］。

に占める民間部門の比率を指標として捉えられる。

なお、「疾病保険」とは傷病によって休業する場合

最後に社会主義的体制は、「普遍主義」の度合い、

の所得補償であり、医療サービスの費用が保険給付さ

および給付の平等性を指標として捉えられる。給付の

れるという意味での健康（医療）保険ではない。疾病

平等性は、疾病・失業・年金保険の各制度にかんし

給付は、雇用されて稼得がある者の稼得が中断するこ

て、法的に可能な給付最高額にたいする基準的給付額

とを補償するのである 。指標のうち④の要素では、

の比率の平均をさす。社会主義のもう 1 つの指標であ

2

労働力人口（就業者と失業者）であって失業・疾病保

る「普遍主義」は、16 － 64 歳の労働力人口のうち疾

険を適用されない者、すなわち自営業主とその家族従

病・失業・年金各給付の受給資格者の平均比率である

業者、短時間のパートタイム雇用者、学校卒業後未就

［Esping-Andersen 1990: 73, 78］。

職者（雇用者社会保険の適用歴がない）、給付期間が

ここでも脱商品化指標の④と同様の微妙な問題があ

すぎて失業・療養し続ける者などの規模が、スコアを

る。女性が「中途半端に」労働力化するよりは、専業

左右する。女性や学生がパート・アルバイトとして労

主婦でいるほうが、普遍主義のスコアが高くなり、

働力人口に参入し、（短時間就業のために）疾病・失

「社会主義的」とみなされるのだ。

業保険が適用されないと、カバレッジは低下すること

ようするに脱商品化指標でも階層化指標でも、国家

になるだろう。公的年金受給者の比率については、自

（社会保障給付）と市場（賃金所得）の関係、および

営業の家族従業者や専業主婦の扱い（任意加入かどう

階級にかかわる不平等が重視されており、反面で家族

か）が、スコアを左右することになる。

やジェンダーを組み込まない分類といえよう。

資本主義社会では、労働者の生存が自己の労働力を
販売することにかかっているという意味で、人びとは
商品化されている。脱商品化指数が高いとは、老齢退
職や失業・傷病のために労働力が恒久的または一時的

3. 福祉国家 3 類型論への批判―内在的批判と機
能代替論

に「売れない」場合でも、相当の所得が社会保険制度

エスピン＝アンデルセンの以上のような福祉国家 3

によって補償され、かつとくに年金の費用が、本人の

類型論は、国際的に大きな影響を及ぼし、それだけに

拠出よりも政府や雇用主によって負担されることを意

また種々の批判を受けてきた。内在的には、エスピン

味する。

＝アンデルセンの分類の結果が一貫していないことが

福祉レジーム論から生活保障システム論へ
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指摘される。たとえば日本とスイスは、脱商品化序列

使われる郵便貯金、簡易生命保険積立金、公的年金の

ではフランス、ドイツといった保守的福祉国家にごく

積立金など）だけでなく、生命保険会社の資金にも注

近いとされ、福祉国家を社会の階層化のシステムとし

目した。エスピン＝アンデルセンがそうしたもろもろ

て捉えて分類する際には、自由主義的福祉国家群に位

の機能代替を見落としたことを、彼女は「社会民主バ

。日
置づけられている
［Esping-Andersen 1990: 52, 74］

イアス」と呼んでいる［Estévez-Abe 2008: 4, 41, 46］。

本とスイスの位置づけに一貫性がないばかりでなく、
日本の脱商品化評点そのものに不整合が見られる［大

井手英策はエステベス＝アベの機能代替論を援用し
つつ、財政学の立場から、日本の福祉国家のありかた

沢 1996：88］。日本の脱商品化評点については、後段

を「土建国家（Construction State）」と規定している

で紹介するスクラッグスたちの研究［Scruggs & Allan

［井手 2011］。井手によれば日本の土建国家（として

2006］によって修正されることになった。他方で、3

の福祉国家）では、社会保障なかでもとくに対人社会

類型の適合度を検証した研究からは、ベルギー、フラ

サービスが低水準であり、それを補うように高水準の

ンス、イギリス、オランダのすわりが悪いことも指摘

公共投資と低い租税負担率を組み合わせて、利益を分

された［Esping-Andersen 1999: 86-87］。そうした検証

配してきた。毎年のように減税をおこないながら高水

作業からは、3 つではなく 4 つ（以上）の類型を設定

準の公共投資を賄うことができたのは、国債の発行と

する修正提案も出された。本稿では、福祉国家の機能

財政投融資による［井手 2011：4、12 － 13］。公共投

代替を重視する議論、フェミニスト社会政策論からの

資は、農山漁村の住民に兼業先を提供することによ

批判、新しい 4 類型論 3、および 2 つの次元論を見よう。

り、事実上の低所得者対策として機能してきた。公共

福祉国家 3 類型論が社会保険給付の所得代替率やカ

事業の抑制によって雇用機会が乏しくなると、人口が

バレッジを重視するのにたいして、労働能力者の生活

大都市圏、とくに東京圏に移動することになり、地域

保障としては、再分配以上に 1 次的分配が重要である

の需要と雇用機会はいっそう低下する。縄田康光がト

という指摘が成り立つ。労働力が「売れなかった」場

レースしたように、東京・大阪・名古屋の 3 大都市圏

合に事後的に所得を移転する再分配が、不要だという

にたいする地方圏からの人口転入超過の大きさは、

のではない。しかしその前に、まずは「売れ残り」が
出ないようにし、また「売れた」場合にも不当に買い

1970 年 代 初 年 以 来、 公 的 固 定 資 本 形 成 の 規 模（ 対
GDP 比）と鮮明に逆行していた［縄田 2008：図表 8］。

叩かれたり、使い潰されたり使い捨てられたりしない

生活保障という関心からは、公的社会支出だけに視

ように保護されていれば、再分配はさほど重要ではな

野を限定するべきでないのは当然である。ただし、も

くなる。

ろもろの規制や保護策、公共事業などが公的社会支出

この観点からは、経済成長促進政策や雇用維持政策

の機能代替であるかどうかは、雇用機会や所得の格差

をつうずる十分な雇用機会の提供、最低賃金制度、労

の是正、自営業も含めた雇用の維持といった政策の意

働時間や職場の安全衛生の規制、労働組合による労働

図だけでなく、それらが機能した成果によっても判断

条件の維持向上が、着目される。それらが機能すれば

されるべきだろう。

福祉国家による再分配は小さくてすむという意味で、
労 働 市 場 政 策 が福 祉 国 家 の「 機 能 代 替（functional
equivalents）」となる［Bonoli 2003a; 三浦 2003］。三浦
まりは具体的に、性別や年齢階層別に異なる失業リス
クと所得維持のパターンを、「雇用パフォーマンス」

4. フェミニストからの批判と福祉レジーム論へ
の進化
エスピン＝アンデルセンにたいしては、フェミニス

と定義して 、福祉国家による所得保障との代替関係

トから早々に、福祉国家類型論はジェンダー中立的な

を検討している［Miura 2001］。

用語で記述や分析をおこないながら、分析概念や分析

4

さらに、J・キャンベル［Campbell 2002；キャンベ

単位が男性を起点にすることが少なくない、と批判さ

ル 2008］やマルガリータ・エステベス＝アベ［EstévezAbe 2008: 31, 35-36］の研究では、日本の第 2 次世界

れた。ジェンダー研究ではまた、世帯主／個人モデル

大戦後の社会政策ないし福祉資本主義にそくして、家

してきた。そもそも、男性が稼いで妻子を扶養し女性

族支援的な税制上の優遇措置、保護貿易や農業の保

が家事育児を担うという想定が、第 2 次世界大戦の直

護、価格補助、公共事業、起業にたいする行政的障壁

後には欧米諸国のいずれでも強かったとしても、福祉

のような競争抑制的な規制などが、公的社会支出の

国家の制度設計がジェンダー視点から見て一様だった

「機能代替」としてとりあげられている。とくにエス

わけではないことも明らかにされた。たとえばスウェ

テベス＝アベは、日本政府が福祉機能の代替のために

ーデンの制度では当初から「男性稼ぎ主」規範の刻印

動員した資金（「福祉基金」）として、財政投融資（に

が薄く、早くも 1970 年代にはそれを払拭したとされ
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や earner/care-giver モデルなどの独自の類型論が発達

る［Sainsbury 1996: chap. 3］。
これをうけてエスピン＝アンデルセン自身が、福祉
国家という枠組みでは狭いと考え、『ポスト工業化経

家族向けサービス（保健医療を除く）にかんする公的
支出の対 GNP 比、②家族手当と税控除の総合的価値、
③ 3 歳未満児童にたいする公的保育のカバレッジ、④

済の社会的基盤』（1999 年）において、ジェンダー視

65 歳以上高齢者にたいするホームヘルプ・サービス

点も取り入れて、自説を「福祉レジーム」論に進化さ

の カ バ レ ッ ジ、 で あ る［Esping-Andersen 1999：51,

。実際、
「福祉国家」とい
せた
［Esping-Andersen 1999］

61］。なお、保守主義レジームの特徴は、この福祉国

う枠組みでは、家族、企業、労働組合、非営利協同組

家の脱家族主義化が有意にマイナスである面にも見出

織などの民間の制度・慣行を視野に入れにくい。

されるとされた。

そこで福祉レジーム論では、福祉供給において国

他方で、市場を通ずる脱家族主義化の指標は、さほ

家・市場・家族の 3 者がどのような比重を占めるかが、

ど明確でない。エスピン＝アンデルセンによれば、3

その 3 者が構成する福祉レジームの制度構造を決め

歳以下の幼児を対象にした民間（半民間）のデイ・ケ

る、という考え方が明確にされた。社会民主主義（ス

アの価格については、いくつかの国のデータがある

カンジナビア）レジームでは、政府（狭義の福祉国

が、その他の民間福祉サービスの価格については比較

家）が福祉供給に大きな比重を占め、自由主義（アン

データがほとんどない。そこで彼は、民間の幼児デ

グロサクソン）レジームでは市場（企業）に福利厚

イ・ケアの費用を検討している。それは、アメリカで

生・職業訓練などの機能が内部化されている。保守主

はいちじるしく安く、ヨーロッパでは非常に高いとい

義（大陸ヨーロッパ）レジームでは家族の比重が大き

う。アメリカで安価な理由は、低賃金労働者の大きな

くて政府は家族機能を支えているとして、｢家族主義

プールがあり、低賃金の保育サービス労働の供給が豊

的｣ とも呼ばれる。福祉レジーム論は福祉国家類型論
の再構成であり、やはり 1980 年前後の実態にそくし

富なためであるという［Esping-Andersen 1999：6364］。さらに、民間デイ・ケアの費用負担を緩和する

て設定されている［Esping-Andersen 1999: chap. 5］。

ような政府の助成（児童給付や税控除）、そして妻の

しかし、「福祉レジーム」なら十分かというと、エ

就業にたいする阻害要因、すなわち妻の稼得にたいす

スピン＝アンデルセンの福祉レジーム論でも、福祉国

る限界税率や妻の就業がもたらす社会保障給付のカッ

家類型論と同様に、社会保険制度のカバレッジや給付

ト の 割 合 も 検 討 し て い る［Esping-Andersen 1999：

水準という国家福祉が、事実上、タイプを分ける指標

64-67］。

になっている。ただしそこでは、脱商品化指標よりも

しかし、児童給付や税控除は、福祉国家を通ずる脱

階層化指標が重用されている。すなわちロジスティッ

家族主義化の指標の②と重なり、妻の就業の阻害要因

ク・オッズ比を計測することで、自由主義レジームの

として検討されるのも福祉国家の特徴である。

特徴は、資力調査つき社会扶助が社会的支出に占める

ここで注意しておきたいのは、エスピン＝アンデル

比率（1990 年代初期）と私的年金が年金全体に占め
義レジームの特徴は上記の意味の「普遍主義」にある

センの「家族主義（familialism）」を「家族擁護（profamily）」と同一視してはならず、したがって「脱家
族主義化」は「家族敵視（anti-family）」の政策では

る比率（1980 年代）にあるとした。社会（民主）主
とされ、保守主義レジームの特徴は上記の意味の「コ

ない、という点だ。いわく、家族主義は、「世帯こそ

ーポラティズム」にあるとされた［Esping-Andersen

がそのメンバーの福祉に主要な責任を負うべきである

1999: chap. 5］。

と想定する、というより固執するようなシステムであ

たしかに福祉レジーム論では、ジェンダー視点から

る」。エスピン＝アンデルセンは次のようにも念を押

の 批 判 を 受 け 入 れ て、 新 た に「 脱 家 族 主 義 化（defamilialization）」概念が導入された。脱家族主義化は、

している。「積極的な家族政策が非常に未発達なのは、

家族メンバーの福祉やケアにかんする家族の責任が、

ムにおいてである［Esping-Andersen 1999: 51］。

福祉国家からの給付ないしは市場からの供給によって

イタリアやスペインのように最も家族主義的なレジー
ともあれ、脱家族主義化の指標でも、家族向けの公

緩和される度合い、あるいは社会政策（または市場）

的支出の大きさと社会サービスのカバレッジ、税制を

が女性にたいして自律性を与える度合いを示す。この

通ずる所得移転など、国家福祉が軸になっている。そ

場合の「自律性」は、労働力として商品化されるうえ

うして国家福祉が基軸とされるのは、｢福祉｣ を公的

での自律性、もしくは独立した世帯を営むための自律

な現金給付や財・サービスの給付と事実上同一視する

性をさす。

ためと考えられる。そのため「福祉レジーム」概念で

定義から明らかなように、脱家族主義化には、福祉
国家を通ずるルートと市場を通ずるルートがあること

も、国家福祉が未発達な時代や社会、国家福祉の比重
や役割が低下する時代や社会は視野に入りにくい。

になる。福祉国家を通ずる脱家族主義化の指標は、①

福祉レジーム論から生活保障システム論へ
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5. あらためて 4 つの世界？
上にふれたように、福祉レジームの類型は、3 つで

たどった。宮本があげる諸点は、それらのうち、保守
主義レジームの動向と位置づけられている。実際、

1980 年頃までの西ドイツでは日本よりも失業率が低

はなく 4 つ（以上）になるはずだという批判が、しば

く、女性の労働力率も日本より顕著に低くはなかった

しばおこなわれてきた。そうした類型の修正案のう

（1990 年代初めには、50 歳までの年齢層ではドイツの

ち、1990 年代半ばまでに提起された批判には、エス

女性労働力率が日本より高い）［佐々木 2010；内閣府

ピン＝アンデルセン自身が『ポスト工業化経済の社会

経 済 社 会 総 合 研 究 所 編 2005； 図 表 3 － 3、3 － 5］。

的基盤』（1999 年）で反論し（第 5 章）、3 類型を維持

1990 年の東西ドイツ統一以後は、労働市場の状況も

している［大沢 2007：47 － 50］。それが 2000 年以降

雇用政策も異なる位相にあると考えられる。そうした

になって、脱商品化や社会の階層化、脱家族主義化な

近年の状況から、宮本がドイツの雇用レジームを特徴

どの指標が再検討され、並行して新たな 4 類型論とと

づけることは、どこまで妥当だろうか。

もに、2 つの次元論も提起されてきた。以下では、そ
れらを見ていこう。
まず宮本太郎の 4 類型論である。宮本は、日本では

宮本の問題意識は、福祉国家の規模や雇用保障のあ
り方を重視する場合、日本とドイツを同じグループに
くくることが適切かというものであり、この点はたし

最も早くにエスピン＝アンデルセンの業績に言及した

かに重要である。しかし、上記の 4 類型論はいまだ発

比較政治および福祉政治の論客であり、近年では「生

想にとどまっている。自由主義・社会民主主義のレジ

活保障」論を展開している。宮本の生活保障論は、社

ームにくらべて、保守主義レジームではグループ内の

会保障（社会保険・公的扶助・社会サービス）と雇用

分散が大きいことは、エスピン＝アンデルセン自身に

保障（雇用の創出・拡大を実現する諸政策）を 2 つの

よっても、その後の研究でも、認められている［大沢

柱と位置づける［宮本 2008：2 － 3］。

2007：49；Mandel 2009］。

宮本の最近の論文によれば、エスピン＝アンデルセ

最近提案されたもう一つの 4 類型論は、新川敏光に

ンの 3 類型において日本を位置づけることが困難であ

よる。新川も比較政治や比較福祉レジームの有力な論

った理由は、「福祉レジーム」の類型のみを基準とし

客であり、国際共同研究を精力的におこなってきた。

たことにある。福祉レジームに「雇用レジーム」を組

今回の 4 類型論は、エスピン＝アンデルセンの脱商品

み合わせれば、一貫した説明ができるという［宮本

化指標と「脱家族化」指標を、縦横に組み合わせるも

2011：196］。すなわち、フェミニスト社会政策研究

のである。保守主義レジームでは、脱商品化指標は高

の「男性稼ぎ主モデル」と「個人モデル」をとり入れ

いが「脱家族化」指標が低いのにたいして、南欧や日

て、福祉レジームの両極とし、雇用レジームでは、

本では両指標とも低いとして、第 4 類型の「家族主義

「完全雇用への政府の関与」の強弱で識別する。福祉

レジーム」と位置づけている［新川 2011：15 － 17］。

レジームを水平軸、雇用レジームを垂直軸として 4 つ

エスピン＝アンデルセン自身が家族主義的な諸国と

の象限を設定すれば、日本は第 1 象限の「男性雇用志

分類したのは、オーストリア、ドイツ、イタリア、日

向型」、スウェーデンは第 2 象限の「両立支援型」、ア

本、オランダ、ポルトガル、スペインであり、ベルギ

、ドイツは第 4 象限
メリカは第 3 象限の「市場志向型」

ーとフランスが以上の諸国に準ずるとしている。そし

の「一般家族支援型」、と位置づけられる。この 4 類

て、ドイツとイタリアを保守主義の典型例とし、その

型によって、福祉国家の規模や雇用保障のあり方にお

脱商品化指標は「稼ぎ手（breadwinner）」にとって

ける日本と大陸ヨーロッパ諸国との相違も、適切に反

「高度」ではあるが、社会民主主義レジームにおける

映できる、というのである［宮本 2011：197 － 200］。

ように「最大限」ではないと位置づけている［Esping-

く、男性中核労働者に早期退職を奨励しながら労働力

Andersen 1999: 85］。エスピン＝アンデルセンの脱商
品 化 指 標 で は、 イ タ リ ア と 日 本 は そ れ ぞ れ 24.1 と
27.3 で、 フ ラ ン ス（27.5）、 ド イ ツ（27.7）、 ス イ ス
（29.8）などに続く中位のグループに入り、その指標

の世代交代を図ったこと、にあるようだ［宮本 2011：

が低いアングロサクソン諸国とは区別されるからだ。

ドイツの雇用レジームについて、「完全雇用への政
府の関与」が弱いと宮本が特徴づける根拠は、若年層
を中心に失業率が高かったこと、女性労働力率は低

198 － 199］。
ちなみに、宮本がドイツの雇用レジームの特徴とし
てあげる諸点を、エスピン＝アンデルセン自身はどう

6. 問い直されるエスピン＝アンデルセンの指標

見ていただろうか。エスピン＝アンデルセンによれ

ここで問題になるのが、先に触れた脱商品化指標の

ば、各福祉レジームは、1980 年代から 1990 年代にか

正確さである。この点の本格的な問題提起は、コネチ

けてポスト工業化に適応してそれぞれの「ルート」を

カット大学の L・スクラッグスたちによって、2006
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年に発表された［Scruggs ＆ Allan 2006］。エスピン＝

点が高いが［Scruggs & Allan 2006: 68-69］、それ以下

アンデルセンが『福祉資本主義の 3 つの世界』で脱商

の諸国については、統合評点が高い（低い）からとい

品化指標を算出するために用いたデータは、彼自身を

って、エスピン＝アンデルセンが定義した意味での

含む研究者グループがストックホルムのスウェーデン

「脱商品化」度が高い（低い）とはいいにくい。

社会調査センターで構築したものであり、「SSIB デー

なおスクラッグスとアランは社会の階層化指標につ

タファイル」として引用されている［Esping-Andersen

いても検証し、こちらでは 1980 年時点のみならず

1990: Table 2-1, 2-2］。しかし、このデータファイル

2002 年 時 点 の 結 果 も 示 し て い る［Scruggs & Allan
2008］。エスピン＝アンデルセンの『福祉資本主義の
3 つの世界』では、検討された 18 か国のうち 15 か国
までが、保守主義、自由主義、社会主義の 3 つの次元
のうち 1 つでのみ高スコアであり、緊密なクラスター
を作っていると思われた（例外の 3 か国は、アイルラ

が公開されていないため、スクラッグスたちは、エス
ピン＝アンデルセンの方法に極力忠実に従いつつ、み
ずから 1971 － 2002 年のデータを構築し、「比較福祉
受 給 資 格 デ ー タ セ ッ ト（Comparative Welfare

Entitlement Dataset）」 と し て ウ ェ ブ 上 に 公 開 し た
（http://sp.uconn.edu/~scruggs/welproj.htm）。2006 年の
論文では 1980 年時点の指標について論じている 。
5

ンド、ニュージーランド、イギリス）。
ところが、スラッグスとアランが指標を再構成して

まず、脱商品化指標を構成する 3 つの社会保険制度

分析した結果、1980 代初年でも 2002 年頃でも、18 か

の個々にエスピン＝アンデルセンが与えた評点が正し

国の 3 分の 1 にあたる 6 か国を明確に分類できないこ

いとすると、日本では失業 5.0、疾病 6.8、年金 10.5

とになった（両時点で同一の 6 か国ではない）。たと

で合計は 22.3 となり、（統合）脱商品化度として表示

えばカナダとデンマークは、自由主義でも社会主義で

された 27.3 は、明らかに単純な記入ミスである。し

も高スコアとなった（カナダはエスピン＝アンデルセ

かし、エスピン＝アンデルセンの方法にしたがって 3

ンのスコアでは中位）。イギリスは自由主義で中位の

制度の評点を構成しなおすと（「模写」）、それぞれ失

スコアであり社会主義で最高のスコアとなった（エス

業 4.5、疾病 6.2、年金 9.4 で、合計は 20.0 となる。ア

ピン＝アンデルセンのスコアでは社会主義で中位）。

メリカの 14.4、オーストラリアの 16.0 についで低い

ニュージーランド、アイルランド、ノルウェー、ベル

評点である。イタリアも 24.1 ではなく 21.9 となり、

ギーは 3 つのレジームのいずれでも高スコアをあげて

日本についで低い。さらに、エスピン＝アンデルセン

いない。他に目立つのは、エスピン＝アンデルセンに

の意図に従って各国の各制度を解釈しなおし、「給付

よれば社会主義のスコアが高かったフィンランドとノ

の手厚さ」指標を構築すると、アメリカやオーストラ

ルウェーが中位または低いことになり、低かった諸国

リアの評点は「模写」の結果より高く、日本では変わ

（オーストリア、フランス、アイルランド）が中位に

らず、イタリアやアイルランドの「給付の手厚さ」指

位置づけなおされたことである。

標は「模写」の結果より低くなる。その結果、日本は

1980 年から 2002 年にかけての興味深い変化は、保

アメリカについで 2 番目に低く、それにオーストラリ

守主義の次元でスコアが高い国が減り、社会主義の次

ア、 イ タ リ ア、 ア イ ル ラ ン ド、 イ ギ リ ス が つ づ く

元で高スコアの国が増えたことである。自由主義の次

［Scruggs & Allan 2006］。

1980 年の日本とイタリアが「給付の手厚さ」指標
において最低のグループに属するというのは、新川の

元では、低スコアのグループからオランダとノルウェ
ー が 中 位 の ス コ ア の グ ル ー プ へ と 移 っ て い る。
［Scruggs & Allan 2008］。

新しい 4 類型論と整合的な結果かもしれない。しかし、
スクラッグスたちがここから引きだす結論は、脱商品
化指標がレジームを分類する要素としては弱い、とい
う点である。同時に、3 制度の評点の相互の相関が高

7. 類型でなく 2 つの次元？―進歩的自由主義と
伝統的保守主義

くないことも注意される［Scruggs & Allan 2006: 68-

次にスクラッグスがポンチュソンとともに取り組ん

69］。アメリカでは年金給付と失業給付は平均程度だ

だ の は、 主 成 分 分 析 だ っ た［Scruggs & Pontusson

が、疾病給付が評点ゼロであるために、統合評点が最
低となる。日本とイタリアでは、年金給付の手厚さは

2008］。これはヒックスとケンワージーの 2003 年の
論文［Hicks & Kenworthy 2003］の方法にならいつつ、

平均以下とはいえドイツより高いが、疾病給付が厚く

データを入れ替えたものである。

なく、失業給付が端的に薄いために、統合評点が低く

ヒックスとケンワージーは、エスピン＝アンデルセ

なる。ドイツでは年金給付は平均より薄いが、失業給

ンの社会の階層化指標をはじめとする指標を主成分分

付は平均以上、疾病給付はトップクラスの手厚さであ

析し、3 つのレジームならぬ 2 つの次元を見出した。2

る。統合評点が 30 を越える高得点国は 3 制度とも評

つの次元とは、第一に「進歩的自由主義（progressive

福祉レジーム論から生活保障システム論へ
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liberalism）」の次元、第二は「伝統的保守主義」の次

である）。

元である。第一の進歩的自由主義の次元は、エスピン

ヒックスとケンワージーはさらに、回帰分析を通じ

＝アンデルセンの社会主義的体制の特徴と自由主義的

て、いくつかの「社会的成果」が国によって異なるこ

体制の特徴を両極とする単一の次元である。そのうち

とが、上記の 2 つの次元によって相当に説明できると

社会主義の極の特徴は、「普遍主義」（16 － 64 歳の労

主張した。社会的成果とは、所得不平等の削減、貧困

働力人口のうち疾病・失業・年金各給付の受給資格者

削減、15 － 64 歳の雇用率とその増加、そして労働市

の平均比率）と「給付の平等性」（疾病・失業・年金

場での男女平等（20 － 59 歳人口の稼得に占める女性

保険の各制度にかんして、法的に可能な給付最高額に

の稼得の比率、労働力人口の女性比率）である［Hicks

たいする基準的給付額の比率の平均）だけではない。

& Kenworthy 2003］。

積極的労働市場政策、政府による雇用およびジェンダ
ー平等化的な家族政策も、この極を特徴づけている。
いっぽう第二の伝統的保守主義の次元は、エスピン＝
アンデルセンの保守主義的体制の特徴と重なるが、よ

8. 類型でなく 2 つの次元？―国家／自由主義と
平等主義

り広いという。広いというのは、エスピン＝アンデル

ヒックスとケンワージーのこうした分析にたいし

センのコーポラティズムとエタティズムに加えて、失

て、スクラッグスとポンチュソンは、ヒックスたちが

業給付が手厚く長期間にわたること、雇用主にとって

エスピン＝アンデルセンの階層化指標をそのまま使っ

社会保険料負担が重いこと、そして労働組合の団体交

たことを批判し、自らが構築した指標で再分析する。

渉のカバレッジが政府によって拡張されていること、

また、福祉国家の諸次元にたいする追加的なデータと

という特徴を見ているからである（前 2 者は脱商品化

して、OECD が着目した「雇用保護立法」を「国家

指標の要素でもある）。

労働主義」にくわえた。そのいっぽうで回帰分析のデ

エスピン＝アンデルセンの社会の階層化指標にヒッ
クスとケンワージーがくわえた指標群は、より詳しく
は以下の 4 つである。すなわち、積極的労働市場政策
への支出の対 GDP 比、労働年齢人口に占める公共部
門雇用のシェア、
「国家労働主義（State Labourism）」、

ータから労働市場の男女平等を除いている。また、家
族政策としては「家族労働参加政策」のみを用いた
［Scruggs & Pontusson 2008: 20-21］。
家族労働参加政策は、上述のように家族休業および
出産休業制度の手厚さ、公的な保育補助と保育提供の

「家族政策測定（family policy measures）」。うち、「国

手厚さ、老齢退職政策の柔軟性からなる。エスピン＝

家労働主義」には長期と短期があるが、要素は、
「雇用

アンデルセンの福祉国家の脱家族主義化の指標と対比

の硬直性」（生産労働者の平均賃金にたいする失業補

すると、家族向けサービスの公的支出の対 GDP 比、3

償給付の比率、および最低賃金の比率）、労働組合協

歳未満児にたいする公的保育のカバレッジ、および高

約の国家による拡張（団体協約適用率から労働組合組

齢者にたいするホームヘルプ・サービスのカバレッジ

、失
織率を引いたもの）
、社会保険料負担（対 GDP 比）

を含んでいない。そのため、スクラッグスたちの家族

業給付の継続年数である。また、「家族政策測定」の

（労働参加）政策の強さを「脱家族主義化」と重ねる

要素は、家族給付（家族給付や税制の税額控除・所得

ことはできない。政策が共稼ぎ支援（による脱家族主

控除の価値の平均産業賃金にたいする比率）、児童給

義化）を志向しているかどうかを識別するうえで、3

付（典型的なカップルの所得にたいする家族給付と税

歳未満児の保育サービスのカバレッジが肝要であるこ

控除の合計の比率）、公的保育の適用率（公的な保育

とは、W・コルピによる福祉国家の類型論でも確認さ

、家族労働参加政策（家族
を受ける 3 歳未満児の比率）

れ た［Korpi

休業および出産休業制度の手厚さ、公的な保育補助と

トルック』で提示した「仕事と家庭の調和政策」の要

2000］。OECD が 2001 年 の『 雇 用 ア ウ

保育提供の手厚さ、老齢退職政策の柔軟性）、である。

約指標でも、3 歳未満児と 3 歳以上とで保育サービス

これらの指標のうち、公共部門雇用のシェアはエス

を受ける比率を分けているだけでなく、30 － 34 歳の

ピン＝アンデルセンのエタティズム（公務員への年金

女性の就業率との相関係数をとっており、3 歳未満で

給付費の対 GDP 比）と重なり、「国家労働主義」のう

は 0.59 にたいして 3 歳以上では 0.2 にすぎなかった

ち失業給付の賃金代替率や継続期間などは、エスピン

［OECD 2001: Table 4-9］。

＝アンデルセンの脱商品化指標の要素である。また家

スクラッグスたちは、回帰分析のデータから労働市

族政策測定は、脱家族主義化と相当に重なる（異なる

場の男女平等を除き、保育サービスのカバレッジにか

のは、家族・出産休業制度を含む点、および家族向け

んして 3 歳未満児にとくに注目しなかった。これらが

サービスの公的支出の対 GDP 比と高齢者にたいする

意味するのは、フェミニスト社会政策研究者が批判的

ホームヘルプ・サービスのカバレッジを含まない点、

に提起し、エスピン＝アンデルセンが受け入れた肝心
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の点を、スクラッグスたちが無視している、というこ

主義」的かもしれないが、専業主婦が多いことを平等

とだろう。だが、たとえば一般にひとり親世帯の相対

主義的と表現できるだろうか。

的貧困率が高いとしても、ひとり親世帯の状況には国
によって大きな差があることは、OECD の報告書など
によって 2000 年代半ばには広く知られるようになっ
た。スクラッグスたちが、貧困削減という「社会的成
果」に着目しながら、その際に欠かせないはずのジェ
ンダー視点がこれほど薄弱というのは、驚きである。

Ⅲ . 福祉レジーム論に欠落するもの
1. 社会的経済ないしサードセクターの不在

ともあれスクラッグスたちは分析の結果、1980 年

次に、エスピン＝アンデルセンの類型論に欠落する

と 2002 年に共通する 2 つの次元を見出した。1 つはエ

要素を 2 つ見ておこう。すなわち、第一に、そこでは

スピン＝アンデルセンの意味で―しかしスクラッグス

「社会的経済」ないし「サードセクター」が位置づけ

たちの評点で―、自由主義と保守主義を両極とする次

られていない。第二に住宅保障という側面が看過され

元であり、保守主義の強さが国家労働主義および家族

ている。ちなみに、第 2 次世界大戦後のイギリス福祉

労働参加政策の強さと対応する（スクラッグスたちは

国家にむけて青写真を提供したベヴァリッジ・プラン

国家／自由主義の次元と呼びかえる）。もう 1 つは、

は、 社 会 政 策 の 5 大 課 題 の 一 つ に「 陋 隘（Squalor」

やはりエスピン＝アンデルセンの意味の社会主義の強

（環境混乱）をあげていた。そして社会保険を主要な

弱の次元であり、社会主義の強さが積極的労働市場政

方法とする社会保障の設計においては、家賃負担の多

策への支出および政府雇用の大きさと対応する（スク

様性の問題として、住宅保障を意識していた。

ラッグスたちは平等主義と呼びかえる）。2 つの次元

「社会的経済（ソーシャル・エコノミー）」ないし

を縦横に組み合わせた図も示されているが、クラスタ

「サードセクター」とは、協同組合・共済組合・アソ

ーを見出すわけではなく、4 類型論には与していない。

シエーションのさまざまな経済活動を包含する。ヨー

なお、1980 年の日本は第一の国家／自由主義の次元

ロッパにおけるサードセクター研究のリーダーである

では中ほどよりやや下に、第二の平等主義の次元では

ボルザガとドゥフルニや、エヴァースとラヴィルによ

最下位に位置づけられる。同年のイタリアは、第一の

れば、社会的経済の原則は、目的が（利潤よりも）メ

次元ではフランス、ベルギーについで高く（国家主義

ンバーやコミュニティへの貢献にあること、管理の自

的）、第二の次元では日本、アメリカについで低い。

立性、意思決定過程の民主制、所得分配において（資

以上の 2 次元論にたいする最大の疑問は、普遍主義

本よりも）人間と労働が優越することである、という

ないし平等主義の要素の意義である。行論で留意して

［ ボ ル ザ ガ と ド ゥ フ ル ニ 2004：7 － 12；Evers &

きたように、エスピン＝アンデルセンの意味の社会主

Laville 2004: 13］。

義は、給付の平等性と普遍主義で捉えられる。前者の

社会的経済の諸原則のうち、とくに民主的な意思決

給付の平等性は、疾病・失業・年金保険の各制度にか

定や所得分配の優先順位は、株式会社との差異を意味

んして、法的に可能な給付最高額にたいする基準的給

する。営利組織の代表格というべき株式会社では、株

付額の比率の平均をさし、給付最高額が高くないほう

主総会の議決権は株主が保有する株券の量に比例し、

が「平等主義」のスコアが高くなる。たとえば保険料

配当も当然に株券の量に応じる。組織の目的はより高

の拠出インセンティブを高めるために、拠出および給

い利潤・配当をあげること、株価を高めることにあ

付の上限を引き上げて所得比例制を高め、社会保障給

る。これにたいして、たとえば協同組合の意思決定で

付も含めて所得に総合課税する、というような社会保

は組合員 1 人が 1 票をもち、割戻しも出資金額よりも

障と税制をミックスした政策手段をとるとしよう。社

利用高による。

会保障制度だけで給付最高額を抑制する政策手段とく

社会的経済の研究では、ジョンズ・ホプキンス大学

らべて、結果的な可処分所得の平等性は同じでも、社

のサラモンたちがリードする NPO セクター比較プロ

会保障・税ミックスの場合には、「平等主義」的では

ジェクトが先駆的だった
［Salamon & Anheier 1998；

ないことになる。この論法の説得力は強いだろうか。

Salamon, Sokolowski & Anheier 2000］。サラモンらは
当初は約 7 か国、ついで 22 か国を対象として、エス
ピン＝アンデルセンの 3 類型にのっとりながらも、福
祉レジームと NPO セクターの関連を 4 類型に分類し
た。分類の 1 つの軸は、政府の福祉支出の規模（対
GDP 比）であり、他方の軸は NPO セクターの規模
（ボランティアを除く NPO セクター就業者が労働力全

また後者の普遍主義は、16 － 64 歳の労働力人口の
うち疾病・失業・年金各給付の受給資格者の平均比率
である。労働力人口が分母なので、全日制の高等教育
への進学率が高い場合や、女性が「中途半端に」労働
力化せず専業主婦でいると、分母が小さくなって普遍
主義のスコアが高くなる 6。高等教育の普及は「平等

福祉レジーム論から生活保障システム論へ
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体に占める比率）である。その結果は 4 種類で、第一

平等が公式の目標とされている。第二は、自由主義的

に、政府福祉支出が低く NPO セクター規模が大きい

なイギリスと「二重システム」の南欧諸国からなり、

「自由主義」（アメリカ、イギリス）、第二に、政府福

財やサービスの供給者としてのサードセクターの役割

祉支出が高く NPO セクター規模が小さい「社会民主

は限られている。第三はコーポラティストの大陸西欧

主義」（スウェーデン、イタリア）、第三に両指標とも

諸国で、サードセクターは社会サービスの供給者とし

高い「コーポラティスト」（ドイツ、フランス）、第四

て重要な役割を担い、政府は資金提供と事業者の認可

に両指標とも低い「国家主義」（日本）である。

や規制をおこなう［Evers & Laville 2004: 27-28］。

しかし、同プロジェクトには、協同組合や共済組合

ヨーロッパでのこうした類型化は、日本はじめアジ

を NPO セクターに含めないという重大な限定がある。

ア諸国を含めていない。ちなみに、ボルザガとドゥフ

利潤を分配しない組織だけを「非営利（non-proﬁt）」

ルニによる大著の社会的企業論でも、その日本語訳者

とみなすというアメリカの基準が適用されたため、

の解題が述べるように、ジェンダーの次元を組み込む

「NPO セクター」に協同組合や共済組合が含まれない
のである。これにたいしてヨーロッパでは、協同組合

ことは今後の課題となっていた［ボルザガとドゥフル
ニ 2004：526］。

や共済組合が社会的経済の中心である点、それらが利
益を上げることを事業目的とせず、かつ利益の分配に
制約がある点を重視して、これを「非営利（not-for-

proﬁt）」と考える。

2. 社会政策の限界領域としての住宅
武川正吾は住宅を、「福祉国家における社会政策の

エスピン＝アンデルセンは、福祉レジーム論を提起

限界領域」であると位置づけた。限界領域とは、地域

した著書『ポスト工業化経済の社会的基盤』
（1999 年）

によって扱われ方が大きく異なり、同じ国でも時代に

の第 3 章の注 3 では、サードセクターの重要性を認め

より政策変化の幅が大きい、という意味で使われ、

ている。すなわち、国家、市場、家族という福祉レジ

「 多 様 性 」 と も 表 現 さ れ て い る［ 武 川 1999：226 －

ームの「3 極構造（triad）」にたいして、「福祉供給に

227］。年金などの社会保険制度では、給付の従前所

おけるボランタリーないし非営利的なサードセクター

得代替率やカバレッジといった比較的単純な少数の指

を 加 え る べ き で あ る 」 と 述 べ る［Esping-Andersen

標で、スコアをつけやすいのにくらべて、多様な住宅

1999: 35］。そして、国際比較が稀であることが体系

政策は複雑な構成をもつことになる。武川はそれを以

的な検討を妨げているとことわりつつ、サラモンたち

下のように整理した。①居住空間の生産にかんする国

の 著作［Salamon & Anheier 1996］を 引 用 し た。 しか

家介入（都市・農村計画などの有無や詳細さ、開発許

し、エスピン＝アンデルセンの著書の全体として、3

認可の強さなど）、②住宅基準の策定とその強制、③

極構造にサードセクターが加えられているとは読み取

住宅の取得を促進する持家政策（利子非課税や税額控

れない。

除などの税制、金利の規制、公的融資機関の設置や信

ドゥフルニによれば、「サードセクター」という概

用補完など）、④賃貸住宅政策（家賃統制、借家権の

念が、利潤を第一の目的とせず公的セクターに属さな

保護、民間賃貸住宅の建設にたいする助成、公的賃貸

い組織のすべてを包含する意味で、明確に登場し始め

住宅の供給、借家人にたいする住宅給付）、そして⑤

たのは、1970 年代半ばだった［ボルザガとドゥフルニ

スラム除去と住宅困窮者への住宅提供、である［武川

2004：4］。サラモンたちのジョンズ・ホプキンス大

1999：227 － 233］。

学プロジェクトとして国際比較研究が始まったのは

住宅保障は、政策分野として、国土計画、交通、土

90 年代初めである。以下に述べるように、従来の福

木建築、金融政策、税制、財政政策、給付制度などに

祉国家が行き詰まった、ないしは機能不全に陥ったと

わたり、複数の省庁にまたがることになる。関連する

意識されるようになって、非営利協同組織が「再発

統計を集めるだけでも、容易な作業ではない。EU の

見」されたという関連もある。エスピン＝アンデルセ

社会的排除の共通目標と指標にも、住宅の保障そのも

ンの福祉レジーム論は、福祉資本主義の制度化がいわ

のは含まれていない 7。

ば頂点に達した 1980 年前後の状況を前提としており、
サードセクターの重要性を意識はしても、それを 3 極
構造に取り込むことは容易ではなかったと考えられる。
サラモンたちの 4 類型にたいして、ヨーロッパの研

3. 住宅保障の類型論―脱商品化概念の再生？
福祉レジーム論は住宅保障を扱わなかったが、住宅

究プロジェクトでは 3 類型が提案された。すなわち、

研究者たちはエスピン＝アンデルセンの福祉レジーム

第一は普遍主義ないし社会民主主義的な北欧諸国であ

論を援用してきた。バーローとダンカン［Barlow &

り、社会サービスの分野は政府の責任で、ジェンダー

Duncan 1994］や ク ル ツ と ブ ロ ス フ ェ ル ド［Kurz &
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Blossfeld 2004］による住宅保障や住宅の保有形態の類

ことさす。他方で統合的とは、民間賃貸住宅にも各種

型化である。クルツとブロスフェルドの場合は、住宅

の政府援助や規制がおこなわれるため、公的賃貸との

取得と社会階層の関係に主要な関心があり、自由主

法的・制度的な区別が最小化されている状態をいう。

義、保守主義、社会民主主義の 3 つに「南欧」という

住宅の脱商品化の程度が高い社会では、賃貸でも持家

レジームをくわえて、福祉レジームと住宅の供給ない

と遜色のない良質な住宅を確保できるため、持家率が

し保有形態には次のような関連があると整理している。

高くならない。その典型は、ドイツ、デンマーク、ス

すなわち、自由主義レジームでは持家が最優先さ

ウェーデンであるという。二元的住宅システムをもち、

れ、政府住宅（公営住宅）の供給は低所得者に限定し

持ち家率が高いのは、イングランド、アイルランド、

た必要最小限にとどめられる。民間賃貸住宅の借家人

アメリカであるという［佐藤岩夫 2009：121 － 4］。

を保護するような住宅賃貸契約の規制は、おこなわれ

ところで、生活空間計画を専門とする平山洋介は、

ない。社会民主主義レジームでは、持家、民間賃貸、

雇用主による給与住宅（社宅・官舎など）を、賃貸住

公共賃貸、コーポラティブ住宅を含めて、多様な保有

宅市場の外側にある低家賃の「非市場住宅」と位置づ

形態の住宅を横断して政府の積極的な介入（助成と規

け、日本ではそれが公的賃貸ストックの低さを補って

制）がおこなわれる。保守主義レジームでは、民間と

いたと見る［平山 2012: 227］。佐藤の場合には、社宅

公共の賃貸にたいする政府の関与が自由主義レジーム

という住宅の保障が特定の雇用主に雇用されているこ

より大きく、住宅供給における家族の役割が大きい。

とを条件とし、その意味で労働市場に依存しているこ

最後に南欧レジームでは、住宅供給における家族（拡

とに着目し、社宅の提供が住宅の脱商品化の程度を大

大家族）の役割が圧倒的に大きく、家族の金銭的支援

きくする要素とは考えないのである。

を受けた持家の取得と民間賃貸が主な保有形態となる
［Kurz & Blossfeld 2004：9 － 12］。

引用した佐藤の整理は、事実上、「市場」か「政府」
かという二分法に傾いているが、「家族」が破格の役

佐藤岩夫は法社会学の立場から住宅保障を比較研究

割を示すと思われる南欧諸国を含めれば、特徴づけは

しており、クルツとブロスフェルドの以上の類型論に

異なってくる 8。クララ・マルダーがまとめた 1990 年

たいして、2 つの点を批判している。第一に、住宅選

代中心の統計によれば、スペイン、イタリア、ギリシ

択が保有形態に中立的な構造になっているかどうかに

アでは持家率（コーオペラティブ所有を含む）が 75

かんするメカニズムが、十分に解明されていない点、

％以上であり、アングロサクソン諸国以上に高い。そ

第二に、エスピン＝アンデルセンの類型論を「無反省

して、18 － 34 歳の女性のうち親の住居に同居するも

に前提」とするためか、保守主義を独立の類型とする

のの比率は、デンマーク、イギリス、オランダでは

意義が薄いといった弱点をもつこと、である［佐藤岩

20 ％に届かず、ドイツとフランスでは 20 ％台の前半
であるのにたいして、スペインとイタリアでは 50 ％
前後である（ギリシアは 29％）［Mulder 2006: 287］。
佐藤が紹介するように、日本の 1990 年代の持家率
は 60％程度で、アングロサクソン諸国よりも低い［佐
藤岩夫 2009：123］。いっぽう出生動向基本調査によ
れば、39 歳までの未婚の女性で、親と同居する者の
割合は 70% を超えている。

夫 2009:120］。保有形態に中立的な住宅選択が可能で
あるとは、賃貸住宅が持家と並ぶ対等な選択肢となる
という意味である。
佐藤自身はエスピン＝アンデルセンの「脱商品化」
の視点をいかすことを提唱する。住宅の脱商品化の程
度を、「人びとが住宅を確保する際に、労働市場・住
宅市場に依存する度合いの強弱」と定義し、この視角
で、住宅保障システムを比較分析しようというのであ
る。住宅の脱商品化を基本とする佐藤の整理は、以下
のようになる。
住宅の脱商品化
支配的イデオロギー
政府の介入
住宅市場
持家・賃貸の選択
持家率

小

大

個人主義的

社会連帯的

小

⇔

大

二元的

統合的

非中立的

中立的

高

低

4. 「新しい社会的リスク」と福祉国家の機能不全
さて、福祉国家ないしレジーム論の限界や欠落が意
識されたのは、現金給付中心の福祉国家の機能不全が
露わになってきたためでもある。1 つには、「ポスト
工業化」に伴って顕在化してきた「新しい社会的リス
ク（New Social Risks）」に、対処しがたいという問
題があった［Bonoli 2003b; Taylor-Gooby 2004］。ボノ
リによれば「新しい社会的リスク」は、とくに雇用が

住宅市場が二元的（dualist）とは、公的賃貸住宅が

第 3 次産業にシフトし、女性が大量に労働力人口に参

住宅困窮者向けに政府によって供給・管理される部門

入するという社会経済的転換に関連している。リスク

となり、一般の民間賃貸住宅市場から隔絶されている

の例として、仕事と家族生活が調和しないリスク、ひ

福祉レジーム論から生活保障システム論へ
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とり親になるリスク、近親者が高齢や障害により要介

される。家庭責任は妻がフルタイムで担うものとさ

護になるリスク、低い技能しかもたないか、身につけ

れ、それを支援する保育、介護等のサービスは、低所

た技能が時代遅れになるリスク、そして「非典型的」

得や「保育に欠ける」などのケースに限って、いわば

なキャリア・パターンのために社会保障から部分的に

例外として提供される。「男性稼ぎ主」型の典型とな

排除されるリスク、などが例示されており、少子高齢

ったのは、大陸ヨーロッパ諸国と日本である。そのう

化という人口学的転換も関連していることが分かる

ち南欧諸国と日本では、住宅の確保は家族や企業を通

［Bonoli 2003b］。

ずる「男の甲斐性」であり、ドイツでは―北欧と並ん

第二に、金融の自由化を主軸とする経済グローバル

で―公私の賃貸住宅による住宅保障が厚い。南欧と日

化によって、主権国家が経済・社会政策を独自に立案

本では、サードセクターないし社会的経済が生活保障

し機能させる余地は狭められてきた。各国が国際収支

に果たす役割も大きくないと考えられる。これにたい

の不均衡を賄ううえで、政府の財政政策や金融政策が

して大陸西欧諸国では、キリスト教会系や赤十字系、

コントロールできない資本の短期的移動が決定的とな

政党系などの非営利組織が福祉サービスの提供者とし

り、世界貿易機関 WTO 体制のもとでは、教育や福祉

て位置づけられてきた。

サービスについても市場の開放を求められるからだ
［宮本 2002：12 － 13；シャルプ 2005］。

いっぽう北欧諸国では、1970 － 80 年代の積極的労
働市場政策の展開、社会福祉サービスの拡充、そして

ようするに福祉国家論も福祉レジーム論も、国家福

ジェンダー平等化とともに、女性も男性も職業と家庭

祉の比重が急速に高まり、際立っていた 20 世紀第 3

や地域での活動を両立する、つまり稼ぐとともにケア

四半期の先進国の分析には、有効だったであろう（そ

もする（べき）と見るようになった。男女各人が本人

こでも家族や企業の役割は大きかったが）。しかし、

として働きにみあった処遇と社会保障の対象となり、

それ以外の時代や社会を分析したり説明するうえでの

家庭責任を支援する社会サービスの対象ともなる。そ

有効性は限られている。福祉国家論でも福祉レジーム

のような「両立支援」型の生活保障システムでは、雇

論でも、日本は諸類型の“ハイブリッド”や“例外”

用平等のための規制とともに、児童手当、乳幼児期か

として片付けられがちだった。エスピン＝アンデルセ

らの保育サービス、高齢者介護サービスや育児休業な

ン自身が、『福祉資本主義の三つの世界』の「日本語

どの家族支援が制度化される。また、税・社会保険料

版への序文」で、日本の福祉システムを発展途上であ

を負担する単位は世帯でなく個人になり、税の家族配

り分類困難なケースと認めている［エスピン⊖アンデル

慮は控えめとなり、遺族給付が廃止される。公私の賃

セン 2001：v, xiii］。それは、日本が工業化や福祉国

貸住宅や住宅手当を通ずる住宅保障が厚いのも、この

家の形成における後発国であることと無縁ではない。

型の特徴である。社会サービスは政府部門から提供さ

そこで生活保障システム論では、1980 年前後の実

れる割合が高く、非営利アソシエーションが活発なの

態を念頭に置いて、先進国の生活保障システムについ

は、市民の自己啓発や権利擁護の分野となる。

て、「男性稼ぎ主」型、「両立支援（ワークライフバラ

最後にアングロサクソン諸国に代表される「市場志

ンス）」型、「市場志向」型という 3 つの類型を設定し

向」型では、家族の形成を支援する公共政策は薄く、

たい。これらの型では、職場と家族のあり方に、性別

労働市場の規制は最小限である。賃金は成果にみあう

役割や性別分業の標準や典型が、暗黙のうちにも措定

ものとされ、生活保障を意図しない。企業にとって価

されており、その意味でジェンダーが基軸になってい

値があるとみなされる労働者には、育児・教育サービ

る。節を改めてその内容を述べよう。

スも含めて相当に厚い企業福祉が提供される場合があ
るが、一般には、育児や介護のサービスを市場で購入

Ⅳ . 生活保障システムの 3 類型
1. 「男性稼ぎ主」型、両立支援型、市場志向型
「男性稼ぎ主」型の生活保障システムでは、壮年男

しなければならず、価格が低ければサービスの質も低
い。住宅保障は持家を中心とする二元的システムであ
り、公的賃貸住宅は住宅困窮者向けに残余的に提供さ
れる。いっぽう非営利協同組織や協同組合が経済に占
める比重は、中位のレベルにあるといえよう。なおア
ングロサクソン諸国のなかでもアメリカは、全国民を

性にたいして安定的な雇用と妻子を扶養できる「家族

カバーする公的医療保険制度が存在しないという特異

賃金」を保障するべく、労働市場が規制される（保障

性をもつ。

がすべての男性にいきわたるわけではない）。それを

ところで、このように説明すると、「市場志向」型

前提として、男性の稼得力喪失というリスクに対応し

ではジェンダーが重要な変数ではないように感じられ

て社会保険が備えられ、妻子は世帯主に付随して保障

るかもしれない。しかし、育児や介護などのサービス

018

がカネしだいでは、ケアを担わない（ケアレス）労働

基盤』（1999 年）のなかで、「男性稼ぎ主」アプロー

者にたいしてケアを放棄しない労働者（大多数は女

チのメリットに言及しながら、自分自身は「『家族主

性）は、労働市場でハンディを負うことになる。

義』や『脱家族主義化』の度合いを論じることを選好
す る 」、 と 述 べ て い る［Esping-Andersen 1999: 51］。

2. 基軸はジェンダー
つまり、これら 3 つの型では、職場と家族のあり方
に、性別役割や性別分業（ジェンダー）の標準や典型

これは、「男性稼ぎ主」アプローチと福祉レジーム論
の差が、名称にすぎず、名称としても「家族主義」が
より適当であるという主張と解釈されうる。やや詳し
く検討しておこう。

が、暗黙のうちにも措定されており、その意味でジェ

エスピン＝アンデルセンが「男性稼ぎ主」アプロー

ンダーが生活保障システムの基軸をなしている。「標

チの魅力ないしメリットと評価する点は、「福祉国家

準」を措定するとは、客観的な事実認識である以上に

の特徴」とのリンクをたどりやすいこと、またサービ

「規範」である。いいかえると生活保障システムの制

ス分野やより広く家族給付パッケージを扱いやすいこ

度設計は、家族やジェンダー関係の「実態」のたんな

と、である。福祉国家の特徴として例示されるのが、

る反映ないし従属変数ではなく、「実態」そのものを

社会保険や職域福祉が「男性稼ぎ主」を暗黙のうちに

形成する力の 1 つである。

優遇し、女性への給付が夫を通ずる派生的なものにな

大陸西欧諸国や日本の社会政策では、「男性稼ぎ主」

りがちなこと、それらの結果としてのシングルマザー

である雇用者を「標準」の被保険者とする社会保険制

の貧困率や就業率、である。他方で「男性稼ぎ主」ア

度が基軸となった。とくに日本の社会保障制度では、

プローチの問題ないしデメリットとされたのは、この

1950 年代なかばから 60 年代前半にかけて、当時の強

種の世帯がかつては支配的だったかもしれないが、い

くジェンダー化された条件を前提として、その基本的

まはそうではなく、いくつかの国では消滅しかかって

骨格が形成された。すなわち、豊富な若年労働力人口

いるという点である［Esping-Andersen 1999: 50-51］。

の増加と相対的に少ない被扶養人口という「人口ボー

「男性稼ぎ主」の類型論は、「ジェンダー関係に焦点が

ナス」、それを 1 つの要因とした年々実質 10％以上の

あるなら興味深い」。しかし、エスピン＝アンデルセ

高度経済成長、男性雇用者に長期安定的で年功的な雇

ン自身は「家族が社会的リスクを吸収する度合いを検

用を提供する企業、雇用者と専業主婦からなる「男性

証」したいので、「家族主義」として論じる［Esping-

稼ぎ主」世帯の増加、などの条件である。これらを前

Andersen 1999: 51］、というのである。

提として、雇用者か自営（業主と家族従業者）もしく

しかし私が見るところでは、エスピン＝アンデルセ

は無業という従業上の地位によって、また雇用者なら

ンが「男性稼ぎ主」の類型論の問題ないしデメリット

勤務先企業規模や労働時間・年収などによって、異な

と指摘する点は、当たっていない。本稿で留意してき

る社会保険が適用されることとなり、それらの社会保

たように、彼の類型そのものが 1980 年前後の実態に

険制度が縦割りに分立した。日本の「男性稼ぎ主」型

そくして設定されており、「男性稼ぎ主」世帯の消滅

については、それが「伝統的」なものではなく、高度

とは主としてその後に起こったことである。また、エ

成長期以降に導入され、1980 年代に仕上げられたもの

スピン＝アンデルセンが同じページで、北欧ではシン

であることに、注意しなければならない［大沢 2002：

グルマザーの就業率は高く貧困率は低いと言及したよ

第 2 章］。

うに、「家族」がリスクを吸収する度合いは、家族の

以上のような生活保障システム論にもとづけば、歴

内外のジェンダー関係によって異なると想定される。

史的変遷の分析や近年のアジア諸国間の比較は進展し

そもそも「脱家族主義化」概念の定義自体に、「女性

やすくなるだろう。それは、生活保障に寄与する制

の自律性」というジェンダー関係の要素が組み込まれ

度・慣行として、自営業や種々の形態の非営利協同の

ていた。ジェンダー関係には焦点がなく家族に焦点が

営み、そして無償の家事労働や家族のケアを、明示的

ある、というかのような上記の理由づけには、説得力

に組み込んでいる。

が乏しいといわなければならない。
同書でエスピン＝アンデルセンが、次のように述べ

3. 福祉レジーム論の名称変更だけか

ているのは、含蓄が深い。

それでも、以上のような生活保障システムの 3 類型

「1 人の稼得者と主婦という家族は、制度という

は、福祉レジーム論の 3 類型の名称を架け替えたにす

より歴史上の例外だったように見える。それはつか

ぎないという疑問をもつ向きもあるかもしれない。エ
スピン＝アンデルセンは『ポスト工業化経済の社会的

の 間 の、20 世 紀 半 ば の 幕 間 劇 だ っ た の だ。」
［Esping-Andersen 1999: 53］
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私はこの点に賛同する。だが同時に、この幕間劇が

がそのように未完であることが、社会に深刻な不均衡

演じられた時間の幅や、それが社会の制度や人々の意

を起こしている、という点である。その不均衡が顕在

識にしるした刻印の濃淡に、国によって違いがあるこ

化している問題領域は、予測や期待をしのぐ急激な少

とに、関心を寄せる。それが個々人の日々の暮らしぶ

子化、子どもにたいする投資が過少であること、そし

りとも、「天下国家」の経済・社会問題とも、相互作

て人口高齢化である。教育年数が短い層が従来のジェ

用していると考えている。「男性稼ぎ主」の類型論の

ンダー関係から脱却しなければ、階層間の格差が拡大

メリットとデメリットにかんして、エスピン＝アンデ

するという以上に、社会が二極化する、というのであ

ルセンの指摘は、デメリットでは当たらず、メリット

る。不均衡にたいして、家族と市場では十分に対処で

では順当であれば、「男性稼ぎ主」アプローチを採用

きず、福祉国家が女性の役割の変化に適応する必要が

しない理由はない。

あると、主張される。
同書では、最初のページに「男性を稼ぎ主とする家

4. 男性稼ぎ主アプローチに到達

族（male breadwinner family）」ということばが登場
し、同じ序論の締めくくり近くでは「男性稼ぎ主モデ

エスピン＝アンデルセン自身が、2002 年の共著『新

ル（male breadwinner model）」という語も使われる

し い 福 祉 国 家 は な ぜ 必 要 か（Why We Need a New
Welfare State）』［Esping-Andersen 2002］では、ポスト

［エスピン＝アンデルセン 2011：3、14］。いっぽうで

工業段階の知識経済において、機会の実質的な平等が

「福祉レジーム」のアプローチが不可欠であること、

「効率」を高めるうえで必須の条件であり、なかでも

女性の役割の革命に適応するうえで、福祉国家の家族

ジェンダー平等の実現が、知識経済における「プラス

政策には「脱家族主義化」が必要であること、が主張

の均衡」の決め手であると主張している。「進行中の

さ れ て い る［ エ ス ピ ン ＝ ア ン デ ル セ ン 2011：77、

ジェンダー革命は不可逆的であるとともに、望ましい

103］。ただし、福祉レジームや（脱）家族主義など

は第 3 章にいたって、同書のテーマを理解するうえで

ものでもある」と述べ、第 3 章を「新しいジェンダー

の用語には、同書ではかならずしも明確な定義が与え

契 約 」 に あ て て い る［Esping-Andersen 2002: 3, 10,

られていない。それでも 3 類型が析出されていること

20］。そして、2009 年の著書『未完の革命―女性の新
し い 役 割 に 適 応 す る ―（The Incomplete Revolution,
Adapting to Women’s New Roles）』［エスピン＝アンデ
ルセン 2011 9］では、事実上、男性稼ぎ主アプローチ

はまちがいない。すなわち、デンマークに代表される

を採用している。

で、社会的不均衡が抑えられている、という。これに

北欧諸国では、大多数の女性が高等教育を受けるとと
もに、教育年数が比較的短い層でもジェンダー平等化
が進み、女性の役割の変化に福祉国家が適応すること

同書のテーマは、欧米諸国で 20 － 30 年前から進行

たいして、アングロサクソン諸国の脱家族主義化は市

してきた女性の役割の「革命」と、その影響である。

場によるもので、子どもへの過少投資と社会の二極化

「革命」とは、女性が主として家事や育児に携わるの

が懸念され、大陸ヨーロッパ諸国、とくに南欧では、

でなく、生涯を通じて職業に従事し、経済的に自律す

女性の役割の革命がもっとも未熟である、と捉えられ

るという役割の変化をさす。その革命の進行には国に

ている。

よって差があるが、1 国内でも社会階層、とりわけ教

こうしてエスピン＝アンデルセンの 3 類型は、私が

育年数によって差が出ているという。すなわち、高学

2005 年以来設定している類型にきわめて近いものに

歴層の女性では人生が職業を中心とするようになると

なったといえよう。

いう意味で「男性化」し、また子どもや家庭への男性
のかかわりがいくぶんか「女性化」してジェンダー平
等に近づいている。これにたいして教育年数が短い

5. ジェンダー不平等の類型論

人々のあいだでは、“男は仕事、女は家事育児”とい

エスピン＝アンデルセンの福祉レジーム論におい

った性別分業が強い。そして人びとは、教育年数のよ

て、実際にジェンダー関係に焦点があることは、テル

うな側面で類似の（「釣り合った」）相手と伴侶となる

アビブ大学のマンデルの分析によっても裏付けられ

「同類婚」の傾向を強めている。同書の原題の「未完

た。マンデルは欧米の 14 か国について、ジェンダー

の革命」とは、高学歴層ではジェンダーによるライフ

（不）平等にかんする 13 の変数によって階層的クラス

コースの差異が低下（ジェンダー平等化）しているの

ター分析をおこない、エスピン＝アンデルセンの 3 類

にたいして、教育年数が短い層でそうした変化が少な

型に対応する 3 つのクラスターを見出したのである

い、という状態をさしている。
エスピン＝アンデルセンが懸念するのは、「革命」
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［Mandel 2009］。
その変数とは、① 25 － 60 歳女性の労働力率、② 6

歳未満児の母親の労働力率、③共稼ぎ世帯の比率、④

性稼ぎ主世帯は稀で、夫婦の稼得に占める妻の稼得の

男性稼ぎ主世帯の比率、⑤出産後の育児期に働く母親

比率も高い（要素①から⑥）。これらはクラスター2

の比率、⑥稼得における女性の依存度（夫婦の稼得の

から 3 へと低くなる要素である。要素⑦の管理職への

差を夫婦の稼得合計で割った値× 100）、⑦管理職へ

アクセスでは（要素⑦、⑧）、クラスターの第 2 のカ

のアクセス（女性が管理職に雇われる純オッズ比）、

ナダ・アメリカ・イギリスでアクセスがよく、これに

⑧職域分離度、⑨・⑩働く女性で男女稼得者の稼得第

クラスターの第 3（大陸ヨーロッパ諸国）が続く。要

1 五分位（最低層）と第 5 五分位（最高層）にそれぞれ

素⑧の職域分離が大きいのは北欧である。北欧の女性

属する比率、⑪ジェンダー賃金格差（時間当たり賃金

は、幼児の母親も含めてほとんどが働いているが、

の男女差を男性の賃金率で割った値× 100）、⑫学歴

（大陸ヨーロッパ諸国よりも）管理職になりにくく、

による女性間の年収格差（女性の学歴による年収差を

職域分離は大きい。

高学歴女性の年収で割った値× 100）、⑬ひとり親家

働く女性のなかで男女稼得者の五分位の最下層と最

族の貧困率（貧困の基準は等価平均可処分所得の 50

上層に属する比率を見ると（要素⑨、⑩）、女性が最

％未満の低所得）、である。主要なデータはルクセン

下層にあまり集中していないのは大陸ヨーロッパ諸国

ブルグ所得研究プロジェクトの第 4 波と第 5 波からと

で、このクラスターでは最上層に属する女性も他のク

られているので、1990 年代半ばと 2000 年前後の状況

ラスターより多い。要素⑪の賃金率の男女格差が最小

を示す（やや古いデータもある）。

なのもこのクラスターである。大陸ヨーロッパ諸国で

分析結果は下の図に表現されている。北欧諸国とと

は、女性全体でも幼児の母親でも労働力率は 50 ％台

もにカナダ・アメリカ・イギリスの 3 国がかなり密な

で、世帯の半分は男性稼ぎ主世帯であるが、働く女性

クラスターをなし、大陸ヨーロッパ諸国（およびオー

は（北欧よりも）管理職に到達しやすく、稼得力があ

ストラリア）が、やや分散しながらも 1 つのクラスタ

り、性別賃金格差も小さいのである。なかでもイタリ

ーを形成している。マンデルはクラスターの第 1 を社

アとスペインでは、稼得五分位の最上層の女性は働く

会民主主義、クラスターの第 2 を自由主義、クラスタ

女性の 20 ％に近く、性別賃金格差も最小で、男性に

ーの第 3 を保守主義と名づけ、13 の変数についてクラ

伍しているといえる。

スター毎にジェンダー不平等要素の平均値を示してい
る［Mandel 2009: 700］。

－ 60 歳）を 4 つのグループに分けて労働力率を見て

表 1 が示すように、クラスターの第 1（北欧諸国）
では女性全体でも幼児の母親でも労働力率は高く、男
図1

マンデルはさらに、学歴と子どもの有無で女性（25
いる。どのクラスターでも 4 年制大学卒の高学歴で子
どもがいない女性で高い値になる傾向があり、北欧で

ジェンダー階層化のパターン、ワード法によるデンドログラム
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出所：Mandel 2009:Figure 1 を引用
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ジェンダー不平等要素の平均値とクラスター間の差の有意性

クラスター

第1

第2

第3

Anova F

社会民主

自由

保守

検定

80
78
85
9
75
22
37
61
27
11
16
29
6

71
63
68
21
56
39
73
53
27
13
20
58
49

p値

変数

1．25-60 歳女性の労働力率
2．就学前（0-6 歳）児童の母親の労働力率
3．共稼ぎ世帯の比率
4．男性稼ぎ主世帯の比率
5．出産後育児期に働く女性の比率
6．稼得（年収）における女性の依存
7．管理職へのアクセス
8．職域分離の度合い
9．低稼得層における女性の比率
10．高稼得層における女性の比率
11．ジェンダー賃金格差
12．学歴による女性間の賃金格差
13．ひとり親家族の貧困率

56（41）
50（42）
48（28）
39（58）
52（46）
52（66）
47（43）
54（51）
25（25）
16（19）
11（07）
38（40）
26（23）

9.48
10.67
12.88
9.73
2.94
12.32
6.27
5.12
2.56
10.49
7.07
10.69
24.16

0.00
0.00
0.00
0.00
0.09
0.00
0.02
0.03
0.12
0.00
0.01
0.00
0.00

注：保守主義クラスターのうち、イタリアとスペインだけの平均値を括弧内に示す。
出所：Mandel 2009: Table 1 を翻訳して引用

はグループ間の差が小さい。ところがイタリアとスペ

マンデルの類型はジェンダー不平等の類型であり、

インでは、学歴により大きな差がある反面で、子ども

私が採用する生活保障システムにとって、重要な要素

の有無ではほとんど差がない（両国では実際、大卒で

ではあるものの、部分であるにすぎない。マンデルが

子どもがいる女性のほうが、大卒で子どもがいない女

用いる女性の労働力率や男性稼ぎ主世帯の比率など

性よりも、労働力率が高い）［Mandel 2009: 704］。女

は、たとえば年金制度や税制がそれらの要素に対応し

性のあいだの学歴による年収格差（要素⑫）はクラス

て設計される面があり、重要である。しかし、社会保

ター2 で最大であり、北欧では小さい。要素⑬の母子

障制度や税制が女性の働き方やジェンダー分業に影響

世帯の貧困率は、クラスター2 で最も高く半数近いの

を与える面も軽視するべきでない。マンデルが変数と

にたいして、北欧諸国では 6％にすぎない。

して取りあげるひとり親世帯の貧困率（⑬）は、日本で
はきわだって高いが、全世帯に占めるひとり親世帯の

6. ジェンダー不平等の類型論の射程
マンデルの分析対象国には、残念ながら日本が含ま

比率が低く（この比率の高低そのものが、労働市場の
条件や税制・社会保障の設計と関連する）、労働年齢
人口の貧困層の相当割合が共稼ぎ世帯である。このよ

れていない。その理由の 1 つは、2009 年 10 月 1 日ま

うな問題は、生活保障システムとして重大であるが、

で、日本がルクセンブルグ所得研究プロジェクトとの

マンデルの枠組みでは捉えられないのである。

あいだにデータ利用にかんする協定を結んでいなかっ
たことだろう。現在も日本は、慶應義塾大学によるパ
ネルデータを同プロジェクトの資産研究データベース
に登録したにすぎない（独立行政法人統計センター

HP http://www.nstac.go.jp/services/lis.html）。

7. 潜在能力とニーズ―本来個別的で多様
しかも、生活保障システム論は、「男性稼ぎ主」と
いう―より適切な―名称を使って、福祉レジームを描

そこで、マンデルの分析に日本を精確に組み込むこ

き直すことにとどまるものではない。生活保障システ

とは今後の課題である。しかし、労働力率や男性稼ぎ

ム論では、「福祉」を公的な所得移転や財・サービス

主世帯の比率のような周知の統計から推測するだけで

の給付に限定することなく、あらゆる財・サービスの

も、日本がマンデルの保守主義クラスターに属するで

生産・分配やそれに伴う所得の流れを視野に収めよう

あろうことは、疑いない。大陸ヨーロッパ諸国と日本

とする。本稿の冒頭に触れたように、生活が保障され

の違いは、日本では性別賃金格差が大きいこと、働く

るとは、暮らしのニーズが持続的に充足され、生活を

女性が管理職に到達しにくいこと、母子世帯の貧困率

営み社会に参加するという「機能」を発揮できること

が自由主義クラスター以上に高いこと、であろう。

である。そうした機能を発揮するうえで、人はさまざ
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まな財やサービスを利用しており、財やサービスが生

で、女性の利害や声は聞こえなくなってしまう。ジェ

産され取引される諸関係は、人々が購買力を得る（得

ンダーがかかわる例として、センは、妊娠しているか

ない）関係でもある。

乳幼児を世話している女性にとって、同年齢で同等の

私は、人として生活が成り立ち社会に参加できると

所得と基本財をもつ男性が育児を担っていない場合と

いう「潜在能力」を考え、その潜在能力の欠損を「ニ

くらべれば、自分個人の目的を追求する自由は小さい

ーズ（必要）」と定義している。「ニーズ」は「需要

と述べている［セン 1999：34 － 35］。

（ディマンド）」と区別されなければならない。「需要」

これまで、その社会で優勢な立場をもつ人、たとえ

が購買力に裏打ちされるものであるのにたいして、ニ

ば中以上の教育や稼得力をもつ健常な壮年の男性で、

ーズはかならずしも購買力に裏打ちされず、購買以外

優勢なエスニック・グループや宗派に属する人が、

にもさまざまなルートで充足されなければならない。

｢並」とされがちだった。ジェンダー・バイアスをは

潜在能力アプローチを創唱した経済学者のアマルテ

じめさまざまなバイアスがあり、「並」でない人の追

ィア・センは、人の状態（○○であること）や行動

加的な財・サービスや機会へのニーズは、ニーズとい

（○○すること）を「機能（functioning）」と呼び、そ

うより「甘え」や「贅沢」とみなされてしまう。

れらが、その人の「暮らしぶりのよさ」、すなわち
「福祉（well-being」の現状を直接に表わすと考える。
各人が選択することのできる機能の集合が、その人の
「潜在能力（capability）」である［セン 1999］。

8. 社会に由来するニーズを「協同」で認知し充
足する

つまり潜在能力は、個人が選択できる状態や行動の

資源を機能に変換する諸要因に外的なものがあると

幅であり、そうした「自由」を内包する「福祉」を表

いう点を、さらにいいかえてみよう。それは、ニーズ

す。たとえば、食料の供給網が絶たれたため、あるい

は個々人によって経験されるにしても（当事者）、社

は所得が乏しいために十分な食事ができない人と、ま

会に由来する側面があるということだ。

ったく任意に絶食している人とは、空腹であるという

たとえば、仕事と家族生活が調和しないというニー

目下の「機能」では類似であろう。しかし、前者には

ズには、多様な原因や程度がある。個々人に固有の原

それ以外の機能を選択することが難しく、後者がいつ

因が皆無ではないにせよ、仕事の編成や都市計画によ

でも摂食できるのであれば、両者の「潜在能力」は大

って長時間の労働や通勤を余儀なくされるためである

きく異なっている。

場合が多いだろう。仕事と家族生活のそうした多様な

センが留意するのは、「人並み」の購買力があって

不調和が、対人社会サービスだけで解消されるはずも

財・サービスを入手できても、ニーズを充足できない

なく、都市や交通網といった公共的な財の再設計も求

場合が少なくないことである。ニーズは本来、個別的

められる。また、職業的スキルが低かったり、時代遅

であり多様である。同じ購買力があり、同じ種類と程

れになるのも、個々人にとってコントロールしがたい

度の自由や機会を確保できても、実現できる「機能」

技術変化や産業・企業の再編のためであることが多い

は、種々の要因によって異なってくるからだ。ややい

だろう。

いかえると、財・サービスや機会を利用してどのよう

ニーズが本人によって―「甘え」や「わがまま」で

な機能を発揮しているかという「変換」には、さまざ

はなく―ニーズとして認知され表出されるとは限らな

まな要因が介在する。その変換に介在する諸要因に

いことも、不思議ではない。本人が意識しない場合に

は、ジェンダー、年齢、健康状態、障がいの有無・種

は「第三者」が認知を促し、購買力がないか商品化さ

類・程度、エスニシティなどの個人の属性もあれば、

れていない財やサービスについては、公私のルートで

外的な要因（交通・医療・ケアといったサービスへの

贈与してでも、ニーズを充足することで、生活保障が

アクセス、ひいては気象条件）もある［セン 1999：34

なされる。ニーズは本来個別的でありながら、その認

－ 36］。

知と充足は社会的な過程であり、当人の社会参加と第

センはこれらの要因のうち、階級、ジェンダーおよ

三者の関与という「協同」の契機を本質的に含む。

び地域について、1 つの章を設けてとりあげている［セ

見逃してならないのは、潜在能力アプローチが、主

ン 1999：第 8 章］。私は、これらの要因のなかでもと

流経済学の「効用」アプローチにたいする根底的な批

くに注意されるべきは、ジェンダーであると考えてい

判を含むことである。周知のように「効用」は、主流

る。年齢やエスニシティなどの他の属性・要因と異な

経済学である新古典派の最も基本的な概念の 1 つであ

り、ジェンダーは厳密に排他的な二分法である。近代

る。効用は「幸福」や「福祉」といいかえられること

家族の世帯は性愛で結ばれた男女の対を核とするとみ

もあるが、主観的満足と理解してよい。個人（実際に

なされ、世帯を世帯主に代表させる傾向が強いなか

は家計）は、あらゆる財・サービスについて明確な一

福祉レジーム論から生活保障システム論へ
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貫した効用（感じる満足度）の順位づけをもっている

サービス、環境 NGO の有給職員によるアドヴォカシ

ことが前提され、本人が認知しないニーズなどは存在

ー）、③非商品の労働力による商品の生産（自営業、

しないことになる。また、異なる個人のあいだで効用

ワーカーズ・コレクティブ、プランテーション奴隷）、

を比較することはできず、他人の効用が本人の効用に

④非商品の労働力による非商品の生産（家族や家事奴

影響することもないという。

隷による家事サービスやケア、自営業世帯の自家消費
のための労働、ボランティア活動）。

これにたいしてセンは、不利な状況にある人は自分

財・サービスの分配、またはその購買力の分配は、

の手が届きそうなものしか欲さず、第三者から見てき
わめて不十分な配分にも「満足」を表明する場合が少

この 4 種類の生産関係のいずれに、どのような「地位」

なくないと指摘する［セン 1999：9、77-78］。意識的

で参加するかによって、また、同じ地位でも、性別、

にか無意識的にか、ニーズの認知を本人が拒むのであ

年齢、障がいの有無・種類・程度、エスニシティなど

る。センはまた、女性は子どもや夫の効用を自分の効

の個人の「属性」によって異なってくる。学歴・経験

用と同一視して行動しがちであるなど、他人の効用が

その他の面で質の等しい労働力を同量投入するとして

本人の効用を左右することに注意を促す［Sen 1990］。

も、その貢献が同等に承認されるとはかぎらないの

そして、とくに「階級、ジェンダー、カースト、コミ

だ。むしろ、その労働者が女性、あるいは外国籍とい

ュニティに基づく持続的な差別がある場合」に、効用

うだけで（属性）、賃金が安くされることが多い（女

アプローチは「誤った方向に導く」、と批判した［セン

性や外国籍者にたいする賃金差別）。

1999：9］。

ところで、乳児や要介護者のように、生産に積極的
には参加していない者にたいして、ニーズに応じて直
接に財・サービスまたは購買力が分配される場合は、

9. 財・サービスを生産する 4 つの関係

稀ではないという以上に、むしろ常態である。そのよ

生活を営み社会に参加する―という「機能」を発揮

うにニーズに応じて直接に分配される所得（たとえば

する―うえで、人はさまざまな財やサービスを利用す

低所得であることを条件とする現金給付）や無償の

るが、それらの財・サービスはどのように生産される

財・サービスが、常識的にも福祉レジーム論でも「福

のだろう。

祉」と呼ばれてきたものだろう。繰り返しになるが、

財やサービスが生産され取引される諸関係は、人々

これにたいして生活保障システム論では、あらゆる

が購買力を得る（得ない）関係でもある。財・サービ

財・サービスの生産と分配、およびそれにともなう購

スを生産するために必要な生産要素のうち、最も本源

買力の流れを視野に入れる。

的な労働力を商品として購入するかどうか、つまり雇

ある社会の生活保障システムの特徴は、以下を手が

用労働を用いるか否か、そして生産のアウトプットで

かりとしてつかむことができる。すなわち、財・サー

ある財・サービスを商品化しているか否かで、財やサ

ビスを生産し所得の流れを規定する 4 つの生産関係

ービスの生産関係を区分しよう。

が、相互にどのような量的関連をもつか（たとえば政

するとその生産関係は、表 1 のように 4 種類となる。

府歳出入が GDP に占める比重や自営業部門の比重）。

すなわち、①商品労働力による商品の生産（営利企業

また、生産関係は相互にどのような質的関連をもつか

のほか、非営利団体の有給職員による事業を含む）、

（たとえば企業が男性フルタイム労働者に支給する

②商品労働力による非商品の生産（公務員による公共

「家族賃金」と世帯内性別分業、公共事業や産業規制

表2

財・サービスを生産する 4 つの関係：商品化を軸とする分類

使

用

商品（雇用労働）

れ

る

労

働

非商品（自営業者、家族、奴隷）

商
品
非 商 品

生産された財

①営利企業、非営利団体

自営業の市場向け生産

の有給職員による事業

生産協同組合員

③

奴隷を使用した市場向け生産
公共部門、非営利団体の

家族や家事奴隷の家事サービス

有給職員による公共的サ

自営業の自家消費（のための労働）

ービス

ボランティア活動

②

024

さ

④

表3

指標と類型／次元および説明される変数；福祉レジーム論、ジェンダー不平等の類型論、生活保障システム論

Esping-Andersen 1990;1999

Hicks & Kenworthy 2003

脱商品化
国家労働主義：
①社会保険の現金給付の所得 「雇用の硬直性」（生産労働者
代替率
の平均賃金にたいする失業補
②社会保険の受給資格を得る 償給付の比率、および最低賃
ための加入年数要件
金の比率）
③年金財政のうち個人負担の 労働組合協約の国家による拡
比率
張（団体協約適用率と労働組
④失業保険・疾病保険のカバ 合組織率の差）
レッジ（労働力人口に占める 社会保険料負担（対 GDP 比）
加入者の比率）、65 歳以上人 失業給付の継続年数
口に占める公的年金受給者の
比率
社会の階層化
保守主義：分立する公的年金
制 度 の 数（コ ー ポ ラ テ ィ ズ
ム）、公務員にたいする年金
給付費の対 GDP 比（Etatism）
自由主義：資力調査つきの扶
助が公的社会支出に占める比
率、医療支出総額・年金支出
総額に占める民間部門の比率
社会主義：普遍主義（労働力
人口のうち社会保険の受給資
格者の平均比率）
給付の平等性（社会保険の各
制度にかんして、法的に可能
な給付最高額にたいする基準
的給付額の比率の平均）
脱家族主義化
福祉国家を通ずる：
①家族向けサービス
（保健医療を除く）への公的
支出の対 GNP 比
②家族手当と税控除の総合的
価値
③ 3 歳未満児童にたいする公
的保育のカバレッジ
④ 65 歳以上高齢者にたいす
るホームヘルプ・サービスの
カバレッジ
市場を通ずる：不明確
析出される類型／次元

3 類型

自由主義
保守主義
社会民主主義

Scruggs &
Pontusson
2008

生活保障システム

国家労働主
義に「雇用
保護立法」
を追加

商品労働力による商品の財・サービス
雇用パフォーマンス（性別・年齢階級
別の賃金率と失業リスク）
：
雇用保護指標（正規契約と有期）
非正規比率（性別・年齢階級別）
賃金格差（性別・年齢階級別）
・低賃
金の水準
労働費用（雇用者報酬）
非営利協同組織

社会の階層化指標に以下を追 家族政策と
しては「家
加
積極的労働市場政策への支出 族労働参加
の対 GDP 比
政策」のみ。
労働年齢人口に占める公共部 保育サービ
門雇用のシェア
スのカバレ
国家労働主義（要素は上覧） ッジにかん
家族政策測定（要素は下欄） して 3 歳未
満児にとく
に注目しな
い

商品労働力による非商品の財・サービ
ス
社会保険制度の分立
老齢年金・遺族年金の受給資格・給付
水準
公的扶助の補足性
政府の歳出入の規模・累進性
社会支出（公私、構成、粗支出と純支
出）
租税支出
第 1 五分位の受け払い
機能代替（公共投資等）
非営利協同組織

家族政策測定：
家族給付（家族給付や税制の
税額控除・所得控除の価値の
平均産業賃金にたいする比
率）
児童給付（典型的なカップル
の所得にたいする家族給付と
税控除の合計の比率）
3 歳未満児への公的保育の適
用率
家族労働参加政策（家族休業
および出産休業制度の手厚
さ、公的な保育補助と保育提
供の手厚さ、老齢退職政策の
柔軟性）

非商品の労働力による商品の財・サー
ビス
自営業部門の規模・構成
非営利協同組織

析出される類型／次元

［再掲］
家族政策と
しては「家
族労働参加
政策」のみ。
保育サービ
スのカバレ
ッジにかん
して 3 歳未
満児にとく
に注目しな
い

非商品の労働力による非商品の財・サ
ービス
無償労働の規模と性別分担

析出される 析出される類型／次元
類型／次元 3 類型
「男性稼ぎ主」
2 次元：
進歩的自由主義
両立支援
2 次元：
国家－自由 市場志向
伝統的保守主義
主義
説明される変数
説明される変数
平等主義
説明される
所得不平等の削減
貧困率・貧困削減率（年齢グループ
変数
貧困削減
別、世帯の就業状態別）
15 － 64 歳の雇用率とその増 労働市場の 子どもの住宅剥奪
加
男女平等を 高齢者介護サービスの受給者比率
労働市場での男女平等
除外

Mandel
2009
① 25 － 60
歳女性の労
働力率
② 6 歳未満
児の母親の
労働力率
③共稼ぎ世
帯の比率
④男性稼ぎ
主世帯の比
率
⑤出産後の
育児期に働
く母親の比
率
⑥稼得にお
ける妻の依
存度
⑦女性が管
理職に雇わ
れる純オッ
ズ比
⑧職域分離
度
⑨男女の稼
得第 1 五分
位における
女性の比率
⑩男女の稼
得第 5 五分
位における
女性の比率
⑪ジェンダ
ー賃金格差
⑫学歴によ
る女性間の
年収格差
⑬ひとり親
家族の貧困
率

析出される
類型／次元
ジェンダー
不 平等の 3
類型
社会民主主
義
自由主義
保守主義
（オースト
ラリアを含
む）

福祉レジーム論から生活保障システム論へ
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と農業・自営商工業）。さらに各生産関係内の労働条
件や産出される財・サービスの質的特徴はいかなるも
のか（たとえば民間企業の雇用処遇のバイアス、政府
歳出入の累進性、公共サービスの家族支援の度合い）。

Social Politics, 7（2）
, 127-91.
Kurz, Karin and Hans-Peter Blossfeld 2004, Home Ownership and
Social Inequality in Comparative Perspective, Stanford: Stanford
University Press.
Mandel, Hadas 2009 ＂Configurations of gender inequality: the
consequences of ideology and public policy,＂ The British Journal
, pp.693-719
of Sociology, 60（4）

Ⅴ . 結びに代えて

, ＇Globalization and Reforms of Labor Market
Miura, Mari（2001）

結びに代えて、福祉レジーム論とジェンダー不平等
の類型論に用いられる諸指標と析出される類型／次
元、および説明される変数などを一覧し、なおかつ生
活保障システム論で用いる指標を対比してみよう。そ
れは表 3 のとおりである。

Institutions: Japan and Major OECD Countries,＇ Discussion
Paper F-94, Institute of Social Science, University of Tokyo.
, ＂Home-ownership and family formation,＂
Mulder, Clara H（2006）
Journal of Housing Built Environment, 21, 281-298.
OECD（2001）Employment Outlook, OECD.
OECD（2009）Factbook, OECD.
Osawa, Mari（2011）Social Security in Contemporary Japan, A
comparative analysis, London and New York: Routledge/
University of Tokyo Series.
（1994）Gendering Welfare States, London:
Sainsbury, Diane（ed.）

引用文献

Barlow, James and Simon Duncan 1994, Success and Failure in
Housing Provision: European Systems Compared, Oxford:

SAGE.
Sainsbury, Diane（1996 ）Gender, Equality and Welfare State,
Cambridge: Cambridge University Press.

Pergamon
, ＇Social Policy through Labour Markets:
Bonoli, Giuliano（2003a）

Salamon, L. M. and H. K. Anheier（1998）＂Social Origins of Civil

Understanding National Differences in the Provision of

Society: Explaining the Nonprofit Sector Cross-nationally,＂

Economic Security to Wage Earners＇, Comparative Political

, 213-248.
Voluntas, 9（3）
Salamon, L. M., S. W. Sokolowski and H. K. Anheier（2000）＂Social

, 1007-31.
Studies, 36（9）
Bonoli, Giuliano（2003b）＂The Politics of the New Social Policies,

Origins of Civil Society: An Overview＂, Working Paper of the

Providing Coverage against New Social Risks in Mature Welfare

Johns Hopkins Comparative Nonprofit Sector Project, no.38,

States＂, paper presented at the conference ＂The Politics of New

Baltimore: The Johns Hopkins Center for Civil society Studies.

Social Risks,＂ Lugano, Switzerland, 25-27 September 2003.
, ＇Japanese Social Policy in Comparative
Campbell, J. C.（2002）
Perspective＇, World Bank Institute Working Papers Stock No.

S c r u g g s , L . a n d J a m e s A l l a n （ 2 0 0 6 ） ＂ We l f a r e - s t a t e
decommodification in 18 OECD countries: a replication and
, 55-72
revision,＂ Journal of European Social Policy, 16（1）
Scruggs, L. A. & J. P. Allan（2008）＂Social Stratiﬁcation and Welfare

37197.
, The Three Worlds of Welfare
Esping-Andersen, Gøsta（1990）

Regimes for the Twenty-first Century: Revisiting The Three

Capitalism, Cambridge: Polity Press. 日本語訳は、岡沢憲芙・宮

. Pp. 642Worlds of Welfare Capitalism,＂ World Politics, 60（4）

本太郎監訳『福祉資本主義の三つの世界

比較福祉国家の理論

と動態』ミネルヴァ書房、2001 年

Esping-Andersen, Gøsta（1999）
, Social Foundations of Postindustrial

64.
Scruggs, L. A. & Jonas Pontusson（2008）＂New Dimensions of
Welfare State Regimes in Advanced Democracies,＂ Paper

Economies, Oxford: Oxford University Press. 日本語訳は、渡辺

presented at the 2008 Annual Meeting of the American Political

雅男・渡辺景子訳『ポスト工業経済の社会的基礎―市場・福祉

Science Association, Boston, MA August 28-31．

国家・家族の政治経済学』桜井書店 , 2000 年

Esping-Andersen, Gøsta, with D. Gallie, A. Hemerijck and J. Myles
（2002）Why We Need a New Welfare State, Oxford: Oxford

University Press.
, Welfare and Capitalism in Postwar
Estévez-Abe, Margarita（2008）
Japan, Cambridge: Cambridge University Press.
（2004）The Third Sector in Europe,
Evers, A. and J.L. Laville（eds.）

Sen, Amartya（1990）
, ＇Gender and Cooperative Conﬂicts＇, Tinker, I.
（ed.）Persistent Inequalities: Women and World Development,

New York and Oxford: Oxford University Press, 123-149.
Taylor-Gooby, Peter（2004）＂New Social Risks in Postindustrial
Society: Some Evidence on Responses to Active Labour Market
Policies from Eurobarometer＂, International Social Security
, 45-64.
Review, 57（3）

Cheltenham, UK and Northampton, USA: Edward Elgar. 日本語
訳は、内山哲朗・柳沢敏勝訳『欧州サードセクター 歴史・理論・
政策』日本経済評論社、2007 年

Hicks, Alexander and Lane Kenworthy（2003）＂Varieties if welfare
capitalism,＂ Socio-Economic Review 1, 27-61.

阿部彩（2006「
）相対的剥奪の実態と分析－日本のマイクロデータを
用いた実証研究」
、社会政策学会編『社会政策学会誌第 16 号
社会政策における福祉と就労』
、251-75 頁
池田恵子（2011）
「災害と男女共同参画をめぐる国際的潮流」
、大沢

, ＇ Faces of Inequality: Gender, Class, and
Korpi, Walter（2000）

真理・堂本暁子・山地久美子編、皆川満寿美編集補佐『
「災害・

Patterns of Inequalities in Different Types of Welfare States＇,

復興と男女共同参画」6.11 シンポジウム～災害・復興に男女共

026

同参画の視点を～』
、GCOE「グローバル時代の男女共同参画と

内閣府経済社会総合研究所編（2005）
『フランスとドイツの家庭生

多文化共生」社会科学研究所連携拠点研究シリーズ No.4、10

活調査』
内閣府（2010）
『平成 22 年度年次経済財政報告』

－ 19 頁
井手英策編（2011）
『雇用連帯社会 脱土建国家の公共事業』岩波書

縄田康光（2008）
「戦後日本の人口移動と経済成長」
、
『経済のプリ

店

ズム』No. 54

エスピン＝アンデルセン、G．
（大沢真理監訳）
（2011）
『平等と効率

稗田健志（2011）
「福祉国家の危機と持続性―「福祉国家の従属変

の 福 祉 革 命 ― 新 し い 女 性 の 役 割 』 岩 波 書 店、 原 書 は The

数問題」を通して考える―」
、井手英策・菊池登志子・半田正

Incomplete Revolution, Adapting to Women’ s New Roles,

樹編『交響する社会―「自律と調和」の政治経済学―』ナカニ

Cambridge: Polity Press, 2009.

シヤ出版、227 － 250 頁

大沢真理（1996）
「社会政策のジェンダー・バイアス－日韓比較のこ

平山洋介（2012）
「成熟時代の住宅政策 持ち家社会を超えて」
、
『世

ころみ」
、原ひろ子・前田瑞枝・大沢真理編『アジア・太平洋地
域の女性政策と女性学』新曜社、25-96 頁 .

界』2012 年 8 月号 221 － 233 頁
ボルザガ、C. ／ J. ドゥフルニ編（2004）内山哲朗・石塚秀雄・柳沢

大沢真理（2002）
『男女共同参画社会をつくる』NHK ブックス

敏勝訳『社会的企業

大沢真理
（2005「
）逆機能する日本の生活保障システム－社会保険の

経 済 評 論 社。 原 書 は、Borzaga, Carlo and Jacques Defourny

空洞化と少子高齢化－」
、
『国際ジェンダー学会誌』第 3 号、35

（eds.）
（2001）The Emergence of Social Enterprise, London:

－ 61 頁

雇用・福祉の EU サードセクター』日本

Routledge.

大沢真理（2007）
『現代日本の生活保障システム

座標とゆくえ』

三浦まり（2003）
、
「労働市場規制と福祉国家－国際比較と日本の位

岩波書店

置づけ」
、埋橋孝文編『比較のなかの福祉国家 講座・福祉国家

大沢真理（2010）
『いまこそ考えたい 生活保障のしくみ』岩波ブッ
クレット

のゆくえ 2』ミネルヴァ書房、109-33 頁
宮本太郎（2002）
「グローバル化と福祉国家の政治－新しい福祉政

大沢真理
（2011a「
）社会的経済の戦略的意義―EU と日本の 2000 年代

治の文脈」
、宮本太郎編『福祉国家再編の政治』
（講座・福祉国
家のゆくえ 1）ミネルヴァ書房）
、1 － 35 頁

経済社会ガバナンスを対比して」
、大沢真理編『社会的経済が
拓く未来―危機の時代に「包摂する社会」を求めて―』ミネル

宮本太郎（2008）
『福祉政治―日本の生活保障とデモクラシー』有

ヴァ書房、13 － 44 頁

斐閣

大沢真理
（2011b）
「危機や災害に脆い社会を再構築するために―「男

宮本太郎（2011）
「レジーム転換と福祉政治―包摂と承認の政治学」
、

性稼ぎ主」型からの脱却を―」
、
『女性と労働 21』No.78、29 －

大沢真理編『ジェンダー社会科学の可能性第 2 巻

41 頁

へ 労働と生活の保障』岩波書店、191 － 214 頁

承認と包摂

大沢真理（2011c）
「経済学・社会政策の再構築―生活保障システム
論」
、大沢真理編『ジェンダー社会科学の可能性

第2巻

承

認と包摂へ 労働と生活の保障』岩波書店、21 － 41 頁

註

キャンベル、ジョン・クレイトン（大沢真理訳）
（2008）
「国際比較
のなかの日本介護保険」
、編集委員：上野千鶴子・大熊由紀子・
大沢真理・神野直彦・副田義也『ケア その思想と実践 5

ケ

アを支えるしくみ』岩波書店、169 － 188 頁

大幅な加筆をおこなった。

2 日本の雇用者の健康保険（政府管掌健康保険、組合管掌健康保
険）の給付では、
「傷病手当金」にあたる。国民健康保険には

佐々木昇（2010）
「ドイツの雇用問題と「ハルツ」改革」
、
『福岡大学

同様の給付はない。傷病手当金は、被保険者本人が傷病で勤務
を休む場合、その 4 日目以降の休んだ日にたいして、標準報酬

商学論叢』54
（2/3/4）
, 191-210 頁
佐藤岩夫（2009）
「
「脱商品化」の視角からみた日本の住宅保障シス
テム」
、
『社会科学研究』60
（5･6）
、117 － 141 頁

日額の 3 分の 2 に当たる額を支給するものである。ただし休んだ
期間について事業主が傷病手当金の額より多い報酬を支給する

借地借家法改悪反対全国連絡会（2010）
『東京大学社会科学研究所
佐藤岩夫教授の講演

1 本稿では大沢 2011c をもとに、直近までの研究動向を反映する

住宅政策と借家法の在り方を考えよ

う』

場合は、傷病手当金は支給されない。健保の給付を受ける被保
険者の件数にたいして傷病手当金の給付の件数は、1980 年頃に
は 1％程度であり（組合健保の方が低い）
、2000 年にかけて低下

シャルプ、フリッツ・W（2005「
）グローバル経済化の国際競争力と

してきた。金額的にも被保険者への給付総額の 5、6％程度であ

福祉国家－社会保障・雇用・税制の類型分析－」
、山口二郎・

る。これは企業の側で傷病のため休む制度（有給）が普及して

宮本太郎・坪郷實編著『ポスト福祉国家とソーシャル・ガバナ

いることを反映している。人事院の民間企業の勤務条件制度等

ンス』ミネルヴァ書房、131 － 162 頁

調査によれば、最近では病気欠勤・休暇制度がある従業員の比

新川敏光編（2011）
『福祉レジームの収斂と分岐

脱商品化と脱家

族化の多様性』ミネルヴァ書房

員数が 50 人以上 100 人未満の企業の従業員では、制度をもつ従

セン、A．
（1999）池本幸生・野上裕生・佐藤仁訳『不平等の再検討
―潜在能力と自由―』岩波書店

率は 83.4％である。企業規模が大きいほうが比率は高く、従業

原書は Sen, Amartya（1992）
,

Inequality Reexamined, Oxford: Oxford University Press.

業員は 53.5％にとどまる（人事院 2010 年報道資料「平成 21
年民間企業の勤務条件制度等調査結果の概要」
）
。

3 初期の 4 類型論については、大沢 2007：46 － 50 を参照。

武川正吾（1999）
「住宅政策―住宅市場の変貌―」
、毛利健三編『現

4 三浦は、不安定な市場の力にたいして労働者を守る「社会保護

代イギリス社会政策史 1945 ～1990』ミネルヴァ書房、225 －

（social protection）
」の度合いと範囲を測る指標として、以下の

282 頁

6 つを提起した。①雇用期間の定めがない労働者の解雇からの
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保護、②非典型的労働者にかんする規制、③失業者にたいする
セーフティネット、④積極的労働市場政策、⑤最低賃金、⑥団
体交渉のカバレッジ。また、
以下の 6 つを、
「雇用パフォーマンス」
を示す基準としている。①失業率（標準と長期失業の）
、②若
年者の失業率、③ 55 － 59 歳の男性の就業率、④ 25 － 54 歳の女
性の就業率、⑤男性労働者間の稼得の分散、⑥雇用者総数に占
めるパート労働者の比率［Miura 2001］
。
スクラッグスの公開データを用いて、
5 稗田健志は、
18 か国の疾病・
失業・所得比例年金の賃金代替率について、1980 年、1990 年、

2000 年の各数値とともに、1980 年から 2000 年にかけての増減
を紹介している。18 か国のうち、疾病給付では 7 か国、失業給
付では 10 か国が代替率を下げたのにたいして、所得比例年金で
は。フランス・ドイツ・スウェーデンでの低下とカナダ・イタリ
ア・イギリスでの上昇があり、18 か国平均では上昇したという。
日本は疾病給付でやや上昇し、失業給付でやや低下しており、
所得比例年金では 2000 年の数値しかない
［稗田 2011］
。日本の
傷病手当金の支給率は、従来、標準報酬日額の 60 ％であり、

2007 年 4 月から同 3 分の 2 に引き上げられた。スクラッグスのデ
ータで日本の疾病給付の賃金代替率が順次上がっている理由は
不明である。

6 分子の受給資格者にかんして、自営業層（業主と家族従業者）
には、疾病保険（休業補償の現金給付）と失業保険が適用され
ず、年金も任意加入の国が少なくなかった。その場合に自営業
層が厚いと普遍主義のスコアが低くなる。自営業層にたいして
も休業・廃業への所得補償が導入され、年金の適用率が高くな
ることは、普遍主義化と表現して不自然ではあるまい。
「物
7 2009 年までに合意された貧困・社会的排除の第 1 次指標に、
質的剥奪」が含められた。そこには、住宅ローンないし家賃の
滞納金の支払いを賄うことができなかったという項目、そして
暖房を賄えなかったという項目がある
［大沢 2011a：21、41］
。
「福祉レジー
8 佐藤は、2010 年におこなわれた講演の記録では、
ムと持家率・借家率の国際比較」と題する表で、
南欧諸国を「
【家
族】
」の福祉レジームに分類し、
日本については 1993 年では「
【企
業】
」
、2007 年では「
【市場】
」と特徴づけている
［借地借家法改
悪反対全国連絡会 2010: 13］
。
「
【家族】
」のレジームの指標を明
示することが望まれる。

9 大沢真理監訳による日本語版である。英文の原書にはマイナー
な誤りが少なからず散見され、エスピン＝アンデルセンに確認
のうえで日本語訳では訂正した。原書と日本語訳が異なる箇所
は、日本語訳が正しいため、引用は日本語訳からおこなう。
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多文化主義とジェンダー：
憲法理論の視座から
志田

Ⅰ . はじめに―マイノリティ集団
の中のマイノリティ

陽子

った法理によって文化的マイノリティへの尊重を示す
傾向が現れて以来、この問題が活発な討議の対象とな
っている。これらは、被告が無罪または刑の軽減を求
めるさいに使われたり、民事裁判で男性が妻から離婚

多文化主義は現在、《文化の多様性を尊重する》と

請求や子の引き渡し請求を受けたときに使われる抗弁

いう抽象的な理念としては、リベラルな立憲国家にお

である。妻への家庭内暴力、低年齢の女児に対する結

いても国際社会においても大方の支持を得ている。し

婚強制、割礼や性器切除、入墨や儀式のための創傷

かしこれらの理念が現実の政策として推進されると

ceremonial scarring、親子心中（親が子を殺して自分

き、リベラルな立憲主義に立脚した諸制度・諸規範に

も自殺するという日本独特の自殺スタイル）などの事

ついて再考を求めるような争点も生じる。一方、男

例がある 5。

性・女性間の不公正な役割分担固定や、性的マイノリ

これらのうち、入墨や儀式創傷については、当該文

ティに対する不公正な社会的劣位化を問題とするジェ

化の共有者からすれば、文化的表現の一場面となりう

ンダー論 も、リベラルな立憲主義に対して一定の再

るので、その禁止や規制は「表現の自由」の領域で問

考を求める議論だった。この流れについては一定の成

題となりうる。入墨や創傷など、身体に対する加工を

果は見られるものの未解決の問題を残しつつ停滞して

伴う表現については、その自由と、身体・健康に配慮

いるとの指摘もある 。この停滞の一因として、多文

する国家の利益とが衝突することになる。

化主義とフェミニズムの関係の難しさがあるのではな

イギリスの政治学研究者フィリップス（Phillips,
Ann）によれば、文化的多様性への尊重から裁判実務

1

2

いか。
近年、多文化主義に基づいて文化集団の独自性（ア

でこれらの法理を採用するようになったイギリスで

イデンティティ）を尊重することと、当該集団内のジ

は、この傾向がかえって文化的マイノリティへの冷淡

ェンダー問題や性的マイノリティ問題の克服という課

視を招く、との懸念も指摘されている 6。ここで懸念

題とが、衝突する場面が意識されるようになってきた。

されている事柄の要点は、次の 3 点に整理できるだろ

ここでは、多文化主義を認めることは集団内の家父長

う。

制的文化（ジェンダーやセクシュアリティに関する不

1）人権規範およびジェンダーの観点からは、被害者

平等やバイアス）を尊重をもって放任することになる

の救済・状況是正が困難になることが懸念され

のだろうか、との疑問が生じる。多文化主義の主張主

る。とくにある集団の生活文化 life-culture 自体が

体であるマイノリティ文化集団の中に存在するマイノ

ジェンダー化されているとき、ほとんどのジェン

リティ問題という意味で、これは「マイノリティの中

ダー不平等問題や家庭内暴力、性的強制の問題が

のマイノリティ」internal minorities, minorities within

「文化」の名において正当化される可能性がある。

minorities と呼ばれる 3。

ジェンダー論からすればこれは、救済ないし状況

近年、とくに欧米の裁判で「文化の抗弁」「文化へ

是正されるべき問題が「文化の尊重」の名におい

の 配 慮 」cultural defense, cultural consideration 4 と い

て放置されることによって、救済・是正が不可能

030

になってしまう、という「問題」となる。あるい

ば、フェミニズムはそこで停滞する。一方、「ジ

は、より中立的に言えば、ジェンダー理論が関心

ェンダー平等を推進する観点からは、その文化の

事とする女性や性的マイノリティや親権のもとに

その部分は歓迎できない」との議論が転じて、

ある若年者の社会状況は、文化的独自性の尊重の
観点からは（可能・不可能という問題でなく）、
0

0

0

0

0

0

是正や救済を必要としない 領域ということになる
のだが、これに対してリベラルな立憲主義とジェ

「ジェンダー平等の観点からすれば文化的多様性
を認めることは有益ではない」との議論に至るこ
とになれば、多文化主義の歩みも停滞する。
この状況は、立憲主義的見地から見て望ましい

ンダー論（フェミニズム）はともに、これを「問

着地点を探す議論となるよりも、多文化主義とフ

題」と見る視点を共有することになる 7。

ェミニズムの両方に対する政治的保守反動を正当

2）民主政治の観点からは、次のような流れによって

化する方向に向かってしまうのではないか 12。

多文化社会の統合が社会心理的に妨げられること

本稿の主題は、以上のような状況を視野に入れつ

が懸念される。同じ国家内に居住しながら法体系

つ、多文化主義とジェンダーの理論的関係を考察する

の「圏外」にあることを主張して法的責任を免れ

ことである。

ようとする姿勢は、《同じ法に平等に服する人々
＝同じ権利を平等に享受すべき人々》という相互
関係の成立を妨げ、結果的に文化的マイノリティ
の社会状況是正を停滞させてしまう、という流れ
が指摘されている 8。換言すれば、これは多文化
共 生 社 会 9 に 必 要 な「 包 摂 の 政 治 」politics of

inclusion 10 の社会過程が、社会心理的な壁によっ
て成立困難になる、という問題と言える。

Ⅱ . 憲法理論からの視点整理
1. オーソドックスな憲法理論からの整理
こうした問題を考察する土台として、これまでの憲
法論ではどのような原理が提供されてきたか、整理し

また、フランスのイスラム・スカーフ事件（公

てみたい。ただ、それぞれの議論には、複数の原理な

共の場所での宗教的着衣を禁止する政策が、スカ

いし権利との体系的連関があるため、ある論者の議論

ーフ着用を望むイスラム女子学生と衝突した例・

が以下の分類に一対一対応で収まるわけではない。こ

後述）のように、国家が 反平等的な文化に対し

こで大まかな整理を示しておくことは、議論の地図を

て「no」の姿勢を示したとみられるような場合、

見るという意味での前提作業である。大まかな視点整

マイノリティ文化（アイデンティティ）をもつ

理としては、寛容、平等、個人の自律と尊厳、表現の

人々がこれを、公的空間からの排除として受け止

自由・良心の自由、民主主義、集団の自己決定の議

める危険も伴う（スカーフを脱ぐよりも自分自身

論、多文化主義で言われる「文化」の概念の検討、と

が当該の空間から退場する）。このケースには、

いった分類が可能と思われる。

ジェンダー論と多文化主義との関係の困難性を示

Ａ．寛容

す問題が凝縮されていると言える 。
11

少数者文化に対するマジョリティ側の寛容

なお、「表現の自由」保障の意義を民主主義か

toleration という観点は、これらの衝突を考察する上

ら導出する立場をとるか否かは措くとしても、表

での出発点となってきた。しかし現在では、多文化主

現の自由が民主主義にとって重要な意味と作用を

義・ジェンダー論の両方の領域で、寛容論のみでは真

もつものであるという認識は、憲法学の領域で広

の関心に応え得ないと考える論者が多い。総じて、こ

く共有されている。ここからは、ジェンダー論と

の分野の理論的関心はマジョリティの寛容からマイノ

多文化主義の緊張関係が民主過程に及ぼす影響を

リティの自律とエンパワーメントに移ってきてい

考察することと「表現の自由」保障の内容を考察

る 13。たとえばキムリッカは、《自律》と組み合わせ

することに、重要な内的関連があることも了解さ

た上でマジョリティ側の寛容を多文化主義の論拠の一

れるだろう。（後述）

つと見るし、ガットマンも、自律、熟慮民主主義の前

3）現実の社会的・政治的傾向に照らしてジェンダー
平等や多文化共生の推進を考える観点からは、次

提となる相互尊敬といった観点と組み合わせた上で寛
容の価値を肯定する 14。

のようなことが問題視される。1 や 2 の状況が影

しかし、このことは寛容論が不要になったというこ

響して、多文化主義とジェンダー平等論が対立構

とを意味しない。とりわけ宗教的文化集団の中の性的

図に置かれる結果、両者が互いに牽制圧力として

マイノリティ（同性愛者）の権利保護といった問題領

機能してしまう。ジェンダー平等に対して「文化

域では、いまだに虐待や蔑視からの自由という最も古

的伝統の尊重」が優位するという主張が広まれ

典的な問題が克服されていない状況が存在する 15。こ
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うした状況は、彼らへの文化的罪悪視とジェンダー的
劣等視とが絡み合って彼らが排除される理由となって

Ｄ．表現の自由、良心の自由
冒頭の社会状況の考察でも触れたイスラム・スカー

きたという特殊な歴史的文化的背景が関係している。

フ事件は、憲法論としてはたしかに宗教をめぐる国家

したがって、我々は

と共同体の問題・国家と個人の問題である。が、その

古典的な寛容原理の再確認が求

められる場面も存在することを見落とすべきではない。

一方で、大変素朴には、「良心の自由」「表現の自由」

Ｂ．平等

の問題としても見ることができるのではないか。当事

平等 equality は文化的マイノリティ、ジェンダー・

者の事情に即して見ると、敢えて素朴に「良心の自

マイノリティの両方の主張に通じる観点であり、多文

由」「表現の自由」という側面からの再構成を試みる

化主義もフェミニズムも何らかの形で平等論に立脚し

価値もあるのではないか。この点は、ある程度の整理

ていると言える。ここでは両方の議論を同一の線上で

的考察を踏まえてから、後にもう一度触れることにし

とらえることができる半面、具体的政策の場面で、

たい。

「ここでは何における平等を優先するべきか？」とい

表現の自由と多文化主義の関係を大きく整理する

16
。
う争奪関係も生じうる（総論で共闘、各論で競合）

と、多文化的な表現欲求のうちのかなりの部分が通常

憲法やこれに隣接する領域の議論を見ても、理論的

の「表現の自由」の射程に入ることになり、両者は共

な共通性・共闘可能性を強調する議論と、現実におけ

促進的な関係に立っていると言えるだろう。そして、

る競合・衝突・内部抑圧の問題を強調する議論とに分

そこに吸収されずに残る部分をリベラルな「表現の自

かれる。この分け方で見ると、多文化主義とジェンダ

由」と呼び分ける意味で「多文化主義」（狭義）と呼

ー論の共闘可能性を見る議論としては、カースト（平

ぶとするならば、その意味での多文化主義は論理上つ

等な市民的地位論）、リチャーズ、D. コーネル（自律

ねに「表現の自由」の外部にあることになり、この部

的個人として平等に尊重される権利）の議論が挙げら

分については、多文化主義と「表現の自由」とは、し

れる 。一方、両者の具体的場面での衝突の深刻さを

ばしば緊張関係に立つ。ただ、憲法理論の側からこう

強調する論者として、デヴォー、フィリップス、ソン

した「引き算」的な概念規定をすることは、「多文化

グ、アイゼンバーグ、オキンといった論者が挙げられ

問題」として出された主張や問題提起を、これまでの

る 。

憲法理論の中で応答可能であれば議論不要なカテゴリ

Ｃ．個人の自律、尊厳

ーであるかのように錯覚し、手持ちの理論で応答でき

17

18

多文化主義は文化的アイデンティティをもつ集団

ない問題であれば憲法秩序の「外部」に置いてしまう

を、ジェンダー論は「女性」「性的マイノリティ」と

危険がある。筆者自身は「多文化主義」についてこう

いった集団を、救済の対象とする。そこでこれらの議

した考え方をとるものではない。たとえばキムリッカ

論は、《権利の主体は集団か、個人か》、という問題を

は、多文化主義を確認すべき初期の段階においては、

提起することになる。
こうした中でも、その集団に属する個人の《自律》

先住民のマイノリティ文化表出の選択的な禁止があ
り、まずはこの禁止を解く必要があったことを指摘す

autonomy や《尊厳》dignity を可能にするために 集団

る。こうした問題は、理論的には多文化主義を標榜せ

のマイノリティ状況に着目する議論がある。こうした

ずとも立憲主義的な「表現の自由」に吸収され、また

議論は、本質的には《個人》の救済を目的としてい

マイノリティ文化集団の権利を標榜せずともすべての

る。リベラリズムを論証の立脚点とするキムリッカや

個人に保障されるべき普遍的権利内容としての「表現

リチャーズ、また法社会学的な考察手法から「平等な

の自由」の枠組みで対処されるべき問題ではあるが、

市民的地位」と「包摂の政治」を主張するカースト

多文化主義の主張が必要となった第一段階においては

は、先に見た「平等」の観点と同時にこの立場にも属

まずこうした問題局面が存在することの認識が求めら

する 。本稿では、個人の自律の観点と、その「平等

れていた、ということは明記しておくべきだろう 21。

19

な」保障という観点を組み合わせた議論として、リチ

異なる文化や価値観をもつ複数の集団が共存すると

ャーズおよびコーネルの議論を参照した。これについ

き、そこには常に不一致や衝突がありうる。「表現の

ては、後に再び扱う。

自由」を保障し民主主義の政治プロセスを採用する社

また、多文化主義と日本国憲法との関係に関する日

会は、不一致が存在することを前提として、これの解

本の学術的議論においては、多文化主義に基づく権利

決を、支配従属関係の固定（身分制）や暴力ではな

保障の根拠を 13 条（幸福追求権）に求める見解があ

く、相互尊重的な方法ではかる回路を持っていること

る が、こうした見解は、このカテゴリーに入ると思

が当然に期待されるはずである。しかし現実には、こ

われる。

の不一致からさまざまな問題が発生する。自己のアイ

20

デンティティの表明（たとえば同性愛者のカミングア
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ウトの自由の問題）や、自己の抱える「親密圏の問題

のひとつとして認め、さらに、従来の主権概念を超え

の告発」をどこまで・どのように確保することができ

た多重的な政治的権威を認めることで、この集団の権

るのか、という問題が、ここでは問われることにな

利を実質的に認めることを提唱する 28。ただし、この

る 22。また、ここで自己の所属する文化の表明をもっ

タイプの議論では、集団に優位する個人の権利とし

て自己アイデンティティの表明をすることは、「良心

て、離脱の権利などが考慮されている 29。このような

の自由」の保護を受けるべき一場面であるとする議論

政治的な自己統治の権限を集団に認める場合、当該集

もある 。

団内の個人には「離脱の権利」を保障するとともに、

23

Ｅ．民主主義に基づく議論

当該集団に対しては、次の 2 で見るような責務を課す

多文化主義の主張には、主流国家内での政治プロセ

べきだろう。この集団的権利はもはや個人の権利とは

スにおいて包摂の強化をもとめるものから、主流国家

異なり、一定の統治権力を伴うものであるため、それ

からの政治的独立性を求めるものまで、幅広い違いが

に見合う責務が発生すると考えるべきだからである。

ある。こうした中で、民主主義に基づく議論の多く
が、多文化主義およびジェンダー論が提起する諸問題
とその調整のニーズを、通常の民主過程の中にいかに

2. 多文化主義における「文化」と「平等」の再考

包摂していくかという問題に取り組んでいる。たとえ

次に、多文化主義において「文化」というタームが

ば、この方向を強く示す論者の一人であるガットマン

使われた経緯にさかのぼって再検討する議論を見てお

は、多文化主義の特徴の一つとされる「アイデンティ

きたい。それによれば、「文化」は、人種差別や民族

ティ・ポリティクス」を熟慮民主主義の正当な参加方

差別の恣意性を洗い出す議論の中で前面に出てきた観

法の一つに組み入れ、文化的マイノリティの主張をそ

点だった。これは、本質的生来的な優劣階層というも

こでの討議事項へと組み入れている 24。また、バルキ

のは存在せず、文化の差異が存在するのみであるとい

ンは、ステイタス論（現代社会における事実上の身分

うことを主張するための観点である。このように、多

制問題）の中に文化的尺度から生じる優劣関係の問題

文化主義における「文化」は、その出発点からして、

を位置付け、これを民主的社会の実現という憲法的要

交流による変容可能性を受け付けない「本質主義」

請に照らして反憲法的状況であると論じ、多文化主

essentialism 的 な 捉 え 方 を す べ き で は な い こ と に な

義・ジェンダー論の両方に通じる「民主社会」の議論

る 30。こうした理解からは、「文化」という概念は、

可能性を示している 。

以下のような問い方で使われることになる。

25

熟慮民主主義をベースとした近年の議論では、文化

―多様な文化的価値に関して偏向のない視点で多文

的マイノリティと女性との調整は慎重を要する問題が

化主義の要求する課題に応えていくことは可能か。

多いので、切り札としての権利の発想よりも異文化間

―西欧中心パターナリズムによる「良い文化・悪い

の熟慮・討議を活性化させる方向が望ましい、との立

文化」「本物の文化・偽なる文化」の裁定に陥ること

場もある 26。

なく

Ｆ．集団の自己決定権

見分けることは可能か。

多文化主義政策や権利保障を要する「文化」を

ここまでの議論は、かなりの程度、リベラルな立憲

―また、そうした偏見や裁定に陥ることなく普遍的

国家の枠組みの中に吸収できる問題だったが、文化的

人権やジェンダー平等のほうが優先されるべき状況

マイノリティ（主に先住民族）の集団として自治権を

（条件）を適切に抽出することは可能か。

認めるか、認めるとしたらどこまで認めるか、という

これらの問題についてフィリップスは「文化なき多

問題は、この枠組みへの大きな再構成を含む。そし

文 化 主 義 」multiculturalism without culture を 提 唱 す

て、これらの集団的権利を認めることが、多文化主義

る。これは 政策的に考慮すべき価値ある「文化」と

は《マイノリティ集団内部のマイノリティ》を救済不

は何か、という議論を立てずに、「人間は人間らしく

可能とするのではないか、という懸念をもっとも強く

生きるために何らかの文化を必要としている」という

生じさせる。

認識に基づいて、損傷を被っている文化を保護する、

アイゼンバーグは、先住民を含めて植民地支配の禍

あるいは回復する、という議論である 31。

根を残している集団の場合はとくに、西欧型の権利論

この姿勢は、先に見た法学者たちの議論にも共通す

による紛争解決を押しつけることよりも、法的権利に

る。コーネルは、あらゆる文化に対して「平等な尊

よって守るべき「価値」は何か、という根底の議論が

重」の観点をとる 32。ガットマンは、同じく「平等な

必要であるとする。そして、この「価値」の議論の中

尊重」という観点をとることで、「尊敬すべき不一致」

に「アイデンティティ保護の要求」が含まれる、とす

と「尊敬すべきでない不一致」とを区別し、他集団へ

る 27。一方、ホルダーは、集団の自決権を基本的人権

の侮蔑や排撃を目的とした文化は多文化主義的考慮対

多文化主義とジェンダー
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象から除外しているが、それ以上の価値選別に立ち入

ティ（集団）の間に生じた歴史的不公正をどう是正す

ることはせず、その議論を熟慮民主主義のプロセスに

るかという問題として論じられてきた。ここでは、土

組み入れている 。

地使用に関する不平等で一方的な取り決めや、殊更に

33

ここでは、先に見た［B］の「平等」論よりもメタレ

自尊を剥奪する政治的扱い（無力化）や、エスノサイ

ベルにある論理としての「平等」の要請が、普遍的な

ド（文化の消失による民族の消滅）、植民地支配など

ものとして採用されているように思われる。たとえば

の歴史的経緯が問題とされる 35。また、これが社会の

コーネルは、諸個人が「自らの同一化を自分のものと

中に偏見（ステレオタイプ、スティグマ）として残存

して主張する…アイデンティティ形成に関わる諸権

し私的差別の原因となっている場合に、国家がどこま

利」の承認を、自らの権利とするのであれば、他のマ

で是正介入をおこなうべきか、といった問題も残る 36。

イノリティ集団に自己同一化している人々に対しても

こうした問題への取り組みは、集団の権利の「回

それを認めねば、道徳的一貫性をもちえない とする

復」であって、特定の集団に特権を認める議論ではな

が、こうした議論にその姿勢が現れている。

い 37。また、リベラリズムに立脚した個人の権利（普

34

つまり、多文化主義の法的根拠を自律その他のどこ
に求めるにせよ、多文化主義に基づく主張として権利
を主張するのであれば同時に、他のすべての集団（に

遍的人権）保障を目的とする観点（前項 C、D）から
も救済・是正の必要は十分に確認される。
ここでは、多文化主義とジェンダー平等の主張は、

属する諸個人）にも同じ原理および権利が妥当するこ

同じ状況を被ってきたマイノリティたちが同じ回復の

とを平等に認めるべきである、したがって多文化主義

方向を目指すための主張として同調しうる。より具体

に基づく配慮を求める者たち自身もこの要請には服す

的に言えば、ここでは多文化主義の主張主体である文

ることになる、という、普遍的なロジックとしての

化的マイノリティとフェミニズムの主張主体である女

「平等」要求が採用されているように見える。こうし

性・ 同 性 愛 者 が 同 じ タ イ プ の《 周 辺 化 》

た平等のロジックは、集団間の関係と同様、ある文化

marginalization やスティグマタイズ stigmatize を被っ

集団の中のマジョリティとマイノリティとの関係につ

ており、さらに単純すぎる公私二分論による《私事

いても当てはまるはずである。つまり、ある文化的マ

化》privatization によって、状況の不公正性が不可視

イノリティ集団が国家に対してそのマイノリティ状況

化されている。女性は過剰な美徳の要求（とくに政治

0

0

0

0

0

0

の集団としての是正や自治権を求めるのであれば、当

的無力性を美徳とするスクリプト（筋書き））によっ

該集団の中で同じマイノリティ状況が存在するとき、

て、先住民は自己統治の困難な人々への保護という形

これを是正しようとする個人や小集団の自律を封殺し

での《政治的無力化》によって、また同性愛者、外国

てはならないという責任が、当該文化集団に課される

人、少数派移民は社会に不安を与える者たちへの社会

ことになるはずである。したがって、ジェンダーの観

的監視という形で、マジョリティが期待する筋書きに

点から見た諸問題についても、この責任を引き受けな

おける《周辺的存在》を担ってきた。スクリプトの内

いままで自集団の文化の「尊重」を求める権利だけを

容は集団ごとに異なっているにしても、このようにな

主張することはできないと言って良いのではないか。

んらかの《スクリプト》を負わされることによって均

こうした論理を基礎とすることは、立憲主義的観点

衡を欠く負荷を負っている集団という意味では、これ

から見ても理にかなっていると思われる。しかし同時

らの集団は同じ問題を共有しているのであり、このス

に、ここで行われる「選別」が実際問題として偏見を

クリプトからの解放と問題の可視化という点では、こ

内包した「良い文化・悪い文化」の選定に陥っていな

れらの集団は同じ克服課題を抱えてきたと言える 38。

いかどうかについては、常に具体的文脈に照らして検

Ｂ．第二段階

討・検証を要することになるだろう。

これに対して、文化集団内のマイノリティ問題（女
性や同性愛者など）は、遅れて意識されるようになっ

Ⅲ . 区別すべき諸問題
1. 多文化主義の二つの段階
前項の議論から、多文化主義を次のような二つの段

た 39。文化的マイノリティ側が 主流国家に対して か
なりの程度、自文化を尊重するように求めることがで
きる段階に至ったときに、これに伴ってこの遅れてい
た問題意識が議論の前面に出てきた、と言えるだろ
う。裁判の場面で言えば、冒頭に見たように、文化的
マイノリティが「文化の抗弁」を獲得したことで、多

階に整理できるのではないか。

文化主義がジェンダー平等の推進を阻む壁となりうる

Ａ．第一段階

という問題が明確に意識されるようになったのである。

多文化主義は、主流国家（集団）対文化的マイノリ

034

ここでもしも多文化主義の名で主張される権利を

《文化的変容を拒否する集団的権利》と見るならば、

る。ここで家庭内暴力や結婚強制からの救済を求めて

集団内のマイノリティは司法過程によっても民主過程

親の意向に逆らったり、夫に離婚を請求するといった

によっても救済不能（不要）ということになるが、仮

手段に出た女性が、訴訟を起こしたあとに元の家庭内

にこの考え方をとるとしたら、それはもはや歴史的損

秩序に無事に戻って生活することは困難に違いない。

傷を被った文化的集団の保護や回復という局面を超え

したがって、「文化の抗弁」によって自分の訴訟提起

て、特定文化集団内のマジョリティに特別な免責特権

が奏功せずに終わる可能性が高いとなれば、ほとんど

immunity を与えることになるのではないだろうか。

の女性は、その後の家庭内状況の悪化を恐れて、法的

リベラルな立憲主義に基づくマジョリティ社会の中

救済を求めること自体ができなくなるだろう。

でも、ジェンダー問題、性的マイノリティ問題への対

そのように考えてみると、刑事裁判で妻や子に対す

処は遅れてきた。主流社会のマジョリティにおいても

る暴力を「文化の抗弁」によって減刑する場面があり

これはまだ引き続き努力を要する課題である。その中

うるにしても、当該の妻や子どもが自分自身の身柄に

で、文化的マイノリティにおけるジェンダー・マジョ

ついて救済を求めた場合については、これらの個人に

リティだけがこの課題を免除されることが、公平性の

対して別途の保護が必要である 42。この問題は次の、

回復として正当化できるかどうかは疑問である。オキ

行為者への制裁か被害者への福祉的政策か、という分

ンはこの方向に明確に反対し、ジェンダー的不公正性

け方に沿って確認する必要がある。

を克服するという課題は、文化的マイノリティもとも

制裁的政策と福祉的政策

に等しく負うとする 。またフィリップスは、「文化

国民の生存と権利を保護する国家の責務の観点から

の抗弁」のうちかなりのものがリベラリズムとの対話

見て望ましくない文化的慣行があるとき、これを改め

を閉ざす「本質主義」に陥っており、これは保護の対

るよう促す政策としては、刑罰や不利益をもって対処

象とすべき多文化主義の内容とは異なっていると見

する禁止的な政策と、救済を求める個人を救済するこ

41

る 。

とを目的とした福祉的方策の違いを認識すべきであ

本報告では、フィリップスのこの議論に現れている

る。

40

段階分けの考え方を重視したい。それは、上記のよう

国家が、救済を要する個人への福祉的救済を提供す

な論者が第二段階の問題について示す疑念や批判を、

ることなく集団への禁止的政策を採用する場合には、

第一段階の多文化主義問題の克服の必要性までも否定

集団の中のマイノリティは板ばさみ状態に置かれ、お

する方向で受け取ることは避けるべきだと思われるか

そらく、さらに私事化された状況に追い込まれる。イ

らである。

スラム・スカーフの事例は、これに当たってしまうの
ではないか。スカーフ着用の禁止命令を受け、違反に

2. 解決の手段と「生存」の意味

対して退学などの不利益を受けるのは、着用している
本人であるが、ここで退学となった女子学生は、その

文化的マイノリティ問題やジェンダー問題を調整・

まま家庭内および近隣の文化集団域内だけで生活する

克服するための憲法論を考えるにあたっては、解決の

ことになり、状況は完全に私事化・不可視化されてし

手段の種類や、「存続」「生存」の名において保護が求

まう。また、先に見た「文化の抗弁」の例で言えば、

められる事柄について、区別しておくべき事柄がいく

当該の被害者を保護する政策を検討・採用することの

つかある。多文化問題やジェンダー問題にはさまざま

ほうが、家庭内虐待を行った男性を処罰するか「文化

な克服方法がありうるからである。

の抗弁」によって免責するかという議論よりも緊要な

政策課題と司法救済

課題であり、ましてこの種の文化慣行を連想させる外

公正な雇用の促進や、就学に関する優遇措置、家族

装表現を禁止することよりも緊要な課題であろう。

関係に関する法律の内容など、政策課題として文化的

こうした福祉政策には財源が必要であるために実現

マイノリティ問題とジェンダー問題の克服を考えるさ

しにくいという政治的事情があるにしても、だからこ

いには、公正な扱いの回復を必要としている《集団》

そ規範論としてその必要性を確認することが、憲法論

の存在が前提となる。ここでは、先に見たガットマン

に課された役割だろう（社会権を規定している日本国

やアイゼンバーグやデヴォーらが論じるように、民主

憲法についてとくに言えることである）。多文化共生

的討議の不可欠の一環として「集団の権利」および

社会を実現することを理念として受容した国家であれ

「当該集団のアイデンティティにとっての価値」の議

ば、このコストは国家の責務として支払うべきコスト

論が必要である。
一方、個別の司法的救済の場面では、すでに救済を
求めることを自己決定的に選択した《個人》が存在す

となるのではないだろうか。
純粋な文化事項と生存に関わる事項
多文化主義に理解を示す言説においては、文化と生
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存を分けないことが《多文化主義について理解ある見

ンティティに限定する必要は以前より後退してきたと

方》とされる傾向があるように思われる。これは、ひ

言える。ここでは「家庭内暴力の被害者」という状況

とつには、文化は当事者（集団または個人）の《尊厳

に置かれたすべての個人に普遍的に妥当するものとし

ある生》のために不可欠である、との認識を訴えるこ

て、要救済状況を定義する作業のほうが重要になって

とに力点が置かれていたからだと考えられる。また、

きた、と言えるだろう。

多文化主義の主張の本質を文化集団の存続の問題に見

問題枠組みをそのように、文化・宗教を自由に選び

る議論の中では、そこで言われる「存続」は最初から

うるものとしての家族と個人の生命・身体・健康（を

当該集団の存続の指標となるような文化の存続を問題

保護すべき国家）との関係へと解消することは、家族

にしているのだから、そこに所属している諸個人の生

を含むより大きな集団を想定する多文化主義の意味を

命身体の問題は議論の対象とはなっていない。そうし

消失させてしまうことになるだろうか。筆者は、先ほ

た事情が相まって、多文化主義という議論カテゴリー

ど見た多文化主義の二つの段階を区別する議論を採用

の中では、「文化」と生命・身体的な「生存」との区

しつつ、家族内の虐待などの問題については、このよ

別が曖昧になるきらいがあったように感じられる。こ

うに議論の土俵を「多文化主義」から「家族と個人（を

こに鋭い光を当てたのが、本稿で見てきたような「マ

保護する国家）の関係」へと移しても、「多文化主義」

イノリティの中のマイノリティ」の議論だった、と言

の政治的主張および学術的理論の本質的な意義（先に

うこともできるだろう。

見た第一段階の議論）は損なわれないのではないかと

これらの議論から明らかになってきた事柄として、

考えている。

純粋な文化的事項と生命の保全がかかわる事項とはや
はり区別すべきである、という確認は必要だろう。当
事者の生存や身体的健全性そのものが深刻な危険にさ
らされている状況が認められる場合には、国際社会に
おける合意蓄積の方向と同様に、国内の文化集団内の
問題についても、普遍的人権の観念に照らして被害を
被っている当事者の救済を優先すべきではないだろう

Ⅳ . 表現の自由・良心の自由としての
「アイデンティティ表明の自由」
1. 自己存在表明の自由 45

か。内容から見て当事者の生存や健康に深刻な被害を

皮膚・毛髪の色などの身体的特徴とは異なり、宗教

生じさせる可能性のある事柄、不可逆的な身体の欠損

や文化やライフスタイルというものは、表出せずにお

を伴うような事柄については、共同体は当事者本人の

けば、表面的には不利益の対象にはならない。しか

意に反してこれを強制することはできず、また、まだ

し、こうした人々にとって、「秘匿している限りにお

自己決定能力の認められない幼年者に対しては、不可

いて市民として尊重される」というのは、一面では国

逆的な身体の欠損・刻印は国家が禁止しても良いので

家（マジョリティ文化）の要請に問題なく 適応しつ

はないか 43。（ただしこれが不要な「国家の監視的介

つ、もう一方の内面で、自らのアイデンティティを忌

入」を正当化する方向に転じることのないように、自

むべきもの、劣ったものとして認知することを事実上

発的意思表示の困難な幼児への虐待問題を除いては、

強要されることにもなる。そうした自己の二重性に問

被害者当人の自発的な意思表示を待つ必要がある）。

題 を感じる人々が、自らの自尊的社会生活のために

こうした問題への対処は、「多文化主義とジェンダ

0

0

0

0

0

0

「カミングアウト」―自己のアイデンティティを表

ー」、「多文化主義と憲法」という枠組みをとらなくて

明する言論 self-identifying speech 46 ―を行うとき、

も、家族内で人権侵害状況にさらされている者がある

それによって失職や退学などの不利益をこうむること

とき「家族」という親密圏内に法がどこまで介入すべ

になるとすれば、この「表現の自由」やその内奥にあ

きかという議論一般に解消できるものかもしれない

る人格的自由としての ｢良心の自由｣ は、真に保障さ

（家族によっては特定の文化規範や宗教に強く傾倒

れているとは言いがたい。ここでは、「表現の自由」

し、その遵守こそが当該家族を成り立たせている重要

の確保は、実社会の中での「平等保護」の達成と不可

な絆だと考える家族もありうる、ということはここに

分の関係にあるのである。平等が達成されていなけれ

織り込まれる） 。さらに言えば、「暴力・虐待」の概

ば、「表現は自由だが、そこから受ける不利益は甘受

44

念が物理的なものから精神的虐待（モラル・ハラスメ

しなければならない」という結果が待っていることに

ント）へと拡大するに伴って、加害者が女性で被害者

なるからである。この事情は、アメリカでは同性愛者

が男性という構図も多く認識されるようになってきた

の権利の議論の中で、強い深刻さと説得性をもって展

ことからすれば、ここでの要救済カテゴリーを「女

開されてきたが、多文化主義全般にも敷衍できる問題

性」「子ども」「老人」といったマイノリティ・アイデ

である 47。
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アメリカでは、軍隊において、同性愛者であること

た、教育の場で「多文化教育」の是非が論議され、共

を秘匿しているならばその件を問わずに採用するが、

通教育事項（canon）をめぐる論争が多文化主義の側

このことを公言した場合には不採用または除隊とな

から出されてきたのも、このことが影響している 51。

る、という策がとられてきた。（Donʼt Ask, Donʼt Tell

これらの議論では、政治的劇場となりやすい公共空間

policy）48。

においては、そこに参加する市民（私人）に対してア

しかし、この政策は、当人の自己尊重感を決定的に

イデンティティの表出を控えることを求めるよりも、

左右し、人格的生存に直結する事柄について苦痛な負

逆に、政府がそれを禁じることによって生まれる「排

荷を与えている点で、「良心の自由」「表現の自由」を

除のメッセージ」の効果のほうが深刻な憲法問題とし

侵害していることが長く指摘されてきた 49。また、こ

て取りあげられるのである。

の種の存在表明は、ある特徴をもつ人々の社会的承認

なお、「表現の自由」にはその傷つきやすさに着目

をめざした政治的表現として、民主主義的観点ないし

した「萎縮効果」が指摘されている。「萎縮効果」と

「包摂の政治」を擁護する観点からも、「表現の自由」

は、過度に広範な法文によって表現が規制される場合

保護の対象となりうる。社会過程における包摂的コミ

や、表現に対して不利益が課されるときには、表現を

ュニケーションの作用を重要な政治ファクターと見る

おこなおうとする者に心理的ブレーキがかかり、結果

カーストは、この観点からカミングアウトの政治言論

的に表現の自由が成立しなくなる、とする理論であ

価値を擁護する 50。

る 52。刑法に代表されるような直接の公権力行使によ

ただし、この場合の言論価値をその政治的メッセー

る不利益でなくても、自らの存在表明が失職・退学と

ジ性に見るとなると、こんどは軍隊における政治活動

いう代償を支払うことではじめて可能になるような状

の禁止原則に抵触する可能性が出てくるのではない

況にある人々は、日常生活・職業生活の中で慢性的に

か。しかし、たとえば同性婚を容認するか否かの政治

極度の萎縮状況に置かれていると言えるだろう。この

的争点をめぐって政治的団体への勧誘や署名活動を行

視点からは、沈黙強制が働いている社会的文化的環境

うような場合と比べてみれば、本人が「自分は同性愛

のほうを問題視し、萎縮的環境の是正をはかることが

者である、それを了解しておいてほしい」と「言う」

求められるのではないだろうか。

こと自体は、非政治的な自己表現に入るだろう。それ
が政治的意味を持つのは、当該アイデンティティの表
出が特殊選択的に抑圧されている社会事情がある場合

2. 宗教表現

に、当該の表現が社会に「気づき」をうながす機会と

多文化主義の主張の多くは、ヨーロッパ中心主義に

して作用しうる、ということであって、すでに当該ア

対する批判を含む。ヨーロッパ啓蒙主義から生まれた

イデンティティに対する差別的偏見を克服している社

立憲主義や普遍的人権の観念も、この批判を免れない

会の中では、それは特段の政治的意味を帯びるもので

不完全性を抱えてきた。近代立憲主義が、フェミニズ

はない。

ムや多文化主義など、さまざまな視角からの批判を展

0

0

0

0

0

むしろ場の公共性ということでは、アメリカの軍隊

開不足の批判として受容しつつ、新たな展開を織り込

や公教育の場について指摘される「劇場効果」の議論

んでいく自省的・可塑的なものであるとすれば、多文

を見ておくことも有益ではないだろうか。カーストに

化主義による批判も、立憲主義・民主主義の展開を促

よれば、軍隊や公教育の場は、多くの国民が当該政府

しつつある重要なファクターだということになる 53。

の考え方を察知する政治的劇場となる。ここでとられ

こうした中で、とくに宗教に関する表現について

る差別的政策は、その劇場外の一般社会にも影響を及

は、特定集団の文化の表現が、政教分離という憲法上

ぼす。軍隊で女性を戦闘任務に就けないものとして扱

のルールと衝突する場合があるため、問題が生じる。

うことや、黒人を知的判断を伴う上級任務に就けない

先に見たイスラム・スカーフ問題は、ヨーロッパで

ものとすることや、同性愛者を軍隊の中に存在しては

はスカーフを着用していた女性に対する憎悪暴力と見

ならないものとして扱うことは、社会一般に対してメ

られる殺傷事件が報道されるなど、焦眉の宗教対立問

ッセージとして作用する。また、公教育の場で何が教

題と見られている。しかしこれは宗教表現であると同

えられ、何が教えられないかという問題は、政府の是

時に、当人たちにとっては上述のような自己アイデン

とする知識は何かというメッセージとして作用する。

ティティ表明の表現でもありうる点で、複数の視点か

二つの世界大戦を通じて、黒人兵士たちが予想以上の

らの考察が必要となる。

任務遂行能力を見せたことが、結果的に黒人の社会的

公共の場で宗教表現を等しく慎む考え方（フランス

地位向上につながったことが指摘されているように、

型）は、宗教的中立のひとつの回答である。この中立

この政治的劇場が社会一般に与える効果は大きい。ま

性は、政治権力と宗教との混線を断ち切り、個人を宗
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教的集団の拘束から解放するという、立憲主義的要請

カーフを着用する女性（女子学生）がいるわけだ

によるものである。こうした宗教的中立は、歴史的に

から、そのことの意味を、社会的現実に歩み寄っ

はともかく理論的には、特定の宗教への《優遇―差

て考えなければならない。そこで以下のような社

別》の傾斜が生じないかぎりは、表現に対する寛容―

会事情が検討すべき事柄となってくる。

不寛容の度合いをさまざまに設定できる。（バーを水

2）自分が所属する民族集団が当該社会の中で置かれ

平に保つという平等原則を守れば、バーの高低は任意

たマイノリティ状況について、マジョリティ社会

に設定できる。その中でフランスは、もっとも禁止の

に対しアピールしようとしている場合。先に見た

度合いが高く、等しく全面禁止としているわけである。
）

多文化主義問題の分類で言えば、第一段階にあた

一方、多文化主義の議論では、むしろ現状が真の意

る文脈での文化的アイデンティティ表明と言え

味での「中立」ではないこと（偽中立性）が問題とな

る。これは宗教表現というよりは、当該社会の中

る。むしろ、特定の文化（西欧キリスト教文化）が自

でマイノリティ状況に置かれた集団の存在を当該

明のものとされている現状の偏向性を明るみに出すた

社会に認識させようとする表現と言うべきだろ

めに、自文化の表明の自由を求めているのである 54。

う。

アメリカでもフランスでも、世俗の習慣と切り離せな

3）とくに家父長制的傾向の強いマイノリティ文化集

いような公共文化の基盤の部分に西欧中心主義（キリ

団の中で、自分が抑圧された状況にあることを知

スト教文化）が深く組み込まれている現状から出発し

らせようとする表現。本稿の課題である「マイノ

た場合、「あらゆる宗教表現を控えること」という命

リティ集団の中のマイノリティ問題」を、言語で

令は、宗教マイノリティにだけ「控えること」を命じ

訴えることはせずに、視覚に訴えているという状

る結果となってしまい、結局は「公共場面ではマジョ

況である。

リティの宗教文化を容認（結果的に同化）せよ」と命

これらのうち（2）の場合は、宗教的表現というよ

じていることになってしまう。政治と宗教の分離の要

りも文化的マイノリティとしての存在表明であり、お

求じたいは宗教的自由を保障するために不可欠のこと

そらくは多くのマイノリティ表現と同じく、着衣に自

として、重要部分において堅持されるべきではある

尊回復の意味を込めるといった表現である。その表現

が 、現実問題としては、宗教と国家（公的場面）と

が同時に宗教的表現とみなされることになる場合、そ

の完全・厳格な分離は不可能 なことなので、完全な

の文化集団のアイデンティティ表明は、当該国家の公

分離を実現しようとすれば文化的マイノリティに不利

共場面では表出不可能となるわけだが、これは政教分

な傾斜が生じ、かえって国家の宗教的中立性に反する

離と宗教的中立性に名を借りた特定集団の排除として

状況に陥ってしまうのである。

作用しないか、ということが懸念される。

55

56

フランスその他の各国で、イスラム文化集団に属す

スカーフを着用した女性たちのそれぞれが、ここで

る女性たちが被るスカーフを禁止する動きが起きた

整理した（2）と（3）のうちのどちらに属するのか

が、この問題は、先に見た自己存在表明の動きと、公

（あるいはそれ以外の事情があるのか）はケースバイ

共空間では宗教的表現を禁じるとした政府の判断が衝

ケースであって、立法者がこれを一律に把握すること

突した例と言える。こうした女性たちがスカーフを被

はできないのではないだろうか。先に「憲法理論から

る理由とこれを政府が禁止する理由は、以下のような

の視点整理：E 民主主義に基づく議論」の項目で見た

複数の事情に分類できる 。

議論を参考にするならば、この種の問題は、こうした

57

1）文化的習慣 vs 宗教的中立性。自分の所属してい

複雑でセンシティヴな事情を把握する作業を含めて、

る文化集団の文化的伝統から来る習慣としてスカ

民主過程における討議事項として位置づける議論が有

ーフを着用している女性に対して、国家が宗教的

益だということになるだろう。

中立性を守るためにその着用を禁止する、という

さらに、スカーフ着用の禁止が強化された背景に

構図である。フランスは、各文化集団の私的領域

は、スカーフの着用は家父長制的な文化の反映である

内では、この文化的伝統および宗教的表現を禁じ

として、ジェンダー平等推進の見地からの主張があっ

ているわけではなく、公共空間においてのみスカ

たことも指摘されている 58。この禁止を政教分離と公

ーフ着用を「宗教を誇示する表現」と見て禁じて

共空間の宗教的中立の要請とは別に、ジェンダー平等

いる。素朴に考えれば、この場合、「それは公共

推進に貢献する方策かという観点から見た場合には、

の場では禁止されている」というメッセージを各

疑問が多い。（2）のタイプの女性に対しては、それ

人が受け取って了解すれば、公私の線引きによる

は不要なパターナリズムということになるだろうし、

《公共空間の脱宗教化》が実現することになる。

集団全体が国家内で不利な状況にある中で、集団内の

しかし現実はそうはならず、公共の場で敢えてス

ジェンダー平等の実現を強制したところで、問題の解

038

決にはならないだろう。しかも着衣という表面的な要

る衝突に対しては、尊重すべき真摯な道徳的対立と見

素による平等の表明をここで強制することは、現実の

ている 61。

平等達成にどれほどの実質的関連性があるかは疑わし

上記のガットマンやカースト、リチャーズの考え方

い。この問題の解決をジェンダー平等という視点から

を総合すると、民主過程の中にある当事者として何ら

見た場合、表現の禁止よりも当該集団の民主的熟議参

かの問題を提起する、あるいは社会の気づきを喚起し

加を促進する道を探るという方向で図られるべきであ

ようとするカミングアウト表現は、たとえ国家の政策

り、表現の禁止はむしろこれを心理的に阻害する要因

と衝突する部分を含むとしても、尊重に値する道徳的

となることが懸念される。また、（3）のタイプの女

衝突として扱われるべきことになるだろう。したがっ

性たちについて言えば、なんらかの福祉的救済策を講

て公共場面での表現を一方的に禁止することは、国家

じることなく禁止ないし退場という不利益を課す方策

の側が行うべきではない法政策ということになりそう

をとることは、これらの女性たち（の抱える問題）を

である。

ますます私的領域内へと追いやり不可視化させること

また、先に見た《ロジックとしての平等》をここに

になり、問題の解決とは逆の方向へ向かうことになる

当てはめるならば、多文化主義的「集団の権利」が認

のではないか。

められる根拠を当該集団のマイノリティ状況に求める

こうしたことを斟酌すると、むしろ、なぜ自己存在

場合、まずは当該集団が集団内の個人に同じマイノリ

証明の自由ではなく政教分離の問題なのか、という部

ティ状況を課すことは許容されないと考えるべきだろ

分をこれまで以上にていねいに洗い出すことが必要に

う。そして、現実の社会状況から見た場合に、国家が

なってくるのではないだろうか。立憲主義的要請とし

集団内の個人（女性や子ども）に対してこのリスクを

て政教分離を貫くことが必要な部分や、当該国家の選

増大させるような方策をとることも、憲法（人権保

択した道としての厳格な宗教的中立性は、それとして

障）の観点から見て望ましい方向とは言えず、許容さ

貫通力をもつだろう。そして、このような意味で政教

れない可能性が高いと見るべきではないだろうか。

分離と宗教的中立性が必要とされる事柄以外の事柄に
ついては、個人の「信教の自由」と並んで「表現の自
由」「良心の自由」の保障が及ぶ余地があると考える
べきではないだろうか。この観点からは、正統性の承
認や支持者獲得を目的とした宗教表現が禁止の対象と
なるのは十分な根拠があることであるし、また「場」
の目的（議場における議事進行や学校における授業）

Ⅴ . 多文化主義、ジェンダー論と普
遍的権利の議論の可能性
1. 適切な抽象化の問題

を害するものも禁止されることには十分な根拠があ

多文化主義は、本稿で見てきたような代表的な主張

る。しかしそうした表現に該当せず、その「場」に要

者の議論によれば、政治的決定主体としての尊重を求

求されている本来の機能や職務遂行と両立可能な表現

める政治的・集団的な主張を最重要の要素としてい

である場合、ある宗教文化に属している自己が存在す

る。とりわけ、憲法学にとって多文化主義を言うこと

ることを表明するにとどまる表現自体は、政教分離・

の意味はどこにあるのか（その主張のうちのかなりの

宗教的中立にまったく抵触しないとは言えないとして

部分がリベラルな憲法理論の枠内で応答可能なのだ

「良心の自由」から導かれる「表現の自由」や民
も、

が、そこで敢えて多文化主義をいうことの意味は？）

主過程保護の側面から見た「表現の自由」の保障のほ

という視点からは、この部分が強調されることになる

うが優先される場面がありうるのではないか 。

だろう。しかし、これらの主張をそういうものとして

59

たとえば、ガットマンは宗教的アイデンティティを

認めたとしてもなお、各集団が服するべき実体的規範

「良心の自由」をベースとした「倫理的アイデンティ

要請（基本的権利および政治過程参加の確保に関連す

ティ」ethical identity の下位概念に位置づけ、民主的

る規範的要請）は存在する、との考えは成り立つ。

過程における個人の宗教的自由は「良心の自由」の側

たとえば、連邦制をとる多くの国家が、州やその下

面からも保護を受けるとする 。ガットマンの場合は

にある市町村の自治を認めつつ、それらのローカルな

理論の基本として、制度化されたフォーマルな過程だ

法律や条例については連邦憲法への適合性を求めてい

けでなく、さまざまな社会過程をも民主過程のファク

る。これと同じく、自治権など多文化主義に基づく政

ターと考えている。また、ヘイトスピーチのような他

治的主張を最大限に認めた場合にも、―むしろその

の文化への尊重を欠く侮蔑を本質とする表現の場合に

場合にこそ―各集団は、個人とは異なる政治的責任

は、平等な尊重の観点から、法をもって禁止すること

主体として、このような一定の実体的・規範的要請に

も許容できるが、そうではない差異の表現により起き

服するべきことになるのではないか。そこまで明確な

60
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統治主体性を認めない場合でも、ここで認められる集

にあたって、両者の内容をどの程度抽象化して概念化

団の権利に何らかの内部的権力関係が存在する場合に

するか、という問題である。抽象度を下げて権利内容

は、少なくとも憲法の「私人間効力」問題が妥当する

を個別具体的なものへと分割すれば、両者が合致する

はずである。

可能性は低くなっていく。

そのように考えると、多文化主義は、リベラルな立

ここで保護されるべき利益を認識するさいの抽象化

憲主義における人権保障の規範要請と統治組織に吸収

レベルを、裁判所が（意図的・結論先取り的に）誤っ

されることになるので、憲法論の中では独自の問題カ

て 低 く し す ぎ た 事 例 と し て、1986 年 の Bowers v.

テゴリーとして見る必要はないのではないか、との疑

Hardwick 判決 64 法廷意見が挙げられている。すべて

問も生じる。同じく、ジェンダー論も、リベラルな立

の個人に保障されるべき、私生活に関して国家から干

憲主義の枠の中で平等論に吸収されることになると見

渉されない利益として「プライバシー保護を求める利

るならば、これらの二つの問題カテゴリーを論じる意

益」を構成すべきところを、「同性愛者が同性愛行為

味はあるのだろうか、との疑問も生じる。

を行う自由」と構成し、そのような利益をアメリカが

これについては、最終的な到達点はそこかもしれな

保護してきた伝統は見いだせないとしてプライバシー

いが、それはまだ未到達の目標と考え、今は多文化主

権に基づく保護を否定した判例である。この法廷意見

義やジェンダー論といった議論の立て方が、問題を適

のように極端に抽象度を下げて、主張される権利と先

切に示すために必要なカテゴリーとして必要であるこ

例で認められてきた権利とをそれぞれに個別具体的な

とを確認しておくべきだろう。「自分たちはまだそこ

内容へと同定してしまった場合には、両者の接点は断

にたどり着いていない」と感じる人々にとって、《歴

ち切られる 65。

史的経緯の確認》が完了したと言えない間は、多文化

この例を、たとえば多文化主義的な言語権の例に当

主義というカテゴリー、ジェンダー論（フェミニズ

てはめてみるならば、次のようになるだろう。言語権

ム）というカテゴリーは、この作業を要求する概念と

を《カナダのケベック州のフランス語使用者がフラン

して、それとしての存在意義をもつ。

ス語を使うことの利益》と構成した場合、当事者以外

本稿では最後にこの問題について大まかな方向性を
探ってみたい。
多文化主義もジェンダー論も、これを政策的配慮を

はこの利益を共有しない。したがって、言語権をこの
ように構成すれば、［B］のレベルの個別事情の認定
はできても、それがすべての人間に必要な事柄かとい

求める規範的要請として憲法論に組み込むさいには、

う［A］レベルの問いにおいて否定されてしまう。し

以下の二つの思考方法を同時に両方とる必要があるは

かしここで問題となっていることを、およそ人にとっ

ずである。

て言語を媒介としたコミュニケーションは社会生活の

ひとつは、A《すべての個人（および集団）に保障

ために不可欠のもの（文化資源）であり、ある集団が

される普遍的人権の内容を確認すること》である。も

日常言語として身につけてきた言語が、当該集団の内

うひとつは、B《ある集団の固有の歴史的経験の検証

発的な変化ではない外圧的な要因によって消滅しよう

と、権利主張の正当性・国家の有責性を確認するこ

としているとき、当該集団の当事者は自分たちの日常

と》である 。

言語を使用する権利を主張しうる、というふうに抽象

62

たとえば、ある民族文化や言語が淘汰されようとし

化して定義した場合、このような利益は、言語という

ているとき、それによって当事者が、すべての個人ま

ものを使用して生活しているすべての人間（集団）が

たは集団に保障されるべきものを失おうとしているの

共有しうる問題となる。

かどうかの検討が［A］のプロセスとして必要であり、

この［A］のプロセスで適切な抽象化を行う作業が

また、その具体的状況に対して国家が保護政策をとる

抜け落ちてしまうと、多文化主義を含むさまざまな平

べき責任を負うのか、という確認が［B］のプロセス

等論は、さまざまな集団の競合関係のほうが議論の前

として必要である。また、［A］のプロセスでは、適

面に出る結果、集団間の対立を増幅させる危険性を含

切な抽象化が不可欠である 63。

む政治主張という受け取られ方になりやすい。アメリ

ここでトライブとドルフが指摘した「抽象化レベ

カにおいて多文化主義を危険視する論調が多く見られ

ル」の問題を参照したい。これは、アメリカ憲法訴訟

たことには、このような事情も関係していたと思われ

理論の方法論として論じられたもので、多文化主義や

る 66。こうなれば多文化主義とジェンダー平等との理

ジェンダー問題を論題としたものではないが、本稿の

論的・実践的関係も競合関係に陥るばかりとなり、こ

関心にとって参考にすべき部分が含まれている。これ

れらを架橋する試みも、これらをリベラルな立憲主義

は、主張されている利益の内容がそれまでの判例で認

や普遍的な権利保障の議論と架橋する試みも、立ち行

められてきた権利の内容に合致するか否かを判断する

かなくなる。この領域で上野千鶴子が「格差とリスク

040

がユニバーサルになることをつうじて、女性の問題も

は完全な奴隷状態ということになる）、同性愛者に各

また・・・さまざまな格差や差別の問題のひとつとして

種の権利・平等が保障されていない問題、先住民族や

ユニバーサルに扱われることが可能になるなら」（展

移民の権利問題などが、同一の「構造」の上にあるも

望が開けるはずだ）と指摘するのも、同様の方向を志

のとして考察される。この片務的不正義状況から脱却

向した議論と思われる。

する、という課題においては、問題は通常の（リベラ

67

そこで、憲法理論の領域でこの要請に答える試みの

リズムをベースとする）立憲主義における権利保障が

一例として、憲法理論領域でのリチャーズの議論、お

当然に及ぶべきであるにもかかわらずそれが剥奪され

よび法哲学領域でこれを強く支持するコーネルの議論

ている状況からの回復ということになるので、「特別

を見ておきたい。

な」「集団の」権利を認めるという問題ではない、と
の理論的立場がとられている。

2. 普遍化・抽象化を試みた議論の例として、リ
チャーズとコーネル
まず、多文化主義がアメリカ憲法学の領域で議論と

リチャーズはこの立場を前提としつつ、諸個人や集
団が自らの得心のいく（自尊を可能にする）アイデン
ティティを保持し表明する権利を「良心の自由」へと
位置づける。

なった比較的早い段階から多くの発言のあったリチャ

ここには、すべての人間（あらゆる個人）が平等に

ーズの議論について見ると、多文化社会の問題とジェ

道徳的自律の主体である、という憲法的自律の原理を

ン ダ ー 問 題 は と も に「 構 造 的 不 正 義 」structural

ジェンダー問題や多文化社会問題にあてはめ、劣位者

injustice および「道徳的奴隷制」moral slavery という

の道徳的判断能力をはじめから劣ったものと推定する

概念を用いて憲法理論化されるという 。

パターナリズム（ジェンダー論に即して言えば家父長

68

ここでは、多文化社会問題とジェンダー問題がとも
に、次のような構造に埋め込まれていることが問題と

的関係）を拒否するという理論的基本姿勢が示されて
いる。

される。すなわち、それ自体には社会的意味がないは

フェミニズムとリベラリズムの統合を目指す法哲学

ずの身体的特徴や文化的特徴などの差異に対して、優

者コーネルは、このリチャーズの「道徳的奴隷制」の

劣 や 社 会 的 分 業 関 係 や 片 務 的 奉 仕 な ど の「 筋 書 き

議論を、ジェンダー問題と人種問題と多文化社会問題

script」が発生し、これに基づいて一方の特徴を持つ

を統合する普遍的意味をもつ議論として高く評価す

集団が他方の特徴を持つ集団に合理的根拠なく負荷を

る。コーネルもまた、ジェンダー問題と人種問題と多

負わせ、そこから不正な利得を得る関係が成立してお

文化問題のすべてに共通する決定的な中心事項とし

り、この関係が当然のように文化や制度に埋め込まれ

て、道徳的自律性の保障（が事実上無視されてきた集

ている状況が問題なのであり、リチャーズはこれを

団や個人の存在）を＜正義の問題＞として抽出してい

「構造的不正義」と呼ぶ。こうした優位―劣位関係が

る。この議論によれば、理論的にも社会的現実として

「ジェンダー化」の問題の本質であり、この関係は、

も、同じ＜不正義＞の問題を共有する複数のマイノリ

男女という軸だけでなく、異人種間でも、文化的多数

ティが存在する。各個人・各集団の自己尊重の源泉と

者と少数者の間でも発生する。したがって、「ジェン

しての固有のアイデンティティ感覚の尊重、という問

ダー化」は、あらゆる社会関係の中で発生しうる普遍

題については、各個人および集団は自らにとって意味

的問題ということになる。ここには、ジェンダー理論

のあるしかたでなんらかの文化的同一化（アイデンテ

の一般理論化による、多文化主義論との融合が見られ

ィティ）認識をすることについて尊重を受けるべきで

る。

あり、国家やマジョリティ集団は、この尊重感覚の欠

さらにリチャーズは、この「構造的不正義」の状況

落したアイデンティティ強制をしてはならない、とい

の中で不利なスクリプトを課された者たちが重要な権

う「同一化の倫理」が主張される 70。上記の権利を各

利（参政権や表現の自由や、有償の労働の権利など）

主体が認識し主張するには、権利主体としての自尊感

を 剥 奪 さ れ て い る 状 況 を、「 道 徳 的 奴 隷 制 」moral

覚が前提として必要となる。コーネルによれば、マイ

slavery と呼ぶ。これはリチャーズの議論の中では、

ノリティ状況に置かれた主体は、多くの場合、この前

明白かつ最も重大な憲法問題となるので、憲法訴訟の

提部分が損傷をこうむっている。これを回復すること

場面では違憲性の推定が働き、「疑わしい分類」の審

が権利保障の課題となるべきだ、とコーネルは提唱す

査が妥当する、という 69。

る。コーネルは、リチャーズが「良心の自由」の問題

この理論構成によれば、古典的な奴隷制問題、奴隷
制廃止後の人種差別問題、女性差別問題（とりわけ女
性の参政権が保障されていなかった時代の女性の立場

として論じているのと同様の理論的場面を、「イマジ
ナリーな領域」の議論として展開している 71。
これらの議論は、その趣旨から見て、「公共空間と
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重ならない限りにおいて自由」という私的領域におけ

告および討議をもとに内容を発展させたものであ

る自由の議論ではなく、物理的・制度的に見て公共空

る。本論文を執筆するにあたっては武蔵野美術大学

間であるか否かを問わず「自尊剥奪状態」からの「自

共同研究助成（2011 年度・2012 年度）を受けた。

尊回復」に必要な心的空間を必要とする者にそれを保

また、上記共同研究分担者である奥山亜喜子氏（女

障する、という発想であろうと思われる。

子美術大学教授）より、討議および文献の示唆など
の協力を受けた。

Ⅵ . おわりに
参照文献

先に、多文化社会、そしていまだジェンダー平等を

Drucilla Cornell, 2000, Just Cause: Freedom, Identity, and Rights,

達成しきれていない社会における人間の利益を、適切

（Rawman & Littleﬁeld,）仲正昌樹監訳『正義の根源』
（御茶の
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多文化主義とジェンダー
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日本と韓国の憲法における
ジェンダー平等の実現
―「人権アプローチ」を中心に ―

東北大学（2009 年 3 月博士学位取得）

Ⅰ . はじめに

蘇

恩瑩

様々な状況において直面する差別を撤廃するためには
不十分であると思われる。それを克服するためには、
差別禁止を重視する「平等アプローチ」よりも、個人

法律はすべての人を平等に扱っていると宣言してい

の尊重を重視する「人権アプローチ」が有効であると

るが、法律の規定にもかかわらず、現実問題として社

考える。そうすると、日本と韓国の憲法において「人

会における様々な原因による差別や抑圧があることは

権アプローチ」の根拠となる条文を検討し、これまで

認めざるを得ない。その中で重大な差別の一つである

性別による差別が問題となった事象を「人権アプロー

と考えられているのが、「女性差別」である。「女性で

チ」の観点から再検討する必要がある。そのため、

ある」ことを理由に受ける差別を撤廃し、認められな

「人権アプローチ」の観点から、公私二元論の硬直性

い権利を獲得するために、歴史上数多くの女性が、女

と性別役割分業論を批判し、家族内におけるジェンダ

性の権利のために闘ってきた。これらは参政権の獲得

ー差別をなくすためには、個々の家族構成員の人権を

をはじめ、財産権行使の認定、労働における差別撤廃

重視するアクセスが必要であって、それを家族法上の

などの成果を上げた。さらに 20 世紀以降は、女性が

テーマから検討する。

差別される原因はどこにあるか、それを法体系におい
ていかに説明するかについて、様々なフェミニズム理
論に基づいたフェミニスト法理論が展開された。しか
し、これまでのフェミニスト法理論は、「平等」につ

Ⅱ . ジェンダー法理論の構築

いて判断するときに、「誰に対する」不平等なのか、

歴史上、男女差別は長い間にわたって存在してき

不平等な状況をつくるシステムは何かという問いに、

た。これに対し、フェミニズムは男女差別による女性

十分に答えていなかった。また、憲法上の平等規定に

の不利益を指摘し、差別を撤廃するための努力を払っ

おける従来の議論では、女性の中の差異を反映するこ

てきた。フェミニズムによる批判はこれまで、女性の

とができなかった。

法的権利の獲得をはじめ女性の権利保障において重要

これらの問題に基づき、本論文では、個人のアイデ

な成果を上げてきた。さらに、既存の法は中立性を標

ンティティの構成要素の一つである「ジェンダー」概

榜しているが女性の権利を十分には保障してこなかっ

念を取り上げ、既存のフェミニスト法理論から一歩進

たというフェミニズムの観点に基づき、フェミニスト

み、「ジェンダー法理論」の構築を試みた。なお、集

法理論が登場した。フェミニスト法理論に分類される

団としての女性と男性の平等ではなく、個人ひとりひ

諸学説は女性に対する差別解消と権利の確保という目

とりが尊重される「ジェンダー平等」を実現するため

的は共通であったが、男性と女性の共通点と相違点を

に、日本と韓国の憲法におけるその実現可能性を模索

いかに理解するか、法は差別解消のために何に注目す

する。従来の日本と韓国の憲法学における男女差別の

べきかなどについて、多様な議論がなされている。

解消についての議論は、主に性別による差別を禁ずる

これまでのフェミニスト法理論の流れを検討してみ

憲法上の条文を中心として展開してきたが、女性が

ると、ⅰ）「等しいものを等しく」という形式的な平
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等を主張する平等待遇モデル、ⅱ）特別待遇男女の差

ェンダー法理論が混用されたり、意味上の分類が不明

異を強調し、女性の特性について積極的な法的考慮を

確であったりする場合がある。本論文ではそれを踏ま

求める特別待遇モデル、そしてⅲ）男／女の固定的な

えた上で、フェミニスト法理論の問題意識を捉えつ

枠を拒み、各人に与えられているコンテクストの可変

つ、抽象的かつ理性的な人間観から、実際の多様な背

性に注目するポストモダン・フェミニスト方理論と分

景と経験を持つ人間観に立つ。社会には様々な形の差

類される。これらのモデルはいずれも、法における女

別が存在しており、性差別と一言でいっても性別のみ

性差別を解消するための理論的根拠を提供していると

によるものでなく、力、資源、民族、宗教など様々な

いえよう。フェミニズム法理論は、普遍的・抽象的な

要素によって個人の立場が決まり、常に変化している

人間を想定し、女性が「法」のカテゴリー内において

ということを前提とする。こうした前提から、「ジェ

普遍的な「人間」として扱われていなかったことを批

ンダー」の観点から法をみるというのは、生物学的、

判し、男性と女性の等しさを主張する平等理論から出

社会・文化的に構築された性差、性そのもの、個々人

発した。続いて、女性の固有性を再評価しようとした

のアイデンティティの中で、「ジェンダー」が占める

動きとして、女性固有の特性（とりわけ妊娠や出産を

割合を把握する作業を必要とする。そして「ジェンダ

中心として）を法の中でいかに捉えるべきかについて

ー法理論」とは、法が人間の生において、あるカテゴ

の議論がなされた。さらにその後は、「女性」あるい

リーでは重要な役割を担うという前提の下に、法の中

は「男性」というカテゴリーそのものが、一つの抑圧

に存在するジェンダーバイアスの実体を暴露し、ひい

の道具となりうるという理論が登場した。しかしこれ

ては個々人がジェンダーを含めた「自分のアイデンテ

らの理論の中で、ある一つの立場が最も適切なもので

ィティ」を持ち、「自分らしく」生きていける社会の

あるとはいえない。むしろ現時点で必要なことは、こ

法システムを構築することを目指すものであるといえ

れらの多様な理論的立場を踏まえた上で、以後ジェン

よう。

ダーの視点からみた法理論を展開するにあたり、どの
ような議論を進めるべきかを考えることであろう。

ジェンダー法理論は、確かにフェミニスト法理論の
観点を受容してはいるが、その対象を「グループとし

ところで、女性に対する差別をいかに解消するかに

ての女性全体」とはしていない。ジェンダー視点は女

ついて考える際、議論の対象を女性が受ける差別を

性の多様な立場を反映することができ、いわゆる「女

「性別」によるものとするならば、男性と女性は「同

性問題」の領域で議論されなかったところまでその関

じであるか、同じではないか」に関する論争に帰着し

心を拡げ、新たな人権論として位置づけられるという

てしまうおそれがある。そして、同じであるかを判断

点が有益なのである。このような立場から、ジェンダ

する基準は、すでに存在していた基準、すなわち権力

ー法理論の用件として 1）法を批判的にみること、2）

のある者の基準となる可能性が高い。さらには、本来

政治的なエンパワーメントを考慮すること、3）対案

フェミニズムという思想と法体系をいかに結び付ける

を示すこと、という三つを挙げた。これらの要素が相

かをめぐって適切な接点が必ずしも見つからないとい

互に結合し、ジェンダーに基づく差別を、法を通して

う難しさが存在する。そもそもフェミニズムが女性の

解決する方法を模索することが期待されよう。

みを対象としているのに対し、法とは基本的に（効力
が及ぼす範囲の）すべての人に適用されることを前提
とする。そのため、法を通してフェミニズムの目的を
達成するということに、フェミニスト法理論のジレン
マがある。

Ⅲ . 日韓憲法におけるジェンダー平
等の視点

そこで、「ジェンダー」という概念を用いるジェン

ジェンダーを構成する要素の中で、最も基本的なも

ダー法理論が論じられている。ジェンダー法理論もフ

のである「性別」において、日本と韓国の憲法、すな

ェミニスト法理論と同様に、実際の問題から出発し、

わち、日本国憲法 14 条 1 項と大韓民国憲法 11 条 1 項

実践的な論証に依存するものである。当事者の具体的

は「…性別…によって差別されない」ことを規定して

な経験からみて意識させる、ということがジェンダー

いる。日韓両国が特に性別を憲法条文の中に明文で規

法理論における論証の原動力であろう。概念と条文に

定し、差別されないことを定めた理由としては、性別

基づいたものでなく、経験と現実から出発すること

は生来的に決る属性であって、自分の努力では変えら

が、ジェンダー法理論の最も大きな特徴であるといえ

れないものであることと、長い間女性が法的権利をは

る。

じめ、社会における諸領域で差別されてきた歴史を考

では、フェミニスト法理論とジェンダー法理論は、
どのような差異があるのか。フェミニスト法理論とジ

慮したことが挙げられる。
それでは、「性別によって差別されない」というこ

日本と韓国の憲法におけるジェンダー平等の実現
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とは、何を意味するのか。日本と韓国の憲法学説や判

う問題が生ずる。すなわち、性差別か否かを判断する

例は、この問いについて憲法上の平等の意味として議

際に、この判断の基準設定に「ジェンダー」は考慮さ

論を展開してきた。日韓憲法上の平等とは、「機会の

れたか否か、単に男性と等しいか否かを判断すること

平等」を保障し、「等しいものを等しき、等しくない

に過ぎないのではないかという問題である。

ものを等しくないように」取扱う「相対的平等」を意

第二に、「等しさ」、「同一性」「差異」「差別」など

味しているという見解が日本と韓国の憲法学説におけ

を判断する基準が明らかではないということである。

る多数説である。まず、形式的平等に関して、これは

前述した違憲審判審査基準論や韓国の電話交換手判例

「機会の平等」を意味すると解釈されることは一般で

をみると、差別であるか否かは、判断者の価値観など

ある。ところが、従来の機会の平等の観念では、長期

に依存することとなる。これまで判断者は権力関係の

間継続されてきた差別構造の解消が不可能であるとい

優位を占める者が多く、果してマイノリティの観点を

う問題が提起された。そのため、各自の努力や能力に

考慮に入れることができるかについては、疑問があ

よる差異は認めつつ、すべての人が少なくとも「同じ

る。

スタート・ライン」に立てる条件を保障するという意

第三に、憲法の平等条項による「平等アプローチ」

味として「実質的機会の平等」を保障していると思わ

は、性別による差別を禁ずると定めているため、「男

れる。そうであるならば、女性や少数民族などを対象

性」「女性」というグループ間の差別として把握する

とするポジティヴ・アクションは、その具体的な方法

こととなる。だが、実際に人々は性別以外の要素によ

や暫定的適用期間などを審査した上で憲法上の平等に

ってジェンダーアイデンティティを形成しており、ジ

よって正当化できる。また、「相対的平等」をめぐっ

ェンダー差別も場合によって様々である。

て、「等しいもの」と「等しくないもの」を判断する

このような問題意識に基づき、性別のみでなく様々

基準は、違憲審査基準論として議論されてきた。性別

な構成要素によるジェンダー平等のためには、これか

による差別のように憲法が特別に強調しているものに

らも工夫が必要であろう。本論文におけるジェンダー

ついては、日本の場合、原則的な基準である「合理性

平等とは、単純に「性別」による差別をなくすことに

の基準」ではなく、目的の正当性と目的と手段の関係

よって実現することではない。個々人が有するジェン

にもより厳格な関係を要する「厳格審査基準」に従う

ダーアイデンティティの尊重を求めるためには、既存

ことが憲法学説の多数説となっている。一方、性別に

の「平等アプローチ」では足りず、新たな観点が求め

よる差別に関して、日本ではアメリカの判例理論を参

られる。

考として「中間審査基準」を適用することを主張する
見解もある。韓国の憲法学説では、近年、審査基準の
多元化について多様な議論はなされているが、性別に
よる差別が基本権に重大な侵害を起した場合は、基本
権制限の目的とその手段の間に緊密な関連性を必要と

Ⅳ . ジェンダー平等における「人権
アプローチ」

すると理解されている。韓国憲法裁判所は性別のよう

ジェンダー平等の実現のために、上記に論じた「平

に憲法上明示されていることについて「厳格審査基

等アプローチ」の限界を克服することがきる代案とし

準」に従って判断すべきと判断したこともあるが、ま

て「人権アプローチ」を提示した。

だ確立した立場はとっていない。今後とも判例の蓄積
などを通して理論化していくことが要求される。

「人権アプローチ」は、ジェンダー平等を個人の権
利保障の観点から解決を図るものである。「人権アプ

一方、国際社会における女性の権利への意識は非常

ローチ」の特徴は、第一に、「平等アプローチ」が女

に進み、日本と韓国もその影響を受け、それぞれ「男

性に対する差別、経済的弱者に対する差別において

女共同参画基本法」「女性発展基本法」を制定した。

「集団」に属する人を想定したのに対して、「人権アプ

これらの法律は、ポジティヴ・アクションの導入、国

ローチ」は、現実の社会における差異と多様性を有す

や自治体の責務などを規定し、ジェンダーに関わる制

る「一人ひとりの個人」を想定する。これは、第一

度、政策における基本的な指針を提供するものであ

に、近代自由思想が想定した「抽象的・理性的人間」

る。

とは異なり、むしろ近代における人間の観点が、社会

これまで述べた日本と韓国のジェンダー平等をめぐ

の権力関係や不合理な差別に無関心であったことを批

る学説や判例の議論の展開と立法上の成果について、

「人権アプローチ」は、
判する立場である。第二に、

いくつかの問題が提起される。

ジェンダーの概念を可変的なものとして捉える。そし

第一に、そもそも「平等」の概念は、比較対象を必

てジェンダー差別とは性別による差別だけでなく、性

要とするものであるため、何を比較基準とするかとい

的指向、リプロダクティヴ・ライツ、性別役割分業な
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どによって、個人の権利が侵害されることを問題とす

まれるときに、ジェンダー平等の根拠として、日韓憲

る。第三に、「平等アプローチ」が平等に「取り扱わ

法における個人の尊厳性や幸福追求権の保障は、その

れる」ことを目指すものであれば、「人権アプローチ」

価値があると思われる。

は能動的に権利を「行使する」ことまで含まれる。
では、「人権アプローチ」を憲法によって保障でき
るとするならば、何を根拠にするかが問題となる。本
論文では、「人権アプローチ」は個人の尊重と生命・
自由および幸福追求権を保障している日本国憲法 13

Ⅴ . 「人権アプローチ」からの「家族」
の再検討

条、そして人間としての尊厳と価値、幸福追求権を保

「人権アプローチ」が想定している人間像は、現実

障している大韓民国憲法 10 条を根拠条文とした。日

の社会を生きている多様な人々である。本論文は、家

韓憲法の同条文はそれぞれ学説の対立はあるが、本論

族をそれぞれ人格が保障されている人間の集合体とみ

文では、同条文は「個人の尊重」「人間としての尊厳

なし、家族内部における位階秩序や家族構成員の権利

と価値」が幸福追求権と密接な関係にある包括的基本

侵害を「人権アプローチ」によって説明した。

権として捉える。ここでいう包括的基本権とは、日本

家族の定義は様々であろうが、近代リベラリズムに

国憲法 13 条と韓国憲法 10 条が、他の基本権に理念的

おける家族は、「私的領域」とみなされ、国家権力は

基礎を提供し、憲法に明文の条文がない場合に権利の

家族内で発生することについては、干渉しないことが

根拠規定となるということを意味する。それに基づ

当然視された。しかしながら、国家が私的自治を保障

き、ジェンダーに関わる自己決定権、ライフスタイル

する家族の内部をみると、近代リベラリズムによって

に関する権利、プライバシー権（韓国の場合は憲法

市民権が与えられた「家長」を中心に位階秩序があ

17 条に明文の規定がある）などが保障されることに

り、家族内の差別や人権侵害は放置されたのである。

なる。なお、「平等アプローチ」のように、比較対象

第二波フェミニズムは、「個人的なものは政治なもの

に対する平等な取り扱いを求めるのでなく、差別を生

（Personal is Political）」というスローガンが示してい

産／再生産する社会構造自体に権利侵害を理由として

るように、「家庭／非家庭」の領域を「私／公」のも

問題を提起することができよう。

のと分離する公私二元論を批判し、両者は密接な関係

一方、国際社会においては、女性差別を撤廃するた

があると主張した。公私二元論に対する批判は第一

めに進めた女性政策が、むしろ女性を「マイナー」あ

に、公的領域と私的領域がはっきりと区別され、相互

るいは「特別な」枠組みに入れる結果となりうるとい

に干渉をしてはならないということに対するものであ

う認識から、新たなジェンダー平等戦略が始まった。

る。すなわち、「私的領域」であるとみなされている

ジ ェ ン ダ ー・ メ イ ン ス ト リ ー ミ ン グ（Gender

家族も法律によってその範囲や家族としての権利や義

Mainstreaming）という戦略は、女性差別撤廃のため

務は規定されているし、慣習や個々人の生活様式の変

に特別な制度や政策を作るものではなく、あらゆる法

化は法律の変化ももたらすということにかんがみる

制度・政策の制定・運用・評価のすべての段階に参画

と、公的領域と私的領域とはお互いに影響を及ぼして

を確保するものである。そのため、この戦略はいわゆ

いる。第二に、性別における本質論と結合した性別役

る「一般」的な制度や政策にこれまでマイノリティに

割分業の観念に対するものである。男女の役割を分離

属していた人々を参加させ、システム自体の変化を図

して、女性が主に家事や育児などの無償労働に従事す

る。韓国では、ジェンダー・メインストリーミング戦

ることとなり、経済的に男性に従属され、家族内で女

略に基づいたいくつかの制度が導入されたが、まだ既

性は劣等な地位におかれているということである。第

存の女性政策との区別がはっきりと行われていないと

三に、近代リベラリズムが想定した「個人」に女性は

思われる。

含まれていなかったということに対するものである。

「人権アプローチ」によって憲法上の個人の尊厳と

このような批判は現在の日本や韓国社会における家

幸福追求権を用いてジェンダー平等を論じることは、

族にも示唆するところが多いと思われる。そうである

憲法構造の面から見ると、すべての個人の多様性を認

ならば、上記に提示した「人権アプローチ」からは、

めた上でその人権を保障することによって、ジェンダ

どのような家族像が導かれるのか。「人権アプローチ」

ーアイデンティティも憲法上保障することができると

は「個人」に焦点をあわせる立場であるため、フェミ

いうメリットがある。すなわち、その人権の保障が平

ニズムからの批判を、家族内における「個人の権利侵

等に行われるべきであるという意味で、憲法上の差別

害」として捉える。そして、家族を共同体の観点より

禁止理論が働くことが期待されるのである。個人の多

は、多様性を有するひとりひとりの個人の集合体とみ

様なアイデンティティの保障が尊厳性保障の意味に含

て、家族構成員のひとりひとりが尊重されることを目
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指す。なお、「人権アプローチ」は個人が選択するラ
イフスタイルを尊重し、多様化する家族形態に柔軟な
対応ができる。

る「氏名権」の侵害であると主張した。
一方、韓国においては、2005 年憲法裁判所から違
憲判決が下された戸主制と父姓承継原則について述べ

そうすると、日本と韓国の憲法において、「人権ア

た。戸主制は戸主承継順位が男性優位になっているこ

プローチ」に基づいた家族を認める根拠はあるのか、

となど、男女差別の面から違憲の疑いが問われたが、

ということが問題となる。まず日本国憲法をみると、

より根本的な問題は、家族構成員を強制的に戸主を中

24 条で夫婦間、婚姻や家族生活における個人の尊厳

心とした「家」に位置づけることから、家族生活にお

と両性の平等を規定している。現在の通説はこれを憲

ける個人の自由意思が侵害されることであろう。ま

法 14 条の平等条項を家族関係において適用されるも

た、父姓承継原則における問題に関して、憲法裁判所

のとして理解している。だが、本論文では 24 条の文

の多数意見は父の氏を原則的に従うことは問題でな

言が個人の尊厳と両性の本質的平等となっているこ

く、ただ例外的な場合の範囲が狭すぎることによっ

と、そして両性を平等に取扱うためには、個人の尊厳

て、基本権を侵害する余地があると述べた。しかし問

がその前提となることから、24 条は 13 条の個人の尊

題は、父の氏に原則的に「強制」することであり、こ

重と 14 条の平等原則ないし平等権の特別な規定とし

れは個人の尊厳と両性の平等に関わるものである。

ての性格を有すると解釈した。一方、韓国憲法 36 条 1

以上の例からみると、これまで男女差別として論じ

項は、婚姻と家族生活における個人の尊厳と両性の平

られた問題が、性別による差別だけでなく、基底には

等を規定している。36 条 1 項について、韓国の憲法学

個人の尊厳、個人の権利の問題に関わる問題ではない

の多数説と憲法裁判所は、同条が制度的保障と権利保

かを考える必要があることが明らかになった。「人権

障の両面的性格をもち、権利としては韓国憲法 11 条

アプローチ」を用いて、家族をめぐる問題を考察する

の平等権の特別規定であるとする。制度的保障に対し

ことは、家族構成員ひとりひとりの人権を重視するこ

ては憲法が制度として保障する家族とは何を意味して

とでその意義があると考える。

いるかが不明確であること、そして日本の憲法学説と
同様に、同条が個人の尊厳と両性の平等を基礎とする
ことからすれば、韓国憲法 36 条 1 項も、人間として
の尊厳を定める 10 条と平等を規定している 11 条の特
別規定であると考えられる。上記に論じたように、日

Ⅵ . おわりに
本論文は、フェミニスト法理論が女性差別を撤廃す

本国憲法 13 条と韓国憲法 10 条は、「人権アプローチ」

るために、意義のある議論を展開してきたが、女性が

の根拠条文であるため、家族の領域においても「人権

置かれている多様な状況を反映するためには、既存の

アプローチ」は日本憲法 24 条と韓国憲法 36 条 1 項に

男女差別理論を越えて、「ジェンダー法理論」が必要

よって、憲法上の根拠づけられるといえよう。

であると論じた。そして、日本と韓国の憲法上の議論

では、これまで日本と韓国の家族法において「人権

を中心として、性別による差別を禁ずる条文のほか

アプローチ」がいかに適用されてきたのか。日本にお

に、個人の尊重を明示している日本国憲法 13 条と大

いては、民法 733 条の「女性のみ 6 ヶ月間の再婚禁止

韓民国憲法 10 条も単なる憲法上の基本原理ではなく、

規定」と民法 750 条の「夫婦同姓原則」について検討

平等原則とともにジェンダー平等の根拠条文として位

を行った。再婚禁止期間は、民法上の嫡出推定期間と

置づけられるべきであると主張した。ここでいう個人

の関係などからみても 6 ヶ月という期間が長すぎるこ

とは、多様性をもつ現実世界に存在している個人であ

となどから、女性の婚姻の自由を侵害するという観点

り、個人の尊重及び差別禁止の両条文からジェンダー

から議論されることが多かったが、当該女性と婚姻す

平等が保障されると考えた。このような観点から、日

る人の婚姻の自由の側面、再婚禁止期間による事実婚

本と韓国の憲法がともに婚姻と家族生活における個人

の増加など、多様な角度から見る必要がある。そし

の尊厳と両性の本質的な平等について定めていること

て、民法 750 条の「夫婦同姓原則」は、条文の文言で

を注目した。そして、その条文が問題となる例とし

は「夫または妻」の氏といい、中立的な規定とみられ

て、日本民法の夫婦同姓原則および韓国（改正前）民

るが、実際にはほとんどの女性が夫の氏に変更するこ

法の父姓承継原則の違憲性と改正方向について論じ

と、また夫婦の氏はそもそも統一する必要があるかと

た。

いう問題提起があった。同条は形式的には男女平等の

これまで男女差別の観点から認識されてきた諸問題

条文であるが、実質的には「家の代表」が男性の夫／

を、個々人の人権侵害の問題として捉えなおすことに

父であることを示している。なお、夫婦の一方は必ず

よって、差別の実態と構造自体の問題、そして解決方

氏を変更することは、憲法 13 条に基づいて認められ

向が新たに考えられる。このことから「人権アプロー

052

チ」は、ジェンダー平等の実現において、平等を論じ
る以前のより根本的な「権利」という前提を扱う観点
であるといえる。法はあくまでも個々人の行動様式を
一般化して規定しなければならないという限界がある
ため、差異と多様性を有する個々人のすべての観点を
反映することはできない。しかし、硬直したカテゴリ
ーや集団の序列化を、「人権アプローチ」を通して批
判し、個々人のジェンダー・アイデンティティの形
成、そしてジェンダーによって差別されない権利は、
やはり生きている規範としての憲法によって保障され
るべきであろう。
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国民的一体性の幻想

― 1907年から1914 年までのチェコ政党政治に
おける政党間競争の誕生 ―

東北大学（2010 年 3 月博士学位取得）

Ⅰ . はじめに

中根

一貴

しい政治的な対立を覆い隠すかのように、ネイション
の一体性というイメージが形成されていったのであ
る。この一体性のイメージは、社会においてのみ醸成

世紀転換期から 20 世紀初頭までのヨーロッパ諸国

されたわけではなく、政治指導者や政党にも浸透して

は、社会・経済的な近代化に伴う大衆政治の到来によ

おり、ときにはその実現さえも試みられたのであっ

り、既存の体制の根幹を揺さぶられた。各国の政治指

た。それゆえ、世紀転換期から 20 世紀初頭までのヨ

導者は、普通選挙権の導入と議院内閣制の実現との二

ーロッパ各国における政治過程にあっては、厳しい政

つをメルクマールとする、体制の民主化を下から迫ら

治対立と一体的な ｢国民社会｣ という正反対のベクト

れることになった。その結果、社会・経済的な問題を

ルが交錯し、両者の関係がその後の戦間期以降の政治

めぐって、ないしは体制の民主化をめぐって、政治的

体制に影響を与えたと考えることができる。

な対立が昂進した。複雑な様相を呈したこの対立の帰

こうした観点から見ると、この時期のチェコ政治に

結は各国によって様々であった。デンマークやノルウ

おいては、2 つの傾向が観察される。一方では、チェ

ェーでは、右派と左派との間における ｢分極的対決｣

コ政治社会の多極化という現象が生じた。社会・経済

の局面を経て ｢執行権の閾｣ の突破が果たされた一

的な発展によるチェコ社会における亀裂が政治社会に

方、スウェーデンでは、右派と左派の妥協的解決の優

反映された結果、一党制から多党制への転換と部分利

位が後の議院内閣制化の地ならしをするに留まった。

益を代表する大衆政党タイプの政党の設立が、チェコ

また、低地諸国においては、社会における柱状化と政

政治社会において世紀転換期に起こったのである。そ

治的な対立が進展していくなかで、多極共存型デモク

れにより、政治社会において中心的な役割を果してい

ラシーへの途が開けてくるのである。逆に、社会・経

た政党は既に複数に分かれていた。他方では、19 世

済的な近代化と政治的な対立の負荷に耐えられず、南

紀後半におけるチェコ国民社会の形成を担ったチェコ

欧諸国の寡頭的議会制は行き詰まりの様相を示した。

人自由主義者が実現してきた、ネイションを単位とす

その様相は戦間期の南欧諸国における議会制民主主義

る統一的な政治行動である「国民的一体性 národní

の崩壊と非民主主義体制の成立を予兆するものであっ

jednota」を、多党制が確立した 20 世紀初頭において

た。このように、世紀転換期から 20 世紀初頭までの

も継続することが常に試みられた。チェコ人自由主義

時期の政治的な対立とその帰結は、戦間期以降の政治

者の系譜に連なる青年チェコ党（正式名称は国民自由

体制に深い刻印を刻み込んだのである。

党 Národní strana svobodomyslná）によるその試みが

しかし、ヨーロッパ諸国を覆ったと表現しても過言
でないこのような政治的な対立は、各国における一体

成功と失敗を繰り返していくうちに、政党間の対立は
悪化の一途を辿っていったのであった。

的な ｢国民社会｣（ネイションを単位とする近代的な

しかし、従来のチェコ史学においては、世紀転換期

市民社会）のイメージにかき消されてきた。初等教育

におけるチェコ政治社会の多極化と諸政党に関する研

の整備や国民的儀礼といったシンボル操作などを通じ

究が着実に積み上げられる一方、20 世紀初頭におけ

て、各地でナショナリズムが勃興した。その結果、激

る政治的な対立と政治における一体性の追求に関心が
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寄せられてこなかった。政党間対立の激化は、｢国民

の帝国議会選挙が実施された 1907 年から 1914 年まで

史｣ 的な解釈と共産主義時代の ｢正統｣ な解釈に代表

のチェコ人政党・政治家による統一的な政治行動の展

されるように、ある理想が実現しなかったために生じ

開とその崩壊を跡付けることにより、チェコ政党政治

たとして位置づけられるか、ないしは、近年のチェコ

において政党間競争が誕生したことを明らかにする。

史研究に代表されるように、歴史上の ｢空白｣ として
扱われてきた。また、同時期に追及された政治的な一
体性は、政治社会の多極化に逆行する「時代錯誤的」
なものとして捉えられてきた。確かに、この時期にお

Ⅱ . 分析枠組み

ける統一的な政治行動は、政治社会の多極化を重視す

分析枠組みについて説明する前に、20 世紀初頭の

る研究者からすると、当時のチェコ人政党・政治家が

チェコ政党政治を左右することになる国民的一体性の

国民一体性という実現不可能な ｢幻想｣ を追い求めて

変遷を明らかにしなければならない。19 世紀後半か

いたようにみえるかもしれない。しかし、当時のチェ

ら 20 世紀初頭にかけてチェコ人政治家・政党が追及

コ政党政治がそれ以前の国民社会の発展の結果である

した国民的一体性は、一方ではチェコ人政治家に統一

ならば、これらの解釈を採用することはできない。重

的な行動を要請する言説であるとともに、他方では、

要なことは、社会・経済的分化と国民的一体性との関

一つの政党への結集や複数の政治勢力の連合という統

係を再検討した上で、20 世紀初頭のチェコ人政党・

一的な政治行動そのものを指すという、非常に多義的

政治家が国民的一体性というネイションを単位とする

なものであった。この国民的一体性は、概念としての

統一的な政治行動を追求した帰結―チェコ人政党の間

「国民的一体性」、実体としての「一党支配」、外形と

における対立の激化がなぜ生じたのか―を明らかにす

しての「統一的な政治行動」という 3 つに分離するこ

ることである。それにより、この時期のチェコ政党政

とができる。本稿では、概念としての国民的一体性を

治をチェコ史とヨーロッパの政治発展の潮流に位置付

｢同一の国民意識を抱く政党・政治家の間における統

けることが可能になるのである。

一的な行動の要請｣ として、実体としての一党支配を

この問題関心は、同時に、東中欧で唯一の事例であ

｢ある政治単位における政治的な代表が一つの議員ク

る戦間期チェコスロヴァキアにおける議会制民主主義

ラブに一元化されており、特定の政党がその議員クラ

の定着を視野に入れた場合、より明白になる。既に同

ブにおける決定権を掌握している状態｣ として、外形

国の議会制民主主義の定着については多くの研究がな

としての統一的な政治行動を ｢ある政治単位における

されているが、第一次世界大戦前との関係について

政治的な代表が一つの議員クラブに一元化されている

は、この時代の政治的経験が戦間期の議会制民主主義

状態｣ として定義する。それにより、19 世紀後半か

の定着にある程度寄与したことが指摘されるのみであ

ら世紀転換期までのチェコ政治における概念としての

る。しかし、ハプスブルク君主国の非ハンガリー部分

国民的一体性と実体としての一党支配の関係を明らか

にあたるシスライタニアにおいて共通の条件の下で政

にすることができる。

治的経験を積みながらも、戦間期における政治的な帰

そもそも国民的一体性と一党支配は密接に結びつい

結は承継諸国によって異なった。チェコスロヴァキア

ていた。1860 年代のチェコ国民社会形成を担ったチ

は戦間期を通じて、オーストリアは 1934 年まで議会

ェコ人自由主義者によって実現された国民的一体性と

制民主主義を維持した一方、ポーランドとユーゴスラ

結合した一党支配は、政府との協力の可能性、要求の

ヴィア（セルビア人・クロアチア人・スロヴェニア人

規模、圧倒的な権威を有する政治指導者という要因に

王国）においては 1920 年代に議会制民主主義の崩壊

よって支えられていた。しかし、選挙権の漸進的な拡

と権威主義体制への移行がみられた。このような承継

大と国民社会の発達により、一党支配を容易にしてい

諸国の政治発展における差異を明らかにするために

たこの 3 つの条件は徐々に崩れていった。その結果、

も、20 世紀初頭における各ネイションの政治を検討

世紀転換期までには、国民的一体性は、1860 年代に

することは重要である。

おける一党支配の結合から離れて、チェコ人政党・政

以上の問いに対して、本稿は、青年チェコ党の主導

治家、国民社会に統一的な政治行動の必要性を思い起

による統一的な政治行動が崩壊していくことにより、

こさせる理念（規範）として浸透したのである。この

激しい政党間対立を引き起こしたとはいえ、政党間競

理念（規範）に従って、チェコ自由主義者の系譜に連

争がチェコ政党政治において初めて誕生したことを主

なる青年チェコ党の主導の下で、20 世紀初頭のチェ

張する。この政党間競争の誕生こそが戦間期の議会制

コ政党政治において統一的な政治行動がチェコ人政

民主主義の成立・定着に寄与した一つの要因なのであ

党・政治家によって追求されたのであった。

る。それゆえ、本稿では、男子普通選挙権に基づく初

以上のような変容を前提として、20 世紀初頭のチ
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ェコ政党政治の分析に際して、本稿では、対政府関

的な役割を果たしていたクラマーシュは、政府に対す

係、チェコ人とドイツ人の和協交渉、各政党における

る ｢フリーハンドの政治 politila volné ruky｣ を最大の

党内事情に着目する。対政府関係に関しては、政府と

特徴とする積極政治 pozitivní politika を掲げて、同党

の協力の可能性が大きい場合、チェコ人政党・政治家

のイニシアティヴによるチェコ人政党・政治家の結集

は自らの要求実現のために統一的な行動を選択するこ

を訴えた。彼の主張はチェコ社会民主党を除く全チェ

とが容易であった。ただし、以上のことが機能するた

コ人政党に受け入れられた。しかし、｢フリーハンド｣

めには、政府が協力に対する対価をチェコ人政党に提

という主張とは裏腹に、彼は、政府との全面的な対決

示しなければならなかった。逆に、政府が何の見返り

を想定していなかった。一方、他の政党・政治家の多

もなくチェコ人政党に協力を要請する場合、他の政党

くがその主張を額面通りに受け取った。その結果、統

やチェコ社会からの反発を買いやすくなるため、統一

一的な政治行動の実現に向けたコンセンサスが形成さ

的な政治行動にとってマイナスに働いた。第二の要因

れたが、要求実現の手段において、諸チェコ人政党の

であるチェコ人とドイツ人の和協交渉は、統一的な政

間に大きな隔たりが存在することになった。

治行動にとって両刃の剣であった。和協交渉自体は統

男子普通選挙権に基づく初の帝国議会選挙後、青年

一的な政治行動の維持に寄与した。しかし、ドイツ人

チェコ党が主導するチェコ人政党・政治家による統一

との妥協に対する反対がチェコ社会において強まる

的な政治行動は、国民社会党や小政党の離反とともに

と、統一的な政治行動を主導する政党・政治家に制約

共同議員クラブが再編されたとはいえ、大過なく継続

をかけ、ときには統一的な政治行動自体に打撃を与え

された。青年チェコ党が主導するチェコ人政党・政治

た。何より、和協交渉の失敗は、チェコ人政党・政治

家による統一的な政治行動が継続できたのは、対政府

家の間における統一的な政治行動を主導していた政

関係と各政党の党内事情によるところが大きかった。

党・政治家の信頼を低下させた。そのため、主導的な

対政府関係に関しては、｢挙国一致｣ 内閣を設立して

立場に立つ政党・政治家は、自身の信頼の回復と統一

いたベックは、チェコ人全体を代表する議員クラブか

的な政治行動の維持のために何かしらの手段を打つ必

らの閣僚派遣と帝国議会における多数派形成のために

要に迫られた。第三の要因は党内事情である。1907

チェコ人政治家の協力を求めていた。そのために、彼

年に実施された男子普通選挙権に基づく帝国議会選挙

はチェコ人の要求に対して好意的な姿勢を示した。ベ

以降、諸政党は、支持拡大のために党改革に取り組ん

ックへの期待とそれに基づいた入閣という良好な対政

だり、党内対立に悩まされたりした。これらのことが

府関係により、青年チェコ党が推進する統一的な政治

統一的な政治行動の帰趨に影響を与えたことは言を俟

行動は維持されたのである。一方、党内事情に関して

たない。しかし、すべてのチェコ人政党の党内情勢を

は、政治の主導権の確保や発言力の強化ではなく、党

等しく検討することはむしろいたずらに分析の複雑化

内改革や党への支持拡大に諸チェコ人政党が精力を傾

を招くことになる。そこで、本稿では、統一的な政治

けていたことは、青年チェコ党が主導する統一的な政

行動の帰趨にとって決定的な重要性をもっていた、青

治行動の継続に大きく寄与した。しかし、チェコ人と

年 チ ェ コ 党、 農 業 党 Českoslovasnská strana agrární、

ドイツ人の和協を実現するために、ベックがボヘミア

国民社会党 Česká strana národně sociální の党内情勢を

領邦議会を召集したときに、青年チェコ党が主導する

主に検討する。

チェコ人政党・政治家による統一的な政治行動に暗雲
が垂れ込めた。チェコ人とドイツ人双方の非妥協的な

Ⅲ . 1907年から1914 年までのチェコ
政党政治における統一的な政治
行動の展開と政党間競争の誕生
では、1907 年から 1914 年までにシスライタンアに

態度により両ネイションの対立は昂進し、領邦議会は
成果を挙げることなく短期間で閉会に追い込まれた。
これを絶好の機会と捉えた国民社会党は、積極的な街
頭行動を展開し、政府やドイツ人とともに青年チェコ
党を激しく糾弾した。事態の収束に失敗したベックは
辞任せざるをえなかった。

おいて組閣された、ベック内閣、ビーネルト内閣、シ

ベックの辞任後、閣僚派遣をめぐる不和とプラハに

ュティルク内閣における、青年チェコ党が主導するチ

おける街頭行動により、青年チェコ党が主導するチェ

ェコ人政党・政治家による統一的な政治行動の推移を

コ人政党・政治家による統一的な政治行動は危機に陥

まとめよう。

った。この危機を打解するために一定の貢献を果たし

帝国議会選挙における男子普通選挙権の実現とそれ

たのは、南スラヴ系のネイションの議員クラブと諸チ

に基づく選挙の実施が確実視されるようになった頃、

ェコ人政党の共同議員クラブであるスラヴ同盟の結成

青年チェコ党の指導者としてチェコ政治において主導

であった。しかし、その安定性と凝集性は低かったた

056

めに、同盟はたいした成果を挙げられなかった。最終

して農業党が疑問に感じ始めたのであった。それにも

的には、スラヴ同盟の下で結成されていたチェコ人政

かかわらず、青年チェコ党が主導するチェコ人政党・

党の共同議員クラブの改編に際して、農業党のイニシ

政治家による統一的な政治行動が継続した理由も、諸

アティヴによってクラマーシュが共同議員クラブの議

チェコ人政党の側に存在した。農業党は、中小農民の

長選に落選する事態にまで発展した。しかし、チェコ

組織化を押し進める党指導部と大農・農村工業を支持

人政党・政治家による統一的な政治行動は維持された

基盤とする保守派との党内対立が激化したために、青

だけでなく、1911 年帝国議会選挙においては、「カル

年チェコ党が主導する統一的な政治行動を覆すことに

テル」と揶揄された青年チェコ党と国民社会党による

力を割けなかった。一方、議会外における活発な運動

選挙協力が成立し、選挙レヴェルにおける統一的な政

を展開した国民社会党は、それゆえに政府による抑圧

治行動すら実現されたのであった。

と党財政の破産の危機を招いた。これに乗じて、党勢

ビーネルト内閣期における青年チェコ党が主導する

の長期的な衰退から抜け出せない青年チェコ党が、

チェコ人政党・政治家による統一的な政治行動の動揺

1911 年帝国議会選挙における選挙協力を国民社会党

は以下の要因によるものであった。統一的な政治行動

にもちかけたのであった。

が不安定なものになった最大の要因は政府との協力可

シュティルク内閣期においては、選挙前に内部対立

能性の低下であった。ビーネルトは、ドイツ人政党・

が悪化していたスラヴ同盟はもはや再建されなかっ

キリスト教社会党とポーランド人議員クラブからなる

た。チェコ人政党の共同議員クラブの内部では、見返

議会多数派に依拠したが、他のネイションにも一定の

りを期待せずに政府への協力を主張する青年チェコ

譲歩をすることにより議事妨害を回避しようと試み

党、政府とのいかなる協力にも反対する国民社会党、

た。しかし、ドイツ人政党の意向を無視できなかった

両党の対立から漁夫の利を得ようとする農業党とい

彼の提案は、チェコ人政党を納得させるものではなか

う、三すくみの構図が成立した。しかし、防衛関連法

った。このような政府との協力可能性のさらなる低下

案の採決を契機として、国民社会党は共同議員クラブ

は、統一的な政治行動の維持に不利に作用した。この

から脱退し、同クラブは事実上の休眠状態に陥った。

苦境に対して、クラマーシュと青年チェコ党は、政府

これ以降、帝国議会におけるチェコ人政党による共同

との交渉可能性を高めるべく、スラヴ同盟の設立に踏

議員クラブの設立を目指した試みが成功することはな

み切った。また、スラヴ同盟の政策や目的が曖昧であ

かった。さらに、領邦財政の破綻の回避を目的とし

ったことは国民社会党の加入を可能にした。これらの

て、機能不全に陥っていたボヘミア領邦議会の閉鎖と

政党は、政府からの譲歩を引き出そうとするクラマー

その代替となる領邦行政委員会の設置を定めた、いわ

シュの意図に応ずるためではなく、帝国議会における

ゆるアネンスケー勅令 Anenské patenty は、青年チェ

自党の発言力の強化を目論んでいた。その結果、チェ

コ党が主導するチェコ人政党・政治家による統一的な

コ人政党・政治家による統一的な政治行動が維持され

政治行動の維持を困難にするとともに、チェコ人政党

ることになったが、政府法案への対応を協議するたび

の間におけるナショナルな要求の実現手法をめぐる対

にチェコ人政党間において対立が引き起こされること

立を惹起した。最終的には、他のチェコ人政党・政治

になった。第二の要因は、チェコ人とドイツ人との和

家を巻き込みながらも、青年チェコ党と国民社会党は

協交渉である。この時期においては、各自の目的を達

激しい争いを展開したのであった。

成するためにビーネルトやクラマーシュは和協交渉に

青年チェコ党が主導する統一的な政治行動を崩壊に

積極的に関与した。実際、開始当初、交渉は順調に進

導いた要因として、政府との協力可能性のさらなる低

むことが多かったが、一旦、交渉に行き詰ると両ネイ

下が挙げられる。権威主義的な志向を有していたシュ

ションの非妥協的な態度ばかりが目立つようになっ

ティルクは、法案成立に必要な議会多数派の形成のた

た。両ネイションの非妥協的な対応は和協交渉を頓挫

めに、チェコ人政党間の不和を利用したり、議会勢力

させるのに十分であった。ビーネルトによる和協交渉

への圧力をかけたりすることに躊躇しなかった。多く

の最終的な失敗は、チェコ政治におけるクラマーシュ

の場合、彼は政府に対する見返りのない協力を要請し

の地位を低下させ、彼の主導する統一的な政治行動に

たのであった。このようなシュティルクの政治手法が

対してマイナスに作用したのであった。統一的な政治

青年チェコ党の主導するチェコ人政党・政治家による

行動を不安定にした第三の要因は、諸政党の側の変化

統一的な政治行動にマイナスの効果をもたらした。一

である。国民社会党は、街頭行動の成功や帝国議会補

方、シュトィルク内閣期の和協交渉は、政府やクラマ

欠選挙における勝利により、政府やクラマーシュに対

ーシュの尽力だけでなく、農業党の積極的な関与もあ

する ｢威嚇力｣ を高めることになった。さらに、青年

り、妥結する可能性も垣間見えた。同時に、青年チェ

チェコ党が主導する統一的な政治行動に従うことに対

コ党が主導するチェコ人政党・政治家による統一的な
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政治行動の維持にも和協交渉が寄与するかに思えた。

戦前のスロヴェニア政治における一党支配を確立し

しかし、1911 年帝国議会選挙の結果から自信をつけ

た。これらの事例では、第一次世界大戦後に独立と議

ていた国民社会党は、和協を進めようとする青年チェ

会制民主主義の導入に加えて、政党間競争を初めて経

コ党とクラマーシュを激しく攻撃した。そのために、

験するという過大な負荷がかかったことが、1920 年

クラマーシュはドイツ人に妥協することに踏み切れ

代に議会制民主主義が崩壊した一つの要因であった。

ず、最終的に、両ネイションの非妥協的な態度が和協

一方、19 世紀後半に政党間競争が発生していたシス

交渉をまたもや頓挫させた。和協交渉の失敗の代償

ライタニアのドイツ人の事例では、戦間期のオースト

は、アネンスケー勅令の発令というかたちで、クラマ

リアの議会制民主主義は、1920 年代においては曲が

ーシュだけでなくチェコ人政党・政治家全体によって

りなりにも機能していたのであった。

支払わされることになった。同勅令により、青年チェ

一方、20 世紀初頭のチェコ人政党・政治家がその

コ党が主導するチェコ人政党・政治家による統一的な

実現を追い求めてきた国民的一体性は、政党間競争の

政治行動の維持がいっそう困難になった。一方、各チ

誕生、政党間協調の開始と戦間期チェコスロヴァキア

ェコ人政党の党内情勢もクラマーシュと青年チェコ党

における議院内閣制の成立と定着の影に消えていって

が主導するチェコ人政党・政治家による統一的な政治

しまったかのように思われる。しかし、実際には国民

行動を崩壊に導いた。1911 年帝国議会選挙で自信を

的一体性は消えておらず、チェコ・ネイションにとっ

つけた国民社会党は、チェコ政治の主導権を奪取する

て危機の時代において、その後も間欠泉のように吹き

べく、青年チェコ党をことあるごとに攻撃した。農業

出してくるのである。政治指導者にとって、国民的一

党は、党内対立の悪化を回避するために、選挙前に除

体性の誘惑はそれほどまでに大きかったのであった。

名した保守派の指導者の復党を認めた。その代償とし
て、同党の帝国議会議員クラブは保守派の影響を強く
受けることになった。農業党議員クラブを手中に収め
た彼は、帝国議会での国民社会党との提携に踏み切
り、シュティルクだけでなく青年チェコ党に対しても
反発を強めた。一方、1911 年帝国議会選挙後にます
ます守勢に立たされた青年チェコ党は、それ以前であ
れば抑制していた他の政党に対する攻撃に手を染め
て、他の政党と同じ土俵に乗ったのである。それによ
りチェコ政党政治における政党間競争が誕生したであ
った。

Ⅳ . おわりに
以上のように、青年チェコ党が主導するチェコ人政
党・政治家による統一的な政治行動は最終的に終止符
が打たれ、ナショナルな要求の実現手法をめぐる対立
がチェコ政党政治を規定したのであった。それによ
り、政策決定への影響力をめぐる政党間競争がチェコ
政党政治において誕生したのである。
第一次世界大戦前のチェコ政治において政策をめぐ
る政党間競争が発生したことによって、開戦以降のチ
ェコ政治において各政党間における政策協議と政策形
成が定着しただけでなく、戦後の独立と議会制民主主
義の導入に際して余分な負荷が政治アクターにかから
なかった。一方、ガリツィアのポーランド人の場合、
政治分化の遅れと良好な対政府関係が長期にわたる統
一的な政治行動を可能にした。スロヴェニア人の場
合、大衆政党タイプのカトリック政党が第一次世界大
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条約解釈における
「国際法の関連規則」に
関する一考察
東北大学（2010 年 3 月博士学位取得）

堀見

裕樹

現代の国際社会において条約の解釈に関する紛争は

を検討した。その上で、その内容について、本稿第 3

絶えず起こっており、それらはしばしば国際司法裁判

部の各章において検討される条約法条約第 31 条 3 項

所（以下、ICJ）を初めとする常設の国際裁判所や仲

（c）の各要素、具体的には「国際法の［……］規則」、

裁裁判所等において争われてきた。そのような条約解

「関連規則」、「当事国の間の関係において適用され

釈に関する国際裁判等において条約解釈の際にしばし

る」、そして同条文の時間的問題のそれぞれに即して

ば援用されるのが、1969 年に採択された条約法に関

整理を行った。

するウィーン条約（以下、条約法条約）の第 31 条か

第 2 章においては、条約法条約第 31 条から第 33 条

ら 33 条に定められた条約の解釈規則である。それら

に定められた条約の解釈規則の中で、第 31 条 3 項（c）

の中でも近年盛んに議論が行なわれているのが、条約

が有する意義について検討した。同条文を含む条約法

解釈において「当事国の間の関係において適用される

条約第 31 条 3 項は、「文脈とともに、次のものを考慮

国際法の関連規則」を「考慮する」ことを求める第

する。」と定めている。具体的には、第 31 条 3 項（c）

31 条 3 項（c）である。しかし、その内容が意味すると

が第 31 条全体において有する位置づけ、そして第 31

ころは必ずしも明確とは言えない。その一方で、近年

条 3 項の「考慮する（shall be taken account）」という

条約法条約第 31 条 3 項（c）に関連する国際法上の問題

文言がどのような意味を有するのかが問題となる。こ

点も注目されている。具体的には、条約法条約第 31

れら二つの問題点について検討した結果、本章は同条

条 3 項（c）によって考慮される「当事国の間の関係に

文の「当事国の間の関係において適用される国際法の

おいて適用される国際法の関連規則」は、ICJ の管轄

関連規則」は、第 31 条の中に含まれている他の解釈

権の範囲により制限されるのかという問題、WTO 諸

の諸要素と同等の価値を有するものとして解釈におい

協定の解釈において第 31 条 3 項（c）が有する役割、そ

て取り扱われること、そしてそれを「考慮する」こと

していわゆる「国際法のフラグメンテーション」に対

によって条約の解釈において特定の結果を導くことを

する条約法条約第 31 条 3 項（c）の役割が挙げられる。

求めるものではないことを示した。加えて、第 31 条 3

このような問題意識の下で本稿は条約法条約第 31 条 3

項（c）について、解釈の際に同条文に過度な重みを与

項（c）について考察を行なった。

えることに伴う弊害が存在しうることが ILC の研究部

まず、第 1 部では、予備的考察として二つの章を当
てた。

会により指摘されていたことにも留意した。
以上のような予備的考察を行った上で第 2 部では、

第 1 章においては、条約法条約第 31 条 3 項（c）の起

先に挙げた三つの条約法条約第 31 条 3 項（c）に関する

草過程を検討した。具体的には、国際法委員会（以

具体的な問題点について三つの章を当てて検討した。

下、ILC）の条約法に関する特別報告者ウォルドック

第 3 章では、条約法条約第 31 条 3 項（c）と ICJ の管

が 1964 年に提出した第三報告書から、条約法条約の

轄権との関係を、オイル・プラットフォーム事件本案

草案が採択された 1966 年までの ILC における起草過

判決（Oil Platforms（Iran/ U.S.）, 2003 I.C.J. 161（Nov.

程及び 1968 年と 1969 年に開催され、1969 年に条約

6））を素材に検討した。この事件では、アメリカに

法条約が採択された国連条約法会議における起草過程

よるイランのオイル・プラットフォームへの攻撃の合
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法性が問題となったが、ICJ の管轄権は原告イランと

示した。

被告アメリカとの間の友好・経済関係及び領事関係条

続く第 4 章では、WTO 諸協定の解釈において条約

約（以下、1955 年条約）に関する紛争に限定されて

法条約第 31 条 3 項（c）が有する役割を WTO の紛争解

いた。具体的には、当該アメリカの攻撃が 1955 年条

決機関の事例を素材に検討した。具体的には、条約法

約第 20 条 1 項（d）の「国際の平和と安全の維持又は回

条 約 第 31 条 3 項（ c ）の「 当 事 国 」 の 文 言 に つ い て、

復に関する締約国の義務を履行するために必要な，又

それは「全ての当事国」を意味するという重要な判

は当事国の本質的な安全保障上の利益を保護するため

断を下した 2006 年の EC 遺伝子組み換え産品事件のパ

に必要な」措置に該当するかが問題となった。この点

よる攻撃は「二つの当事国の領域の間に、通商及び航

ネ ル 報 告（EC-Measurers Affecting the Approval and
Marketing of Biotech Products, Reports of the Panel,
WT/DS291/R; WT/DS292/R; WT/DS293/R（2006））
を取り上げた。それに当たり、WTO 諸協定の解釈に
ついて WTO 諸協定以外の国際法規則が参照された代
表的な WTO の紛争解決機関の事例である、1998 年の
エ ビ・ ウ ミ ガ メ 事 件 上 級 委 員 会 報 告（U.S.-Import
Prohibition of Certain Shrimp Products, Report of the
Appelate Body, WT/DS58/AB/R（1998））を取り上げ
て分析した。その上で EC 遺伝子組み換え産物事件を

海の自由が存在しなければならない。」と定める 1955

分析し、両事件の関係を検討した。

に関して ICJ の多数意見は、同条文の解釈を行うに当
たり条約法条約第 31 条 3 項（c）を援用して、1955 年条
約の解釈に「当事国の間の関係において適用される国
際法の関連規則」として、武力の行使及び自衛権に関
する国連憲章の諸規定及び国際慣習法を援用した。そ
の上で ICJ は当該アメリカの攻撃が、両国間の 1955
年条約第 20 条 1 項（d）に規定される措置に該当しない
と結論づけた。しかし一方で多数意見は、アメリカに

年条約第 10 条 1 項には違反しないと認定した。しか

まず、エビ・ウミガメ事件上級委員会報告について

し、このような裁判所の多数意見の理由づけに対して

は、上級委員会は GATT 第 20 条柱書の解釈において

は、各裁判官の個別意見において、評決に反対した裁

法の一般原則が条約法条約第 31 条 3 項（c）に該当する

判官からの反対意見のみならず、評決に賛成した裁判

ことを肯定しつつ、GATT 第 20 条（g）号の解釈におい

官の間でも見解が分かれた。

ては、全ての WTO 加盟国が当事国となっていない条

本章ではこれらの多数意見及び各裁判官の個別意見
を分析した上で、裁判所の多数意見が 1955 年条約の

約を条約法条約第 31 条 3 項（c）に該当するものとして
ではなく、同条約第 31 条 1 項の「用語の通常の意味」

解釈において援用した国連憲章及び武力の行使に関す

を明らかにするために用いたと解することができる

る国際慣習法は 1955 年条約第 20 条 1 項（d）にとって

（ただし国連海洋法条約についてはその関連規定が国

の「当事国の間の関係において適用される国際法の関

際慣習法を反映している場合、その限りにおいて第

連規則」に該当するのか、国連憲章及び武力の行使に
される国際法の関連規則」に該当する場合、ICJ の管

31 条 3 項（c）の該当性を認めうる）と解した。一方、
EC 遺伝子組み換え産物事件については、パネルは条
約法条約第 31 条 3 項（c）にいう「当事国」は「解釈の

轄権が両国間の 1955 年条約に関する紛争に限定され

対象となる条約の全ての当事国」と解する一方で、こ

関する国際慣習法が「当事国の間の関係において適用

ている本件において条約法条約第 31 条 3 項（c）を援用

の条件に該当しない条約も「用語の通常の意味」の検

してそれらを 1955 年条約第 20 条 1 項（d）の解釈に援

討に用いることはできる、と判断したと解した。その

用することはできるのか、そして本件における ICJ に

上で本章ではこれらの二つの判断について、WTO の

よる条約法条約第 31 条 3 項（c）の具体的な適用、の 3

紛争解決機関においては、条約法条約第 31 条 3 項（c）

点について検討を行った。その結果、本件における

の「当事国」は「解釈の対象となる条約の全ての当事

1955 年条約第 20 条 1 項（d）の解釈において、国連憲章

国（＝全 WTO 加盟国）」を意味する一方で、その基

及び武力の行使に関する国際慣習法は条約法条約第

準から漏れる条約は、条約法条約第 31 条 1 項の「用

31 条 3 項（c）にいう「当事国の間の関係において適用

語の通常の意味」を探求する際に参照することが可能

される国際法の関連規則」に該当すること、そのよう

という理解が存在する、という形で整合的に解するこ

な「国際法の関連規則」がたとえ ICJ の事項的管轄権

とができることを提示した。しかし、同時に一方で、

の範囲外にあっても、それらを条約の解釈に援用する

このような解釈を採用すると、かねてから指摘されて

ことは可能であること、そして本件における多数意見

いたように、WTO 諸協定の解釈について条約法条約

による「国際法の関連規則」の援用は、条約の解釈の

第 31 条 3 項（c）に基づいて参照することができる条約

際に「文脈とともに」「考慮する」、という条約法条約

は殆んど存在しないことになるという点についても言

第 31 条 3 項の「解釈」の位置づけを超えて「適用」

及した。

に該当する可能性があること、を暫定的な結論として

そして第 5 章においては、ILC での作業を素材に、

条約解釈における「国際法の関連規則」に関する一考察
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「国際法のフラグメンテーション」との関係において、

ち、どのような国際法がこれに該当するのか、という

条約法条約第 31 条 3 項（c）が有する役割について検討

問題を取り上げた。検討の末、この「国際法の［……］

した。具体的には、2000 年に ILC が長期作業計画の

規則」には、ICJ 規程第 38 条 1 項に掲げられている条

一つとして選定し、2002 年に作業計画に含められる

約、国際慣習法そして法の一般原則が含まれることを

ことが決定した「国際法のフラグメンテーション：国

示した。加えて、これら以外のものについて、まず

際法の多様化及び拡大から生じる困難」（なお、2000

EC 命令等の EC 第二次立法については、「国際法の

年の時点では「国際法のフラグメンテーションの結果

［……］規則」に含まれる可能性はあることを指摘し

として起こるリスク」という主題であった）に関する

た。次に、一定の安保理決議も「国際法の［……］規

作業を取り上げた。この作業は本主題に関する研究部

則」に該当する可能性があるが、この点については今

会の報告書が ILC によって留意された 2006 年まで続

後の判例の展開を見守る必要性があることを指摘し

けられたが、その中の具体的論点の一つとして、条約

た。加えて、いわゆる「ソフト・ロー」については

法条約第 31 条 3 項（c）の「当事国の間の関係において

「国際法の［……］規則」には該当しないと分析した。

適用される国際法の関連規則」が選定された。本章は

また、本章で検討した以外の国際法上の規範が第 31

特 に こ の 第 31 条 3 項（ c ）に 関 す る 作 業 を 検 討 し た。

条 3 項（c）の要件に該当する可能性は残されているが、

その中で特筆すべきは、 2005 年の研究部会の報告

この問題については今後の判例の展開とそれらに関す

書 の 中 で 第 31 条 3 項（ c ）が「体系的統合（systemic

る議論を慎重に見ながら検討する必要があることを指

integration）」の原則を表しているものとして位置づ

摘した。

けられていた点である。さらに、作業の最終年となっ

第 7 章では、「国際法の関連規則」の中の「関連」

た 2006 年に提出された研究部会委員長のコスケニエ

性について、解釈の対象となる条約と、考慮される国

ミによる報告書では同条文が「体系的統合」の原則を

際法の規則が具体的にどのような関係を有しているこ

表しているものであることに加え、それが「国際法の

とが要求されているかについて検討した。その結果こ

家への『マスター・キー』」のように機能するものだ

の「関連」性は、判例においても学説においても、内

と位置づけられていた（Report of the Study Group of

容が類似しているというものだけでなく、相当広く認

the Int ʼ l L. Comm ʼ n, Addendum, Appendix, Draft
Conclusions of the Work of the Study Group, Finalized
by Martti Koskenniemi, para. 420, U.N. Doc. A/CN.4/
L.682/Add.1（2006））。この報告書の第 31 条 3 項（c）の
各要素に関する立場に対する検討は、第 3 部の各章の

められることを示した。具体的には、条約が解釈され

中で触れることとなるために、本章では詳しく取り上

第 8 章では、条約法条約第 31 条 3 項（c）の中でもそ

る際、解釈される条文の用語と関係性を有する国際法
規則や解釈される状態を規律するような国際法規則で
あれば、その「関連」性が認められうると考えられる
ことを指摘した。

げなかった。その一方、条約法条約第 31 条 3 項（c）に

の意味について最も見解が鋭く対立している「当事国

関するこの作業の中での議論は同条文に関する議論に

の間で適用可能な」という文言の意味について検討を

とって貴重な示唆を与えるものであることを述べた。

行なった。特にここで問題となるのは、この文言にい

なお、これらの第 2 部で取り上げた三つの問題点に

う「当事国（the parties）」とは、「解釈の対象となる

ついては、次の第 3 部での検討を経て本稿が条約法条

条約の全ての当事国」を意味するのか、又は解釈の対

約第 31 条 3 項（c）の意味についての結論を得た上で、

象となる条約の全ての当事国のうち、「条約の解釈に

終章においてその結論を踏まえて改めて検討される。

ついて争っている（二以上の）当事国」を意味するの

最後の第 3 部では、条約法条約第 31 条 3 項（c）の有

か、という解釈の対立である。

する意味について、四つの要素に分けて、四つの章に

検討の末この問題について本稿は、前者の意味が正

おいて検討した。その検討方法としては、「文脈（条

しいと主張する見解を支持し、条約法条約第 31 条 3

約法条約の前文を含む）」、「趣旨及び目的」、「通常の

項（c）の「当事国」は「解釈の対象となる条約の全て

意味」及び「誠実に解釈する」、複数の言語による条

の当事国」を意味すると解した。このように解するこ

文の相互参照といった、国際慣習法として成立してい

とで、条約法条約第 31 条 3 項（c）によって、多くの当

る条約法条約の解釈規則を適当と考えられる場合に使

事国を有する多数国間条約の解釈に別の多数国間条約

用しながらも、各国際裁判所等の裁判例の分析を中心

を考慮することは困難となる。しかしこのことは多数

に据えて、さらに関連する学説及び ILC 研究部会の報

国間条約の解釈の際に他の多数国間条約を考慮するこ

告書を比較検討し、さらに第 1 章で見た起草過程を分

とができなくなるということを意味しない。第 31 条 3

析しながら考察を進めるという方法を用いた。
第 6 章では、「国際法の［……］規則」の範囲、即
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項（c）の要件に当てはまらない条約であっても、条約
法条約第 31 条 1 項の「通常の意味」の検討の材料と

して、そして第 32 条における同じ種類の条約として

あるため、この要件も満たす。そして最後に 1955 年

条約の解釈過程において役割を果たすことは可能であ

条約と国連憲章及び武力の行使に関する国際慣習法と

る。

の間の時間的関係については、国連憲章については

そして第 9 章では、「当事国の間で適用可能な国際

1945 年に採択され翌年発効し、加えてイラン及びア

法の関連規則」の時間的範囲に関する問題を扱った。

メ リ カ は 国 連 の 原 加 盟 国 で あ る た め、 国 連 憲 章 は

これは即ち、条約の解釈の際に考慮される国際法の規

1955 年条約の「締結時に有効だった」国際法の規則

則は、その条約が締結時に有効だったものに限定され

であったと言える。一方、武力の行使に関する国際慣

るのか、それとも条約の解釈時において有効なものも

習法については、その成立時期は必ずしも明らかでは

含まれるのか、という問題である。この問題について

ない。

は、条約の締結時に有効だった国際法の規則及び解釈

第二に、ICJ の事項的管轄権が 1955 年条約に関する

時に有効な国際法の規則のいずれもが考慮されうるこ

紛争に限定されていた本件においては、条約法条約第

とを示した。一方、実際の条約法条約第 31 条 3 項（c）

31 条 3 項（c）を用いて、その事項的管轄権の範囲に入

の援用において、条約締結時に有効なあるいは条約解

っていない国際法の規則を参照することはできるの

釈時に有効な国際法の関連規則のいずれが考慮されう

か、という問題がある。この点については既に第 3 章

るかについては、解釈の対象となる条約の当事国の意

において、条約法条約の解釈規則は ICJ の事項的管轄

思が重要とされるが、近年この点について学説や ILC

権の範囲によってその適用が制限されるものではない

の研究部会によって具体的な基準の提示が行なわれて

ため、本件においてたとえ事項的管轄権が 1955 年条

おり、これらはこの問題を解決するに当たって有用な

約に関する紛争に限定されていたとしても、条約法条

指針を提供するものであると考えられることを提示し

約第 31 条 3 項（c）を援用して「国際法の関連規則」を

た。

参照することは可能であると論じた。この結論はここ

最後に終章では、本稿の結論として、これまでの検

でも変わらず同じであった。

討で得られた条約法条約第 31 条 3 項（c）の意味を提示

そして第三に、本件における第 31 条 3 項（c）を援用

した。加えて、それを踏まえて第 2 部で取り上げた第

した ICJ による 1955 年条約第 20 条 1 項（d）の解釈の方

31 条 3 項（c）に関連した具体的な三つの問題を改めて

法についてである。第 3 章で検討したように、本件で

考察し、同時に残された課題を指摘して結びとした。

ICJ が行なったのは、第 31 条 3 項（c）を用いて国連憲

具体的な問題の考察として、まず第 3 章で取り上げ

章及び武力の行使に関する国際慣習法を「考慮」した

た、条約法条約第 31 条 3 項（c）と ICJ の事項的管轄権

1955 年条約第 20 条 1 項（d）の「解釈」というよりは、

との関係についての問題がある。

むしろ「国際法の関連規則」とされた国連憲章及び武

第一に、オイル・プラットフォーム事件において

力の行使に関する国際慣習法の「適用」に該当する可

ICJ は、イラン＝アメリカ間の 1955 年条約の解釈にお
いて条約法条約第 31 条 3 項（c）を用いて国連憲章及び

能性があることを指摘した。

武力の行使に関する国際慣習法を参照したが、これら

いて条約法条約第 31 条 3 項（c）が有する役割について

次に、第 4 章で取り上げた WTO 諸協定の解釈にお

が 1955 年条約の解釈において第 31 条 3 項（c）の要件に

である。第 4 章では、この点について本稿では、1998

合致するのか、という点が問題となる。第 6 章で検討

年のエビ・ウミガメ事件上級委員会報告と 2006 年の

したように、条約及び国際慣習法は「国際法の［……］

EC 遺伝子組み換え産物事件パネル報告の二つの事件

規則」に該当する。次にこれらが 1955 年条約との関

を取り上げて検討を行なった。そこで本稿は、エビ・

係で「『関連』規則」であるかについては、第 7 章で

ウミガメ事件において上級委員会は、GATT 第 20 条

検討されたように「関連」性は相当に広く認められる

（g）号の解釈において当時全ての WTO 加盟国が当事

ため、国連憲章及び武力の行使に関する国際慣習法は

国ではなかった生物多様性条約、国連海洋法条約及び

「『関連』規則」の要件を満たすと考えられる。さら

ワシントン野生動植物取引規制条約を参照したが、上

に、国連憲章及び武力の行使に関する国際慣習法が

級委員会は条約法条約第 31 条 3 項（c）の「国際法の関

「当事国の間の関係において適用される」ものかどう

連規則」を用いたのではなく、条約法条約第 31 条 1

かについては、後者の武力の行使に関する国際慣習法

項の「用語の通常の意味」の探求のための素材として

については問題ないが、前者の国連憲章は条約のため

用いた一方で、GATT 第 20 条柱書の解釈では、明示

この問題が生じる。第 8 章において検討されたように

的に条約法条約第 31 条 3 項（c）に言及し、法の一般原

「当事国」は「解釈の対象となる条約の全ての当事国」

則である信義誠実の原則を解釈に援用したと理解し

を意味すると考えられ、1955 年条約の「全ての当事

た。一方、2006 年の EC 遺伝子組み換え産物事件にお

国」であるイラン及びアメリカはともに国連加盟国で

いてパネルが条約法条約第 31 条 3 項（c）の「当事国」

条約解釈における「国際法の関連規則」に関する一考察
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は「解釈の対象となる条約の全ての当事国」を意味す

照することが可能であり、第 31 条 3 項（a）及び（b）と

ると判断して、同様に当時全ての WTO 加盟国が当事

同様に時間の経過に関連する要素を有している。この

国ではなかった生物多様性条約及びカルタヘナ議定書

点に関連して、第 31 条 3 項（a）及び（b）に関して 2008

の第 31 条 3 項（c）の該当性を否定したことは、前述の

年に「時間が経過した条約（Treaties over time）」が

ように理解したエビ・ウミガメ事件の上級委員会の立

ILC の議題に加えられ、同時に研究部会の設置が決定

論と整合的に解することができることを指摘した。さ

されたことを指摘した。

らに、第 8 章において検討したように、条約法条約第

続いて、条約の解釈において、別の条約が条約法条

31 条 3 項（c）の「当事国」は「解釈の対象となる条約

約第 31 条 3 項（c）において「国際法の関連規則」とし

の全ての当事国」と解されるため、以上のような上級

て考慮される場合と、第 31 条 1 項や第 32 条等によっ

委員会の判断、そしてパネルの判断は正当であったと

て考慮される場合の間の相違や、それぞれの相互作用

結論できることを述べた。

等についてより詳細な検討が求められると思われるこ

第 5 章では、「国際法の関連規則」と国際法のフラ

とを指摘した。

グメンテーションについて、ILC での「国際法のフラ

さらに、条約法条約第 31 条 3 項（c）が「人権法と人

グメンテーション」の研究の中での条約法条約第 31

道法の関係」を検討するに当たってどのような視点を

条 3 項（c）の議論を取り上げて考察した。そこで本稿

提供するか、という問題が検討されるべきであること

は「条約法条約第 31 条 3 項（c）を含む研究部会が取り

を指摘した。

扱ったテーマは、国際法のフラグメンテーションの問

そして最後に、第 31 条 3 項（c）の下で考慮される国

題に対する有益な『道具箱』として機能しうると考え

際法の関連規則が強行規範である場合、そのことが条

られる。」と述べた。この基本的な認識は本稿の条約

約の解釈にどのような効果を及ぼすのかという点が考

法条約第 31 条 3 項（c）についての結論を踏まえても同

察されるべきであることを指摘した。

じだが、第 8 章において検討したように、本稿は ILC
の研究部会とは異なり、第 31 条 3 項（c）の「当事国」
は「解釈の対象となる条約の全ての当事国」を意味す
ると解した。そのため、ILC の研究部会が想定してい
るよりも第 31 条 3 項（c）の援用される機会は―特に多
くの当事国を有する多数国間条約については―減るこ
ととなる。しかし、条約法条約第 31 条 3 項（c）以外の
条約法条約の条文においても他の条約を条約の解釈に
援用することは可能である。しかし、この点について
は今後のさらなる慎重かつ詳細な検討が必要となると
考えられる。
最後に残された今後の課題を提示した。
まずオイル・プラットフォーム事件では、1955 年
条約第 20 条 1 項（d）の解釈に当たり ICJ は条約法条約
第 31 条 3 項（c）を援用し、国連憲章及び武力の行使に
関する国際慣習法を「国際法の関連規則」として挙げ
たが、ここで ICJ が行なったのは、第 31 条 3 項（c）を
用いた 1955 年条約第 20 条 1 項（d）の解釈というより
はむしろそれらの「国際法の関連規則」の「適用」だ
ったのではないかという疑問が残る。この点はさらな
る検討の余地があると考えられる。
次に条約法条約第 31 条 3 項（c）と、同じ第 31 条 3 項
中の条文である、事後の合意に関する第 31 条 3 項（a）
と事後の慣行に関する第 31 条 3 項（b）との関連性につ
いての検討が必要とされるのではないかと思われるこ
とを指摘した。第 9 章において検討したように、第 31
条 3 項（c）は、同条文の適用上、条約締結時から時間
が経過して解釈時に有効な「国際法の関連規則」を参
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投資条約仲裁手続における
人的管轄権の判断基準
― 国際請求における「国籍」の機能 ―

東北大学（2010 年 9 月博士学位取得）

Ⅰ . はじめに

猪瀬

＊

貴道

すなわち、外交的保護は、国際法上の手続の請求主体
が国家に限定されるという前提に立つ制度であるとい
える。

いわゆる「グローバル化」の進展に伴い、私人（個

損害を被った私人が自ら関与できるのは、前述のと

人・会社）による国境を越える経済活動が当たり前の

おり国内手続による救済のみである。国内手続と国際

時代となっている。私人の国境を越える経済活動は、

法上の手続には優劣関係はなく、有効で適正な手続で

領域主権の効果により、原則として当該活動が行われ

あれば問題は生じない。しかし、国境を越える経済活

る領域国の国内法によって規律される。ただし、国際

動を行う私人およびその国籍国は、領域国の国内手続

私法規則に従って、領域国以外の国内法が適用される

を必ずしも信頼しておらず、他の手続を利用すること

場合もある。

を模索してきた。そのひとつが、国家から独立した形

また、私人の国境を越える経済活動において紛争が

での仲裁手続であり、1965 年には世界銀行の主導に

生じた場合の処理手続については、領域国の行為・措

より「国家と他の国家の国民との間の投資に関する紛

置によって私人が損害を被った場合で、民事上の責任

争の解決に関する条約」（ICSID 条約）が締結され、

に関するものであれば、原則として国際民事訴訟のル

多数国間条約という枠組の下での仲裁手続が利用可能

ールに基づき管轄権を有する裁判所による民事訴訟手

となった。

続によって救済を求めることになる。なお、私人と領

仲裁手続は、紛争当事者間の合意に基づく紛争処理

域国との間に契約が締結され、それに関する損害であ

手 続 で あ り、 そ れ は ICSID 条 約 に 基 づ く 仲 裁 手 続

れば、契約中の紛争処理条項によって指定された紛争

（ICSID 仲裁手続）をはじめとする国家から独立した

処理手続が利用されることになる。契約中の紛争処理

形の仲裁手続においても同様である。従来は、私人と

条項やアド・ホックな合意によって、仲裁手続が利用

領域国との間の契約の紛争処理条項や紛争ごとのア

される場合もある。領域国の行為・措置によって私人

ド・ホックな合意によって仲裁手続に紛争を付託する

が損害を被った場合で、領域国の主権的行為に関連す

方法が取られてきた。しかし、私人と領域国との交渉

ると主張される場合には、原則として領域国の国内行

上の力関係などの理由から、「仲裁合意」に至ること

政手続によって救済が求められる。

には私人側に非常に大きな負担が必要となっていた。

領域国の行為による損害が、国内手続によって十分

しかし、近年状況が変化している。経済発展に外国

に救済されない場合には、損害を被った私人の国籍国

民間資本を積極的に導入する政策を取る国家が増加し

による外交的保護の対象となり、国際法の問題として

ており、外国投資の獲得が競争状態になった結果、外

扱われる 。ただし、外交的保護は、国家の権利とし

国投資の誘致のための環境整備の一環として、投資条

て理論構成されており、その行使は国籍国の判断に委

約 3（二国間投資保護促進条約（BIT）や投資関連章

ねられる 2。また、理論上、外交的保護において追及

を含む自由貿易協定（FTA）・経済連携協定（EPA）

されるのは、国籍国に対する領域国の国際責任であ

など）の締結を含めて外国投資に関する法的環境の整

り、救済されるのも国籍国の損害ということになる。

備が進んでいる。

1
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投資条約は、一方の締約国の投資家による他方の締

の投資家による投資に関する紛争は、両紛争当事者の

約国における投資について、実体的な待遇基準ととも

合意によって仲裁に付託される」という形で規定する

に、当該一方の締約国の投資家と他方の締約国との間

ものである 7。この場合、規定自体は、締約国の付託

の投資に関する紛争処理条項（ISDS 条項）が定めら

意思の表明とはみなされず、別途の同意が必要とな

れる 4。

る。第二の類型は、「投資受入国である締約国は、投

ここで問題となるのは、投資条約の対象となる投資

資に関する紛争を調停または仲裁に付託しようとする

家および投資の範囲である。紛争処理という観点から

他の締約国の投資家の要請に対し、好意的な判断を与

は、投資条約上の ISDS 条項を利用できる投資家の範
囲が問題となる。投資家と国家の間の紛争の最終解決

えるものとする（shall give sympathetic consideration
to）」という形で規定するものである 8。この場合も、

手段として定められる仲裁手続の投資受入国である締

規定自体は、締約国の付託意志の表明とはみなされな

約国側の付託同意は、相手方紛争当事者を一意に特定

い。ただし、理由なく同意を留保してはならない義務

せずに「申込（offer）」という形で条約上規定され、

があるとされる 9。第三の類型は、「各締約国は、他方

投資家側の紛争当事者の一方的提起により付託合意が

の締約国の投資家の投資から生じる紛争を調停または

成立し、原則として投資家側の請求のみを扱うという

仲裁に付託することに同意しなければならない（shall

相互性を欠く構造を有しているからである。その結

consent to）」という形で規定するものである。この場

果、投資条約にもとづく仲裁手続（投資条約仲裁手

合も、Broches の説明によれば、規定自体は締約国の

続）では、合意にもとづく手続である仲裁手続にもか

付託意志の表明とはならないとされていた 10 が、近年

かわらず、管轄権について争いが生じて、仲裁手続の

は、この類型の規定についても投資家の一方的付託が

利点のひとつである迅速性が損なわれる場合がある。

可能と判断されている。第四の類型は、投資受入国で

本稿は、投資条約仲裁手続における管轄権、とくに人

ある締約国側の付託意思（申込（offer））を明示的に

的管轄権に関する問題を回避して迅速性を確保できる

規定するものである。近年締結される BIT ではこの類

よう、投資条約上の ISDS 条項にもとづく仲裁手続を

型の ISDS 条項が挿入されることが多い。英国・モデ

利用できる投資家の範囲の基準などの判断枠組を分析

ル BIT 第 8 条 1 項が典型例であり、「各締約国は、そ

して問題点を明らかにするものである。

の領域での投資に関して他の締約国の投資家との間に
生じたいかなる法的紛争について ICSID 条約上の調

Ⅱ . 投資条約仲裁手続の基本構造

停または仲裁による解決のため ICSID に付託するこ
とにここに同意する（hereby consent to）」と規定す
る 11。この場合、別途の付託合意がなくとも、投資家

投資条約を根拠とする投資家と投資受入国との間の

側の紛争当事者は一方的に仲裁手続に付託可能とな

仲裁手続が、最初に利用されたのは、1987 年に付託

る 12。近年の投資条約は、一方的付託が可能とみなさ

さ れ て 1990 年 に 仲 裁 判 断 が 出 さ れ た AAPL v. Sri

れる第三および第四の類型の ISDS 条項を有する場合

Lanka 事件である 。この事件は、英国＝スリランカ
BIT を根拠に提起されたものであるが、管轄権に関し

が多い 13。また、近年の FTA における投資章では、北

て議論されることなく仲裁判断がなされた。この事件

で、 非 常 に 詳 細 な 内 容 を 持 ち 一 方 的 付 託 が 可 能 な

を先例として、投資条約の ISDS 条項を根拠として、
別途の付託合意がなくとも、紛争当事者である投資家

ISDS 条項が規定される場合もある。そのような状況
の下、2000 年代以降、投資条約仲裁手続の利用が急

は仲裁手続に請求を提起（一方的付託）できると理解

増している 14。

5

米自由貿易協定（NAFTA）第 11 章の規定に準じた形

投資条約仲裁手続の手続枠組の代表的なものは、

されるようになった。
ただし、投資家が、投資条約の ISDS 条項を根拠と

ICSID 条約にもとづく仲裁手続である。ICSID 条約は、

して仲裁手続に紛争を一方的に付託できるか否かは、

世界銀行の主導によって

根拠となる投資条約の ISDS 条項の規定文言によると

紛争を専門に扱う仲裁・調停機関である ICSID を設

多数国間の枠組による投資

の指摘がされる。投資条約の交渉においてはモデル条

立する条約である 15。現在、ICSID 条約は、158 カ国

約の利用や先に締結した条約の参照がされるため、同

が署名し、147 カ国が批准書を寄託している。ICSID

一国家が締結する条約の各規定は一定の統一性があ

には、仲裁人名簿および調停人名簿が用意されてお

る。したがって、投資条約の各規定は類型化して整理

り、常設仲裁裁判所（PCA）と同様の常設性を有す

することができる。Broches によれば、投資条約の

る紛争解決機関である。ICSID 条約は第 26 条におい

ISDS 条項は大きく分けて 4 つの類型がある 。第一の

て手続の排他性を定め、第 27 条で投資家の国籍国に

類型は、「一方の締約国の領域における他方の締約国

よ る 外 交 的 保 護 を 制 限 し て お り、 投 資 紛 争 処 理 を

6
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ICSID に集中する制度設計がなされている。
また、ICSID 条約は、仲裁手続について、手続の開
始（第 36 条）、仲裁裁判所の構成（第 37-40 条）、仲
裁裁判所の権限および任務（第 41-47 条）、仲裁判断
（第 48-49 条）という形で定めるとともに、仲裁判断
の承認および執行（第 53-55 条）を締約国の義務とし
て定め、仲裁判断の解釈、再審および取消（第 50-52
条）も規定する。

る場合がある。いずれの場合も、最終的には「締約国
の国民」と「締約国の会社」が投資条約の適用対象、
すなわち投資条約仲裁手続を利用できる投資家とな
り、その範囲の画定が問題となる。
まず、自然人である「締約国の国民」について検討
する。締約国の国民であるか否かの判断基準は、投資
条約においても原則として「国籍」である。投資条約
における定義規定を検討すると「締約国の一の国籍を

投資条約仲裁手続において、ICSID 仲裁手続が選択

有する自然人」とする定義や「締約国の国内法に従っ

された場合には、根拠となる投資条約とともに ICSID

て」等と言及をした上で「締約国の国籍を有する」ま

条約の適用も受けることになる。管轄権に関しては、

たは「締約国の国民の地位を有する」自然人などと定

根拠となる投資条約の関連規定とともに、ICSID 条約

義されることが多い。このような既定は、国籍付与が

第 25 条が関係する。なお、ICSID 仲裁手続は、ICSID

国家の裁量事項であるという国際法の原則 16 を反映し

条約締約国およびその国民のみが利用可能なため、投

ており、国籍付与または国民の地位の具体的要件、手

資条約の ISDS 条項においては、ICSID 仲裁手続以外

続などは投資条約の各締約国の国内法によって定めら

の仲裁手続が選択肢として規定される場合がある。

れることになる。

ICSID 追加制度規則（Additional Facility Rule）の仲

追加的要件として、常居所要件・居住要件を定める

裁手続や国際商事仲裁手続において用いられる

投資条約も存在する。たとえば、イスラエル＝ドイツ

UNCITRAL 仲裁規則にもとづく仲裁手続、ICC 仲裁
手続、SCC 仲裁手続などである。これらの ICSID 仲

の定義について、イスラエルの永住者であることを要

裁手続以外の手続は、条約にもとづくものではないた

件とする。イスラエルにおいては、国籍の取得それ自

め、管轄権の問題は、根拠となる投資条約の関連規定

体については、イスラエルへの居住は要件とされてお

の解釈によって処理される。

らず、投資条約において適用対象となる締約国の国民

BIT 第 1 条 3 項は、条約の対象となるイスラエル国民

このような投資条約仲裁手続の構造は、外交的保護

について、国籍のみを基準とすると非常に広範となっ

が変形したものとも指摘できる。すなわち、外交的保

てしまうことを永住者要件により回避している。ただ

護が、損害を被った私人の国籍国による対応の「事後

し、この種の常居所要件・居住要件を付している投資

の枠組」であるのに対し、投資条約仲裁手続は、私人

条約は少ない。また、これらの要件は、あくまで当該

の国籍国が領域国との間で「事前の枠組」を作るもの

投資条約の適用上の要件であることに注意が必要であ

である。外交的保護における請求国としての国籍国の

る。すなわち、国籍付与それ自体は、国家の裁量事項

範囲と同様に問題となるのが、投資条約仲裁手続を利

であることに変わりはない。

用することができる投資家の範囲である。

他方、投資条約の対象を国籍保有者に限定しない例
もある。日本＝シンガポール EPA においては、シン

Ⅲ . 投資条約仲裁手続の人的管轄権
の判断基準としての国籍

ガポール側について、「国民」だけではなく「永住権
保 有 者 」 も 対 象 と し て い る。 エ ネ ル ギ ー 憲 章 条 約
「当
（ECT）では、条約の対象をさらに拡大しており、
該締約国の関係法令に従い、当該締約国の市民権若し

外交的保護においては、私人損害に起因する請求を

くは国籍を有し又は当該締約国に永住している自然

提起できるのは当該私人の国籍国に限られるという意

人」と規定する。カナダ、ノルウェー、デンマークの

味で「国籍」が重要な機能を果たす。同様に、投資条

モデル・BIT においても、国籍だけではなく市民権、

約仲裁手続においても、それを利用できるのは投資受

永住権を基準として定める。「市民権」概念について

入国（＝紛争当事国）である締約国以外の「締約国の

は、古くから用いられている概念であり、「国籍」と

投資家」に限られるという点で「国籍」が重要な基準

の違いについては、対外的にはそれほど大きくはない

となる。

とされる 17 が、「永住」という紐帯が採用されている

投資条約においては、「締約国の投資家」という概

のは、「国民」と「外国人」という従来の二元主義的

念が用いられて、「締約国の投資家」の定義として

枠組が現実的適合力を失いつつあることの現われであ

「締約国の国民」と「締約国の会社」という概念が用
いられる場合と、「投資家」という概念は用いられず、
「締約国の国民」と「締約国の会社」のみが用いられ
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るといえる 18。
現行の投資条約において、その対象となる投資家の
範囲のうち、自然人については締約国の国民であり、

当該締約国の国内法に従って付与される国籍が基準と

係が、従来に比べ相対化していることがあげられよう。

されるのが原則である。しかし、投資条約においても

つづいて、投資条約の対象となる「締約国の投資

従来の「国民」と「外国人」という従来の二元主義的

家」のうち、自然人以外の投資家について検討する。

枠組ではなく、「国籍」にかわって、「永住」さらには
「居住」という紐帯によって、規律対象とする締約国
の投資家の範囲が定められる例が登場している。

投資条約において、自然人以外の投資家に関しては、
「会社（company）」という用語が使われる場合と「法
人（juridical person, legal person）」という用語が使わ

た だ し、ICSID 仲 裁 手 続 が 利 用 さ れ る 場 合 に は、

れる場合がある。「会社」という概念については、各

ICSID 条約上の制約を受ける。ICSID 条約第 25 条に
おいて、ICSID の管轄権は、ICSID 条約締約国の国民
に 限 定 さ れ て い る。 そ し て、 第 25 条 2 項（a）で、
「（ICSID 条約の）他の締約国の国民とは、紛争当事者
である国以外の（ICSID 条約）締約国の国籍を有する

国法制で定義が異なるため、若干の整理が必要であ

自然人」と定義されるように、自然人に関しては、

る。たとえば、日本の会社法上は、会社は法人格を有
するとされる 21。しかし、日本が締結した BIT では、
会社について「有限責任のものであるかないか、法人
格を有するものであるかないか、また、金銭的利益を
目的とするものであるかないかを問わず、社団法人、

「国籍」という紐帯のみが規定されている。したがっ

組合、会社及び団体をいう」との定義が用いられるこ

て、投資条約において、対象となる投資家の範囲の基

とが多い 22。このように、日本の締結する BIT 上の

準として、国籍以外の紐帯が用いられている場合に問

「会社」は、日本の会社法の定義とは異なり法人格の

題が生じる可能性がある。たとえば、投資条約締約国

有無は問題とされていないため、「法人」とは限らな

に永住する投資家を、締約国の投資家と定義する投資

い。

条約の場合、投資条約締約国に永住しているそれ以外

以下では、投資条約の対象となる「締約国の投資

国の国籍を有する投資家が、投資条約上の投資紛争解

家」のうち、自然人以外の投資家について、原則とし

決規定に従って、ICSID 仲裁手続に付託することは可

て広義の「会社」という用語を用いることにする。

能であろうか。ICSID 条約第 25 条 2 項（a）の「紛争当

投資条約の対象となる「締約国の投資家」のうち、

事者である国以外の締約国の国籍を有する自然人」に

「会社」についても、投資条約の対象となるためには、

いう「締約国」とは、ICSID 条約の締約国であり、付

投資条約の「締約国の会社」でなければならない。し

託根拠となる投資条約の締約国ではない。すなわち、

たがって、「締約国の会社」であるか否かの判断基準

上記の場合、付託根拠となる投資条約締約国に永住す

は何か、という問題を検討する必要がある。自然人と

る投資家が、投資条約上の投資紛争解決手続を選択し

同様に、会社についても「国籍」を判断基準とするこ

た場合でも、当該紛争当事者である投資家が保有す

とが可能であろうか。国際法においては、会社に対す

る、永住している投資条約締約国とは別の国の国籍

る損害についても、国家による外交的保護権の行使の

が、ICSID 条約締約国の国籍である場合には、ICSID

対象となることは古くから認められてきた。そして、

仲裁手続を利用できると解釈できる。

どの国家による行使が認められるかという、会社と国

実際に投資条約仲裁手続に紛争が付託された場合、

家との紐帯として、自然人と同様に「国籍」という概

管轄権は、原則として付託の基礎となる投資条約規定

念が用いられてきた。ただし、ここでいう会社の「国

の解釈および ICSID 条約規定の解釈によって判断さ

籍」は自然人の国籍とは異なり、設立準拠法や本拠地

れる。投資条約の規定は、前述の通り「国籍付与は国

を基準とするものである 23。

家裁量事項である」という原則に立った極めて形式的

投資条約の定義規定においても「締約国の会社」の

な規定となっている。ただし、投資条約仲裁手続で国

範囲は、設立準拠法または本拠地を基準とする場合が

籍の問題が判断される場合、国内当局の文書や判断等

多い。コモン・ロー諸国は設立準拠法主義に立ち、大

は一応の（ prima facie）証拠能力があるものの、場

陸法系諸国は本拠地主義に立つ傾向がある。

合によっては、仲裁裁判所が自ら国内法解釈および詳

設立準拠法、本拠地のいずれの基準を採用する場合

細な事実認定を行うことになる 19。また、投資条約や

でも、投資条約上は、非常に単純な規定のみがおかれ

ICSID 条約に規定されていない国籍に関する国際法の

ているため、投資家は、投資受入国との間に有利な条

原則、具体的には「国籍国との真正な連関」や「実効

件の規定を有する投資条約の締約国に会社を設立し

的国籍」の適用の可能性もあるが、これまでの事例で

て、その会社を通して投資を行うことで、いわゆる

はそれらの適用は極めて限定的である。国籍の実効性

「投資条約ショッピング」が可能となっている。これ

が問題となった場合でも、その実効性の要件は比較的

に 対 処 す る た め、「 現 実 の 経 済 活 動（real economic

緩やかに判断されている 。その理由としては、国際

activities）」などを要件として課す場合がある 24。
会社形態の投資家についても、手続として ICSID

20

人権法の発展の影響などから、
「国籍」と居住などの関
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仲裁手続が利用される場合には、ICSID 条約上の制約

国際慣習法の原則として、投資条約仲裁手続において

を受けることになる。すなわち、ICSID 条約第 25 条

も適用することが考えられる。しかし、それらの原則

の要件を満たす必要がある。しかし、そこでは「法人

の内容は必ずしも明確ではないことに加えて、外交的

格」の要件が付されているものの、国籍決定の基準に

保護の手続と投資条約仲裁手続は、私人に対する損害

ついての明文規定はおかれていない。したがって、投

を国家間の枠組で処理するという構造としては類似し

資条約に規定される設立準拠法基準や本拠地基準によ

ているといえるとしても、国家の関与の形態が異な

って判断されることになる。

り、外交的保護の文脈で成立した原則を投資条約仲裁

ただし、ICSID 条約第 25 条は、投資受入国におけ

手続にそのまま適用することには問題があると思われ

る投資の現地子会社要件に対応するために、現地子会

る。したがって、投資条約の「締約国の投資家」の定

社について「支配」基準を採用し、紛争当事者の合意

義などの明文規定において、条約の対象となる「締約

を要件として、他の締約国（投資受入国以外の国）の

国の投資家」の範囲を現状のような形式的基準のみで

会社とみなすという規定をおく。この支配基準につい

規定するのではなく、より範囲を明確する形で定める

ては、何をもって「支配」とするか、どこまで上流に

ことが望ましいといえる。

遡って「誰が」支配しているといえるかという問題が
ある。この点については、実際の仲裁事例において
も、ケースバイケースの判断がなされており、統一的
な判断がなされているとは言えない。
また、このような支配基準を現地子会社に限らずに
適 用 す べ き で あ る と い う 主 張 も あ る が、Tokios v.
Ukraine 事件では、根拠となる投資条約の明文規定と
して規定されない限り支配基準は適用されないと判断
された。なお、一部の投資条約では、締約国の会社の
範囲について、支配基準を導入しているものもある 。
25

現状では、会社についても、設立準拠法または本拠
地という極めて形式的な基準によって、「締約国の投
資家」にあたるか否かが判断されており、「現実の経
済活動」や「支配基準」による修正は、明文規定とし
て投資条約に含まれる必要がある。
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認められるという傾向がある。
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条約違反を構成することになる。

11 モデル条約では、英国・モデル BIT のほか、オーストリア・モ
デル BIT、オランダ・モデル BIT がこの類型を採用する。

12 ICSID 仲裁手続が 利用される場合については、Christoph H.
Schreuer with Others, The ICSID Convention: A Commentary,
, pp. 205-214.
2nd ed.（Cambridge University Press, 2009）

13 近 年 の 動 向 に つ い て、UNCTAD, Recent Developments in
, IIA
International Investment Agreements（2008-June 2009）
（
を参照。
, United Nations, 2009）
Monitor No. 3（2009）

14 UNCTAD, Latest Developments in Investor-State Dispute
, at < http://
Settlement ,（IIA Issues Note No. 1 for 2011）
unctad.org/en/docs/webdiaeia20113_en.pdf >
15 ICSID 手続のうち、調停は 5 件の利用があるのみであり、仲裁
が重要な位置を占める。

16 チュニス・モロッコ国籍法事件（1923 年 2 月 7 日勧告的意見、
Affaire des decrets de nationalite promulgues a Tunis et au
Maroc（zone francaise）le 8 novembre 1921, avis consultatif,
C.P.J.I., serie B, no. 4, p. 24.）を参照。
17 ＥＵにおける市民権は別として、国家との紐帯としての市民権
は、政治参加の権利などを基準とした対内的に機能する概念と
される。

18 大沼保昭「国籍とその機能的把握」寺沢一・内田久司編『国際
法の基本問題（別冊法学教室）
』
（有斐閣、1986 年）176‑177 頁。

19 Hussein Nauman Soufraki v. United Arab Emirates, ICSID Case
, 7 July 2004.
No. ARB/02/7, Award（Decision on Jurisdiction）
para. 55. ただし、この場合でも「国籍国」の当局による国内法
の解釈に従う部分が大きいとされる。

20 Robert D. Sloane, “Breaking the Genuin Link: The Contemporary
International Legal Regulation of Nationality ” , Harvard
, pp. 1-60, at pp.
International Law Journal, vol. 50, no. 1（2009）
37-55.
21 会社法第三条。
22 投資の促進及び保護に関する日本国とモンゴル国との協定第一
条
（4）
など参照。

23 外交的保護を法典化する ILC 外交的保護条文草案第九条におい
ては、法人（corporation）の国籍国について、設立準拠法主義
を基本としつつ、本拠地法主義の基準、支配基準によって修正
を加えている。これは、国際私法・抵触法における法人の従属
法の決定基準に関する議論の近年の傾向と一致する。

24 代表例として、スイス・モデル BIT、モンゴル・モデル BIT が
ある。また、ギリシャ・モデル BIT、チリ・モデル BIT は、
「実
効的経済活動（effective economic activity）
」という文言を用い
る。同様に、米国・モデル BIT、カナダ・モデル BIT では、締
約国の企業の定義として、当該締約国において「事業活動を行
っている（carring out business activity）
」という要件が課され
ている。

25 オランダ、スイス、スウェーデンのモデル BIT などがある。
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Affirmative Actionの
正当化法理
―アメリカの判例と学説を中心に ―

東北大学（2010 年 9 月博士学位取得）

序章
本稿の目的は、日本国憲法上、Afﬁrmative Action
（AA）が如何なる理由から正当化されるのかについ
て明らかにすることにある。

AA とは非常に広汎な施策であり、一義的に定義す

茂木

洋平

言及のない限り人種に基づく AA とする。日本とアメ
リカとでは AA の対象となる区分（人種や性別等）が
異なる等、問題とされる AA の性質が異なるが、アメ
リカの議論が日本の議論にいくらかでも示唆を与える
部分はあると考える。
以下、一章〜七章にわたりアメリカの議論を参照す
る。

るのは難しい。しかし、人種や性別を理由に対象者に
積極的に機会を付与する施策である、ということでは
各論者の見解は一致する。AA は、積極的に機会を付
与する際に、優先の付与を伴うか否かによって分類で
きる。前者は、それにより地位の獲得を否定される者
はおらず、憲法との抵触はそれほど問題にならない。

一章 アメリカ合衆国憲法における
平等の意味
一章では、アメリカにおいて AA が憲法上全面的に

これに対し、後者は、それにより地位の獲得を否定さ

禁止されるのか否かに関する議論を考察する。アメリ

れる者が生じ、憲法との抵触が問題となる。本稿は、

カでは、人種に基づく分類の使用を一切禁止するもの

後者を考察対象とする。

としてカラー・ブラインドの理論を解釈する論者が、

現在、日本では、主として男女共同参画への関心の

憲法は AA を全面的に禁止していると主張し、AA が

高まりによって、AA が実施され、さらなる導入が議

憲法上全面的に禁止されるか否かという極端な二項対

論されている。AA は実質的平等の達成のために形式

立が生じた。平等保護条項の解釈原理には反差別原理

的平等を犠牲にする施策であり、日本国憲法は第一義

と反従属原理が存在し、前者の代表的論者である Paul

的には形式的平等を保障している以上、AA が日本国

Brest と後者の代表的論者である Kenneth L. Karst の

憲法上如何なる理由から正当化されるのかについて考

主張に依れば、カラー・ブラインドの理論は、人種に

える必要がある。日本には AA に関する業績が数多く

基づく分類の使用を全面的に禁止せず、差別や偏見を

あるが、その多くは主としてアメリカをはじめとする

生じさせる危険性がある場合に、人種に基づく分類の

外国の判例や法制度の紹介であり、日本国憲法に結び

使用を禁止するものだと解釈される。マイノリティに

付けた原理的な議論は少ない。本稿は日本国憲法に結

不利益をかす施策の合憲性が問題とされた Plessy v.

び付けた原理的な議論の展開を試みるが、日本では

AA に関する原理的な議論が少ない状況にあるため、

Ferguson, 163 U.S.537（1896） や Brown v. Board of
Education, 347 U.S.483（1954）等の一連の連邦最高裁

本稿の目的達成のために、AA の原理的な議論につい

（最高裁）の判例を分析すると、カラー・ブラインド

て多くの蓄積のあるアメリカの議論を参照する。アメ

の理論は上記学説と同じように解釈されており、憲法

リカで主として問題とされるのは人種に基づく AA で

は AA を全面的には禁止していない。

あり、アメリカの議論における本稿の考察対象は特に
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二章 アメリカにおけるAffirmative
Action の司法審査基準

置く。AA の理論的根拠としての補償的正義論の意味
は、補償の主張が提起される前に存在した平等な状態
を回復することにある。平等な状態の回復には誰しも
が異論を差し挟む余地はない。しかし、補償的正義論

二章では、アメリカにおいて、AA に如何なる司法

に基づいて AA を正当化することには次の問題があ

審査基準が適用されるのか、そしてそれは如何なる理

る。（1）AA の実施者は差別を行った者に限られるの

由により判断されるのかについて考察する。一章で明

か。（2）AA の受益者は差別の事実上の犠牲者に限ら

らかにしたように、憲法は AA を全面的に禁止しない。

れるのか。（3）差別の事実上の加害者でない第三者

問題は、具体的にどのような AA が憲法上許容される

に AA に伴う負担をかすことは許されるのか。最高裁

のか否かにある。それを考察するには、AA に如何な

は（1）〜（3）の問題を柔軟に解釈した。しかし、City

る司法審査基準が適用されるのかを明らかにする必要

of Richmond v. J.A.Croson, Co., 488 U.S. 469（1989）

がある。どの司法審査基準を適用するかにより裁判で

において、最高裁の多数の裁判官は、典型的な厳格審

AA が認められるか否かについて結論が大きく左右さ

査の下で、救済の対象となる差別として社会的差別を

れるため、この論点はアメリカの判例と学説において

否定し、特定化された差別に限定し、救済の対象とな

非常に重要なものとして取り扱われた。

る差別の範囲を狭く捉えた。これは、最高裁の裁判官

Korematsu v. United States, 323 U.S. 214（1944）や
Loving v. Commonwealth of Virginia, 388 U.S. 1
（1967）等の判決において、マイノリティに不利益を
か す 差 別 的 な 施 策 に は 典 型 的 な 厳 格 審 査（strict
scrutiny）の適用が確立した。AA は人種に基づく分
類を用いる点では差別的な施策と同じであり、差別的

の多数が、AA の直接の受益者が差別の事実上の犠牲
者であるということ、AA により地位を否定される者
が差別から不当に利益を得ていたということが相当程
度明確にされなければならないと考えているところに
ある。過去の差別の救済が AA の正当化理由として認
められるのは、実際には困難である。

な施策と同じ司法審査基準が適用されるのかが問題と
なる。Adarand Constructor, Inc v. Pena, 515 U.S. 200
（1995）において、最高裁の多数の裁判官は、差別的
な施策と同じく、AA にも典型的な厳格審査が適用さ
れるとした。しかし、判例を詳細に分析すると、最高

四章 将来志向の Affirmative
Action

裁の裁判官の多数は、AA は差別的な施策と同じく差

四章では、将来の利益の達成という理由に基づいて

別や偏見を生じさせる危険があるが、差別や偏見を減
じる可能性があるという点で差別的な施策とは異なる

AA を正当化する将来志向の AA の問題点につき考察
する。過去の差別の救済という理由により AA を正当

としている。

化するのは困難である。将来の利益の達成は、最高裁
が AA に つ い て は じ め て 実 体 的 な 判 断 を 下 し た

三章 過去向きの Affirmative
Action
三章以降では、アメリカにおいて、AA が具体的に

Regents of the University of California v. Bakke, 438
U.S. 265（1978）で既に指摘されていたが、AA に関す
る議論は過去の差別の救済を中心に展開されてきた。
その後、過去の差別の救済による正当化が困難である
ことが明らかになるにつれ、将来の利益の達成という

如何なる理由から正当化されるのかについて考察す

理由による AA の正当化が指摘され、学説の注目を集

る。

めた。

三章では、過去の差別の救済という理由により AA

将来志向の AA はその理論的根拠を社会効用論に置

を正当化する過去向きの AA の問題点を考察する。ア

くと、過去の差別の救済を AA の正当化理由としたと

メリカでは、従来、AA は過去の差別の救済を理由に

きの問題点を回避し、AA を容易に正当化できる。し

正当化されてきた。日本でも、例えば、同和対策事業

かし、AA が利益をもたらすとの理由による正当化は、

といった施策は一種の AA として認識されており、こ

過小代表のグループの排除が利益となる場合には、過

れは過去の差別の救済を理由に正当化されてきた。そ

小代表のグループの排除を正当化することにもなる。

のため、日本における AA の正当化理由を明らかにす

Ronald Dworkin は、社会効用論に依拠してもこの危

るためにも、アメリカにおける過去向きの AA の問題

険を回避できるとの興味深い主張をしたが、この試み

を論じるのは重要である。

は成功していない。この危険を回避するには、将来志

過去向きの AA はその理論的根拠を補償的正義論に

向の AA は過去の差別の救済や将来における差別の発
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生の防止を意識する必要がある。将来志向の AA は差

でなく、社会・経済的な状況を考慮する、階層に基づ

別を意識することでその危険を回避できるが、その直

く AA の問題点につき考察する。過去向きの AA は、

接の受益者となるのは社会・経済的に不利な状況にな
い者であることから、真に救済の必要な者が AA の直

AA の直接の受益者が過去の差別の影響をほとんど受
けていない者だと批判され、将来志向の AA は、AA

接の受益者となっていないとの批判を受ける。過去の

の直接の受益者が真に救済の必要な者でないと批判さ

差別の救済に基づく AA への批判は AA の直接の受益

れる。これらの批判は、AA の直接の受益者が社会・

者が社会・経済的に不利な状況になく、差別の影響を

経済的に不利な状況になく、資質形成に不利な環境に

ほとんど受けてないことで生じており、将来の利益に

ないことから提起される。この批判を回避するため

基づく AA にしても AA の直接の受益者がこのような

に、アメリカでは階層に基づく AA が主張された。

状況にあることに変わりない。

階層に基づく AA の代表的論者である Richard D.

Kahlenberg は、社会・経済的に不利な状況は資質形

五章 Affirmative Action の正当化
理由としての多様性の価値

成に不利な影響を及ぼす場合が多く、それを考慮する
ことで、不当な理由から地位の獲得に不利な状況にあ
る真に救済の必要な者をより明確に特定できると主張
する。AA の対象者を判断する際に、人種だけでなく

五章では、AA の正当化理由として多様性の価値が

社会・経済的状況を考慮して真に救済の必要な者を特

何を意味するのかについて考察する。過去の差別に代

定できた場合には、AA に否定的な見解を採る保守派

わり将来の利益の達成が AA の正当化理由として注目

の裁判官も AA を許容する。真に救済の必要な者の救

されるが、アメリカにおいて、将来の利益として主と

済は誰もが否定しない理由である。

して用いられているのが多様性の価値である。多様性
の価値は Metro Broadcasting Inc. v. FCC, 497 U.S. 547
（1990）において最高裁の多数の裁判官によりはじめ
て AA の正当化理由として認められ、その後、Grutter

v. Bollinger, 539 U.S. 306（2003）において、典型的な
厳格審査の下で、最高裁の多数の裁判官により AA の
正当化理由として認められ、学説の注目を集めた。

七章 性別に基づく Affirmative
Action ―Johnson 判決の考察
を通じて―
七章では、人種に基づく AA の議論のどの部分が性

Mari Matsuda らは、マイノリティが特有の観点を
有するとの考えに基づいて、多様性の価値が AA の正

別に基づく AA に適用できるのかについて考察する。

当 化 理 由 と な り う る と 主 張 し た。 こ れ に 対 し、

してきた。その理由は、最高裁で性別に関する AA が

Randall Kennedy らは、多様性の価値を AA の正当化

問題とされたのが Johnson v. Transportation Agency of

理由として用いると、各人の有する生来の特性により
の危険を回避するには、多様性の価値は差別を意識し

Santa Clara County, 480 U.S.616（1987）だけであり、
人種に基づく AA に関する議論の蓄積が圧倒的に多い
ことにある。日本では、現在、性別に基づく AA が主

て い な け れ ば な ら な い。Metro Broadcasting 判 決 と

として問題とされており、人種やエスニックに基づく

Grutter 判決を詳細に分析すると、最高裁の多数の裁
判官は、AA の対象者は特有の観点を有すると考える

AA は問題とされていない。アメリカの人種に基づく
AA の議論が日本の議論に示唆を与える部分もあると

のではなく、そのような観点はなく、過小代表である

考えるが、異なる事由から示唆を得る際にはどの部分

ためにそのような観点があると推定されているため、

が参照可能なのかを明らかにせねばならない。

その者の観点を推定される危険があると指摘した。こ

AA により過小代表の状態を是正することで、特有の

一〜六章では、人種に基づく AA に関する議論を考察

性 別 に 基 づ く AA に つ い て 先 例 が な い こ と か ら、

観点があるという固定観念をなくすことを理由に、多

Johnson 判決では人種に基づく AA が先例として参照

様性の価値を AA の正当化理由として認めていること

されている。Johnson 判決の検討を通じて、人種に基

が明らかとなる 1。

づく AA のどの部分が性別に基づく AA に参照可能な
のかについて、限定的であるが、ある程度知ることが

六章 階層に基づく Affirmative
Action
六章では、AA の対象者を判断する際に、人種だけ
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できる。Johnson 判決では、過去の差別の救済を AA
の正当化理由とすることに慎重な態度が示された。ま
た、Johnson 判決では、AA の対象者を判断する際に、
社会・経済的な状況を考慮しなくとも、AA が認めら
れる場合について明らかにしている。それは、AA の

対象者が資質形成において不利な状況に置かれていな

を意識する必要がある。将来の利益という理由に基づ

いが、その能力を公正に評価されず、地位の獲得に不

く AA は差別を意識することでその危険を回避できる

利な状況に置かれている場合である。Johnson 判決で

が、真に救済の必要な者が AA の直接の受益者となっ

は、そのような状況を明らかにするひとつの方法とし

ていないと批判を受ける。過去の差別の救済に基づく

て、AA の対象者が有資格者に占める割合と問題とさ

AA への批判は AA の直接の受益者が社会・経済的に

れる地位に占める割合との間の不均衡の存在を明らか

不利な状況になく、差別の影響をほとんど受けてない

にすること、が示されている。それは、最高裁の多数

ことで生じており、将来の利益に基づく AA にしても

の裁判官が、差別や偏見のない公正な評価体制が存在

AA の直接の受益者がこのような状況にあることに変

していれば、このような不均衡は存在しないと考えて

わりない。真に救済の必要な者が直接の受益者となっ

いるからである。このような不均衡が存在する場合、

ていないとの批判を回避するためには、AA の対象者

AA の対象者は地位の獲得に不公正に不利な状況に置
かれているが、AA の直接の受益者は地位獲得のため

を判断する際に、一四条一項後段列挙事由（列挙事

の資質形成に不利な状況に置かれたわけではないの

する必要がある。社会・経済的に不利な状況は地位を

で、AA の支持者が、差別がなければ AA の直接の受

獲得する資質形成環境に悪影響を及ぼすのであり、こ

益者が AA により地位の獲得を否定された者を打ち負

れにより不当な理由から不利な資質形成環境に置かれ

かす水準の評価を得ていたと主張せず、AA の反対者

ている者をより特定することができる。もっとも、差

が AA の対象者は AA がなければ地位を獲得すること

別や偏見から自らの能力を公正に評価されない状況に

ができないという烙印を押されるという批判を提起し

ある場合には、列挙事由だけで AA の対象者を判断し

由）といった区分に社会・経済的な状況を併せて考慮

ない程に、AA の直接の受益者と AA により地位の獲

ても真に救済の必要な者を特定できる。アメリカで

得を否定される者との既存の評価基準における評価の

は、AA の対象者が不公正な評価体系にあることを明

差がわずかである場合に限り、AA は正当化される。

らかにする方法として、AA の対象者が有資格者に占
める割合と問題とされる地位に占める割合との間の不

結章

均衡の存在を明らかにすることが挙げられていた。し
かし、真に救済の必要な者を特定するには、この方法
では不十分である。このような不均衡が存在していれ

結章では、一〜七章におけるアメリカの議論を参照

ば差別の結果が残存しているが、AA の対象者が有資

することで、日本国憲法において AA が如何なる理由

格者に占める割合と問題とされる地位を新たに得る者

から正当化されるのかについて考察した。AA と差別

に占める割合に不均衡がなければ、AA の対象者は不

的な施策は区別できるため、日本国憲法上、AA には

当な理由から地位の獲得に不利な状況に置かれてはい

緩やかな厳格審査が適用される。この基準の下で AA

ない。逆に、AA の対象者が有資格者に占める割合と

が具体的に如何なる理由から正当化されるのかを考え

問題とされる地位を新たに得る者に占める割合との間

ると、過去の差別の救済と将来の利益の達成がある。

に不均衡があれば、AA の対象者は不当な理由から地

過去の差別の救済は、形骸化した機会の平等を実質的

位の獲得に不利な状況にある。ただし、この場合に

に保障し、実質的平等を保障するため、過去の差別の

は、AA の直接の受益者は地位獲得のための資質形成

救済という理由は日本国憲法上許容される。

に不利な状況に置かれたわけではないので、AA によ

過去の差別の救済は誰もが否定しえない強力な正当

り地位の獲得を否定された者と既存の評価基準におい

化理由だが、過去の差別の救済という理由により AA

てほとんど差があってはならない。AA の対象者を判

を正当化するためには、AA の直接の受益者が差別の

断する際には、不利な資質形成環境に置かれているこ

事実上の犠牲者であること、AA により地位の獲得を

とや不公正な評価体制に置かれていることといったよ

否定される者が差別から不当に利益を受けていること

うに、不当な理由から地位の獲得に不利な状況に置か

が相当程度明確にされなければならない。しかし、こ

れている真に救済の必要な者を特定せねばならない。

れを明確にするのは困難であり、過去の差別の救済に
よる AA の正当化は実際には困難である。

本稿では、アメリカの人種に基づく AA に関する判

将来の利益という理由は過去の差別の救済という理

例と学説を中心に検討したため、そこで得られた結果

由に伴う問題点を回避でき、AA を容易に正当化でき

を人種に基づく AA が問題とされていない日本の憲法

るが、過小代表のグループを排除する施策を正当化す

解釈に接合するにはさらに多くの課題がある。そのた

る危険もある。この危険を回避するには、将来の利益

めには、人種に基づく AA のどの部分が性別に基づく

は過去の差別の救済や将来における差別の発生の防止

AA に適用することができるのかについて、さらに詳
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細にしていく必要である。また、本稿では検討するこ
とができなかった政治分野などの AA、アメリカ以外
の諸外国との比較検討は今後の課題である。

註

1 博士号取得後の研究の進展により、固定観念に基づく多様性の
価値も AA を正当化することが明らかとなった。警察の雇用判
断 の 文 脈（Rynlds v. City of Chicago, 296 F.3d 524（7th Cir.
；Petit v. City of Chicago, 352 F.3d. 1111（7th Cir.2003）
）
2002）
では、マイノリティの警察官はマイノリティの市民のことを良く
理解しており、マイノリティの市民と信頼関係を構築しやすく、
マイノリティの共同体の治安を守ることができるとの理由から、
多様性の価値により AA を正当化する。警察の文脈では、AA
は市民の安全という独自の利益により正当化される。公共の安
全という理由は、典型的な厳格審査の下で、人種区分を正当化
するやむにやまれぬ利益として連邦最高裁により認められてき
た（Korematsu v. United States, 323 U.S. 214（1944）
）
。多様性
により雇用上の AA を正当化できるのか否かは、文脈ごとの検
討が必要である。
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カナダ憲法における多様性
― 性的指向・同性婚を素材にして―

東北大学（2011 年 3 月博士学位取得）

本論文は、カナダ憲法における多様性の問題につい
て、性的指向・同性婚を素材にして論じたものであ

河北

洋介

うものの一指標を提示することを目的としている。そ
のような問題意識の下、本論文は作成されている。

る。その一部は既に、GEMC journal（以下、本誌）

第一章では、カナダにおける多文化主義の発展過程

で概略を掲載したものがある。そこで、本要旨では、

とカナダ憲法の構造を検討する。まず、カナダにおけ

本誌に掲載されたものについては簡略にまとめ、本誌

る多文化主義の実際を萌芽期・形成期・発展期の三つ

に掲載されていない部分について若干詳細に論じるこ

の時期区分に分けて論じ、カナダにおける多文化主義

とにする。

が「民族」から「個人」へと拡張したように、多様性

まず、本論文の問題意識を論じたい。井上茂は、

の問題はすべて多文化主義の課題となり得るというこ

「憲法前文の『人間相互の関係を支配する崇高な理念』

とを論じる。また、カナダにおける多文化主義の理論

は、言いかえれば、社会の人びとが『いかに共に生き

的考察を行っている Charles Taylor と Will Kymlicka と

ていくか』について共通にめざす行動原理にかかわ

いう二人の政治哲学者の議論を分析し、多文化主義の

る」（井上茂『人権叙説』（岩波書店、1976）266 頁）

理論的基礎付けの困難性を前提として、カナダにおい

と指摘する。この指摘に従えば、日本国憲法は、常に

てなされている実践を見ていくことが重要であると指

「共生」というテーマを持って存在することになる。

摘する。そのため、本論文では、性的指向から生じる

現在、グローバル化が急激に加速している。その中

問題を素材にして、カナダ憲法における多様性につい

で、憲法もグローバル化の問題を避けて通ることは出

て考察することを示す。さらに、カナダ憲法の構造を

来ない。そのような流れのひとつのあらわれとして、

紹介することにより、第二章以下でカナダ憲法を論じ

EU 統合を位置づけることも可能である。そうした局

る上での基盤を提示する。

面に立たされた私たちは、「多様性」や「差異」とど

第二章では、カナダ憲法における平等権と性的指向

のように折り合いをつけていくのかということが重要

について、判例を基に検討する。まず、カナダ憲法に

な問題となってくる。その意味でカナダの実践を見て

おける平等権についてのリーディングケースとなる判

いくことは、「多様性」や「差異」という問題を考え

例を「初期の判例（第一期）」・「平等三部作（第二

る上で、非常に良いと思われる。なぜなら、カナダで

期）」・「『問わない』時代（第三期）」・「平等権審査基

は、国是として多文化主義を採用しており、また、こ

準の確立（第四期）」という四つの時期区分に分けて

の多文化主義状況において、「民族」のような集団を

検討する。そして、この時期区分ごとに、性的指向に

対象にすることから、性別や性的指向のような「個

関連する平等権の判例を考察する。その結果、カナダ

人」をも多文化主義の対象としているからである。そ

最高裁は、第二期から性的指向に基づく区別が差別の

のなかでも、最も盛んにカナダ国内で論争になってい

性的指向の問題、特に同性婚を素材にすることによ

問題になることがあることを示唆しており（Egan and
Nesbit v. Canada［1995］2 S.C.R. 513）、第三期には性
的指向に基づく差別に対する違憲判決を下し（Vriend
v. Alterta［1998］1 S.C.R. 493： 以 下、Vriend 判 決 ）、

り、多文化主義的あるいは多文化共生的憲法解釈とい

第四期には「配偶者」という文言に同性カップルも含

たのが、同性愛者への権利付与の問題であった。その
ため、本論文は、多様性の問題をカナダ憲法における
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まれると判示したように（M. v. H.［1999］2 S.C.R.
3：以下、MH 判決）、平等権の判例の進展とともに、

することにより「婚姻」を基礎付けようとする「機能

性的指向への権利が拡充されることが明らかになっ

的アプローチ」が語られていたことを示す。そして、

た。このことを基に、平等権と性的指向問題の連関性

同性婚について取り扱った下級審の判例である

についての要因を考察した。その結果、①実質的平等

いられ、第四期以降は平等権を審査する上での要件に

〔EGALE 地裁判決
EGALE Canada v. Canada（A. G.）
［2001］11 W. W. R. 685、EGALE 控訴判決［2003］7
〔Halpern 地
W. W. R. 22〕、Halpern v. Canada（A. G.）
裁 判 決［2002］W. D. F. L. 345、Halpern 控 訴 判 決
［2003］65 O. R.（3d）161〕、Hendricks c. Québec（P.
〔Hendricks 地 裁 判 決［2002］R. J. Q. 2506、
G.）
Hendricks 控訴判決［2004］R. J. Q. 851〕をそれぞれ

もなり、この「人間の尊厳」が大きな役割を果たして

第一審から第二審まで詳細に検討する。これらの下級

いること、という三つの要因が性的指向への権利の拡

審の検討から、カナダでは、もはや異性婚を前提とし

充につながったことを明らかにした。なお、本章は、

た「婚姻」概念を維持することはできず、「婚姻」概

河北洋介「カナダ憲法における平等権と性的指向問題

念は、異性婚とともに、同性婚も含むことを明らかに

の連関性」本誌第 1 号（2009 年）52 頁以下を大幅に

する。つまり、定義的アプローチから機能的アプロー

加筆・修正したものである。

チで「婚姻」概念を基礎付ける流れになり、そこでの

志向があること、②性的指向は平等権を規定した憲章

15 条（1）が保障する「列挙されたあるいはそれに類似
する事由」にあたると考えられており、この類似性の
要件には不変性と人格的特性が重要な役割を果たして
いること、③「人間の尊厳」という言葉が判例中に用

状況下でも、少数意見ではあるが、家族の機能に着目

性的指向に基づく区別を差別であると初めて判示し

「婚姻」概念は、「全ての他者を排除して二人の人の自

た 1998 年の Vriend 判決と、「配偶者」という文言に

発的な法的結合」であった。さらに、カナダでは、同

同性カップルも含むと判示した 1999 年の MH 判決を

性愛結合を認めるためにシヴィル・ユニオンのような

契機として、カナダにおける司法積極主義批判が現れ

「婚姻」とは異なった別の制度を設けることにより

る。そこで、第三章では、カナダにおける司法積極主

「婚姻」概念から同性愛者を排除することは、「分離す

義について検討する。当初カナダでは議会主権の伝統

れども平等」故に違憲になることを明らかにした点も

が強く司法積極主義ではなかったことを示した上で、

注目に値する。なお、本章の概略は、河北洋介「カナ

1982 年カナダ憲法の制定により、伝統的な議会主権

ダにおける『婚姻』概念の変容―カナダ憲法判例に

から司法積極主義に変わったことを論じる。その上

基づいて ―」本誌第 5 号（2011 年）64 頁以下に記

で、司法積極主義批判として、Mark E. Rush の見解

している。

と F. L. Morton と Rainer Knopff の 見 解 を 紹 介 す る。

政府は、第四章で取り扱った Halpern 控訴判決につ

この二つの見解が示した司法積極主義に対する問題点

いて上告しないという決定を下した。その代わりに、

は、裁判所という非民主的な機関によって政策立案が

政府は、同性婚を承認する市民婚姻法案を作成し、こ

なされていること、つまり「民主主義」が最大の問題

の法案についてカナダ最高裁に勧告的意見を求めた

点であった。このような司法積極主義批判の反論とし

（Reference re Same-Sex Marriage［2004］3 S. C. R.

て、立法府と裁判所の対話という所謂「対話理論」を

698：以下、Same-Sex Marriage 照会）。カナダでは、

紹介する。この対話理論は、Vriend 判決と MH 判決で

このような勧告的意見を裁判所に求めることを照会と

も用いられており、カナダ最高裁は、憲章を採用して

いう。そこで、第五章では、Same-Sex Marriage 照会

からカナダは「民主主義の再定義」を行ったと判示し

でカナダ最高裁はどのような決定を下したのかについ

た。そして、両判決には、「多文化的民主主義」とい

て検討し、その上で、「何故、上告ではなく照会とい

う捉え方があったことを明らかにする。なお、本章

う手段を政府は採用したのか」について考察した後

は、河北洋介「カナダにおける司法積極主義―性的

に、同性婚法制化の議会における審議過程を概観す

指向関連判例を素材にして ―」本誌第 3 号（2010

る。

年）94 頁以下を加筆・修正したものである。

まず、Same-Sex Marriage 照会に関するカナダ最高

第四章では、第二章で紹介した性的指向への権利の

裁の決定について論じる。市民婚姻法案では、（ⅰ）市

拡充と第三章で扱った司法積極主義というカナダ憲法

民的目的（civil purposes）にとって、婚姻は、全ての

における二つの動向が合わさることにより、カナダの

他者を排除した二人の人の法的結合である（第 1 条）、

判例における「婚姻」概念が変容したことを論じる。

（ⅱ）本法のいかなる規定も、宗教団体に属する宗教者

カナダでは、当初、「婚姻」を「異性愛規範」と「生

が、その宗教的信念に合致しない婚姻を執り行うこと

殖能力」という二つの指標によって基礎付ける「定義

を拒絶する自由に影響を及ぼすものではない（第 2

的アプローチ」が主流であった。しかし、そのような

条）、という二つのことが添付されることになった
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（添付法案）。Same-Sex Marriage 照会で、政府はカナ

ナダ最高裁の決定を論じる。第一の質問は、「市民的

Strategy ” in James B. Kelly and Christopher P.
Manfredi eds., Contested Constitutionalism: Reﬂections
on the Canadian Charter of Rights and Freedoms
（Vancouver; UBC Press, 2009）at 210）とする。そう

目的での婚姻の法的許容性の諸側面に関する添付法案

すると、政府は「上告」ではなく「照会」という制度

は、カナダ連邦議会の専属的立法権限の範囲内にある

を何故用いたのかという疑問が生じる。そこで、この

かどうか。否である場合、どの点あるいはどの範囲で

疑問を解くために Hennigar の主張を概説する。その

ダ最高裁に四つの質問をしたが、最後の一つは回答を
拒否したため、本要旨では、三つの質問についてのカ

か。」というものであった。この質問には、若干の説

主張は、George Tsebelis の提唱した「入れ子ゲーム

明を必要とする。カナダ連邦制下で、権限配分の一つ

（nested games）」で考えることで、政府が「上告」で

として、カナダ連邦議会の専属的権限事項と州立法府

はなく「照会」という制度を何故用いたのかという疑

の専属的権限事項が、1867 年カナダ憲法に定められ

問を明らかにすることができるというものであった。

ている。これによると、カナダ連邦議会の権限として

Tsebelis によれば、「要約すれば、……十分な情報を

1687 年 カ ナ ダ 憲 法 91 条（26）に「 婚 姻 お よ び 離 婚
（marriage and divorce）」があり、州立法府の権限と
して 1867 年カナダ憲法 92 条（12）に「州における結婚
式（solemnization of marriage in the province）」があ

持って、一つのアクターの選択が準最適であると思わ

ると規定されている。そのために、このような質問が

ムのネットワーク―所謂入れ子ゲーム―に関係す

出されたのである。これについて、カナダ最高裁は、

る。一つのゲームのみのパースペクティブから準最適

当該法案の第 1 条は連邦議会の専属的立法権限内であ

と思われることは、全体のゲームのネットワークが考

るが、第 2 条はそうではないとした。第二の質問は、

慮 さ れ る と き、 実 際 は、 最 適（optimal） で あ る 」

同性同士に婚姻能力を拡大する法案が憲章と合致する

れる場合、それは観察者のパースペクティブが不完全
であるからである……。観察者は、一つのゲームにの
み焦点を絞るが、しかし、当該アクターは全体のゲー

（George Tsebelis, Nested Games: Rational Choice in

が保障する信教の自由は、宗教者が自らの宗教的信念

Comparative Politics （ Berkeley; University of
California Press, 1990）at 7）とされる。このような視
角から政府の Same-Sex Marriage 照会の選択を見るべ
きではないかというのが、Hennigar の主張である。

に反して同性の二人の婚姻を執り行うことを強いられ

そこで、「性的指向に関する平等ゲーム」・「自由党会

ないことを保障するか否かについてであった。カナダ

派ゲーム」・「党派的競合ゲーム」・「選挙ゲーム」・「行

最高裁は、憲章における信教の自由の保障は、宗教者

政政策作成権限ゲーム」・「自由党のリーダーシップ・

に彼らの宗教的信念に反して同性の二人の人の間の婚

ゲーム」という六つのゲームをそれぞれ見ていく。そ

姻を執り行うことを国家によって強いられないことを

して、観察者から見て「最適」ではない戦略をアクタ

保障すると結論付けた。Same-Sex Marriage 照会では、

ーが選択することを理論化する概念装置である「入れ

同性婚を法的に承認することは可能であることを示

子ゲーム」という見方を採った場合、何故政府は「照

し、カナダ最高裁の立場も、基本的には、Halpern 控

会」という手段を用いたのかの一定の理論的説明を提

訴判決などで論じられたものと同じであったことを確

示してくれることを明らかにする。最後に、Same-

認する。このような Same-Sex Marriage 照会を受けて、

Sex Marriage 照会後の議会審議の過程を概説した。

か否かについてである。これについて、カナダ最高裁
は、二人の人の法的結合であると婚姻を定義すること
は憲章と合致するとした。第三の質問は、憲章 2 条（a）

2005 年 7 月に市民婚姻法が制定された。そこで、市
民婚姻法第 2 条では、「婚姻は、市民的目的との関係
においては、二人の排他的な合法的結合である」と規
定され、同法第 3 条では、「宗教団体に属する宗教者

第六章では、ここまで考察してきたことを基に、カ
ナダ憲法における多様性について検討する。
まず、カナダの国家像について、「ポストモダン」
国家という評価がカナダでしばしばなされている。そ

は、自らの宗教的信念に一致しない婚姻を執り行うこ

こで、まず、この論点について、Jean-François Lyotard

とを拒絶する自由を有することが認められる」と規定

に代表されるポストモダンの思想を簡潔に論じた後、

された。

性的指向との関係でカナダがポストモダン国家なので

Matthew Hennigar は、「たとえ私たちが自由党政権

はないかと主張する Carl Stychin の見解を基に検討す

は同性婚を真に支持するということを受け入れたとし

る。その結果、カナダは、ポストモダン国家ではな

ても、上告しないという決定は、戦略的パースペクテ

く、Anthony Giddens などが主張する「再帰的近代化

ィブから、明らかに『準最適（suboptimal）』であっ

＝後期近代」国家であると結論づける。再帰的近代化

」（ Matthew Hennigar, “Reference re Same-Sex

とは、「近代化の近代化」といわれるものである。そ

Marriage: Making Sense of Governmentʼs Litigation

して、そうした「再帰的近代化は、諸個人に意思決定

た
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を迫る」のであり、「再帰的近代化は、あらゆる所与

た自由しか持ち得ないことを主張する。そこで「自

的なるものの存在理由を問い直す。そこでは、伝統、

由」の問題が重要になるが、Taylor は、Isaiah Berlin

慣習、および権威といった諸個人間の関係を規制・調

の「自由」論を批判することで、自由の問題を論じる

整する既存のメカニズムは不安定化する」のである
（田村哲樹『熟議の理由

民主主義の政治理論』（勁草

ことになる。周知のように、Berlin は、自由を消極的
自由と積極的自由とに分け、前者の自由を擁護する。

書房、2008）18 頁）。そのため、既存の伝統的な概念

しかし、Taylor は、後者の自由である積極的自由を擁

も見直しが行われることになる。このような状況を

護するのである。そして、田中智彦が指摘するよう

「ポスト伝統秩序」という。そのような再帰的近代化

に、Taylor にとっては、「自由の擁護には消極的自由

＝後期近代をカナダが迎えているということを前提と

の擁護だけではなく、積極的自由をめぐる自己と他者

した上で、第一章から第五章までの性的指向・同性婚

のあいだの問いかけが、すなわち、なにが自由であり

についての考察を基に、カナダ憲法における多様性に

真の自己実現であるかについての公的な討論が必要に

関する実践について考察する。

なる」のである（田中智彦「テイラー」藤原保信＝飯

その結果気付くことは、「人権という局面だけでは

島昇藏編『西洋政治思想史Ⅱ』（新評論、1995）471

なく、統治機構の局面、特に司法府と議会という局面

頁）。カナダ憲法において、先住民の権利や性的指向

が有機的に結合して、カナダでは同性婚を承認するに

への権利が登場したのは、このような自己解釈的存在

至った」ということである。人権主体として同性愛者

としての自己という人間像の下で、消極的自由の擁護

（あるいは多数派と異なった性的指向を持つ者）を含

だけではなく、積極的自由を擁護しなければならない

める解釈をしていき、それによって性的指向への権利

ということが認識されていたからではないだろうか。

は増加していった。しかし、同性婚を承認するために

そのように考えると、カナダ憲法が、多様な人権主体

は、多様な人権主体の承認だけではなく、それが同性

を承認する具体的人間像を採用して、自己解釈的存在

愛者たちにとってきわめて重要な権利であることを承

としての自己に着目することを説明できるように思わ

認することが重要であった。そして、裁判所が権利言

れる。Taylor は「政治的アトミズム」を痛烈に批判す

説によって同性婚の承認を主張したことにより、議会

るが、それは人間の自己解釈性の隠蔽と他者との存在

はそれに従わなければならなくなったのである。実際

論的関係の隠蔽だからであった。そして、このことを

に、カナダ最高裁への照会を終えた後、多くの批判的

考えれば、自己アイデンティティを他者に承認しても

意見がありながらも、議会は同性婚を承認したのであ

らうという、Taylor の主張する「承認をめぐる政治」

る。また、おそらく、平等権の拡充だけでは同性婚の

との接合も可能になるのである。性的指向への権利

承認にまで至ることはなかった。平等権が拡充される

は、≪平等権の拡充→性的指向への権利の承認→司法

中で、性的指向への権利についての裁判所の権利言説

積極主義と伝統的議会主権の変容→裁判所における

に変化が起こり、それによって、議会もそれに従った

「婚姻」概念の変容（性的指向への権利言説の拡充）

形で動かざるを得なかったのである。≪平等権の拡充

→法案のカナダ最高裁への照会→同性婚の承認≫とい

→性的指向への権利の承認→司法積極主義と伝統的議

う道を辿ることにより、カナダで同性婚を承認した。

会主権の変容→裁判所における「婚姻」概念の変容

それは、このような積極的自由の容認とそれに対する

（性的指向への権利言説の拡充）→法案のカナダ最高

公的な討論が織り成した形でなされていた。カナダ憲

裁への照会→同性婚の承認≫という道を辿ることによ

法における多様性を承認する解釈の下地には、カナダ

り、カナダでは同性婚を承認することになる。ここに

憲法における人間像が自己解釈的存在としての自己で

は、「人権における多文化主義（多様性）」と「統治機

あったのであり、そのために、積極的自由を容認する

構における多文化主義（多様性）」という構図があっ

ようになったのである。この象徴的な過程を観察でき

たと考えることができるのではないか。このような再

る素材が、性的指向への権利の発展過程であった。そ

帰的近代化論で第二章から第五章までの考察を捉え直

のようにカナダ憲法における人間像を描いた上で、本

すことによって、カナダにおける多様性承認の一過程

論文では、カナダ憲法における権利承認の作法につい

を基礎付けた上で、カナダ憲法における多様性の承認

て論じる。

についての理論的考察を行うことになる。
カナダ憲法における多様性をめぐる問題を考えた場
合、重要なことは、まず、カナダ憲法における人間像
が Charles Taylor の指摘する「自己解釈的存在」とし
ての自己であったということである。そして、Taylor
によれば、このような自己像の下では、状況づけられ

ここで注目すべきは、カナダの法哲学の教科書とし
て編纂された書物の中に、「平等」という章があり、

Taylor の 論 文「 承 認 を め ぐ る 政 治（The Politics of
Recognition）」を教材としてあげ、その実践事例とし
て、第四章で扱った Halpern 控訴判決と第五章で扱っ
た Same-Sex Marriage 照会をあげていることである
カナダ憲法における多様性
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（ David Dyzenhaus, Sophia Reibetanz, and Arthur

における「両性（both sexes）」の解釈は、同性と異性

Ripstein eds., Law and Morality: Readings in Legal
（Toronto; University of
Philosophy［Third Edition］
Toronto Press, 2007）at 445-480）。そのことを手掛か

の両方を内包するという解釈も可能であることも示し

りにして考察を進めると、性的指向への権利の問題、

おける多様性」研究によって、日本における憲法研

同性婚問題について、カナダで、なぜ承認するに至っ

究・比較憲法研究に寄与できることを願っている。

たのかに関する一定の道筋が見えてくる。それは、

1982 年に憲章を採用して以来、「平等な承認」と「深
い多様性」という Taylor の考え方と近似性のある解
決策を裁判所が採用していたということである。

Gerald Kernerman は、「多文化的なモザイクという
包括的でリベラルな精神において、カナダ人は、その
国の多くの民族的、文化的、宗教的あるいは『ライフ
スタイル』的なコミュニティの存続性（vitality）を
祝う。人は、重要な寛容の徴候として、これを解釈す
るかもしれない。しかし、カナダ人は、寛容という言
葉が示唆するようなそれらの多様性に単に耐えている
わけではない。それらの多様性へのアプローチは、活
発に、そしてしつこくすらあるが、急進的で熱狂的で
あ る 」（Gerald Kernerman, Multicultural Nationalism:

Civilizing Difference, Constituting Community
（Toronto; UBC Press, 2005）at 98）と言い、「多文化
的なモザイク」を否定的に捉えているけれども、再帰
的近代化＝後期近代は、今まで人権主体として考えら
れていなかった先住民や、男女平等と言われながら差
別され続けた同性愛者のような者までも権利を承認す
るという徹底した近代化を推し進めるものであった。
そして、観察知としての社会学の見地から「再帰的近
代化＝後期近代」という現状を Giddens が発見し、そ
のような状態を「近代の不安」として、それに対処す
る理論知を Taylor が提供した。そして、その実践知
を提供したのが、本論文で論述してきた性的指向への
権利・同性婚の承認のような、カナダ憲法における多
様性の承認過程であったことを論じる。ただ、ここで
示したのは、一つの解釈方法であり、他の局面（例え
ばケベコワ問題など）においては、カナダ憲法におけ
る多様性の承認過程の論理は異なるかもしれない。そ
のため、今後、更なる考察を深めていく必要がある。
以上のような検討によって、子どもの権利、先住民
の権利、犯罪被害者の権利など多くの人権主体の人権
を保護するためにも、カナダにおける実質的平等志向
が、日本の人権論においても重要な要素となってくる
ことを示した。また、日本の学説で展開されている日
本国憲法 14 条 1 項の後段列挙事由の特別意味説が、
カナダ憲法の実践からも補強可能であることが示され
た。さらに、カナダのように、「列挙事由およびそれ
に類似する事由」は差別の問題であると考えれば、日
本国憲法 24 条の「婚姻は、両性の合意のみに基いて」
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た。今後は、カナダと日本における憲法観や統治機構
と人権の関係についても考察を深め、「カナダ憲法に
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現代日本の政党制と議会政治
― 自民党政権から民主党政権まで ―

東北大学（2012 年 3 月博士学位取得）

Ⅰ . 概論
本研究は、マクロな政党政治の変動によって、国会
で展開されるミクロレベルでの政党の行動はどのよう

川村

一義

って、政治過程に直接的に参加できない有権者や野党
といった部外者との相互作用も過小評価されてきたこ
とである。戦後の日本政治にあって、自民党政権がい
つまでも続く制度的保障は全くなかったはずであり、
議席を左右する有権者（民意）、及び自民党の多数派

に変化するのかという点を、自民党政権から今日の民

としての安定性に影響する野党勢力の存在を全く無視

主党政権までを対象として分析したものである。近年

することはできない。それにもかかわらず、それらの

の国会研究が、国会制度の帰結に関する一般的説明を

部外者は、特定の政治過程（たとえば選挙や、厚生労

志向してきたのとは対照的に、本研究のアプローチ

働政策等の決定過程）を対象とした研究で考慮される

は、立法過程を具体的な政治的文脈に位置付けた因果

程度であった。通常、これら部外者の影響力は潜在化

関係分析である。したがって、本研究は広義の国会研

しているかもしれず、その点を解明することは、日本

究ではあるが、必ずしも国会制度では説明されないア

政治研究の可能性を広げる可能性がある。

クターの行動原理を解明することによって、立法過程

第三に、以上 2 点の結果として、1989 年参院選に

を理解する上で有用な、より豊富な知見の提示を目指

おける自民党の敗北、1993 年衆院選での敗北による

したものである。

自民党の一時的野党化、そして 2009 年衆院選による

本研究を着想したのは、国会や自民党に関する先行

二大政党間での戦後初の政権交代を契機として、多く

研究を踏まえた上で、次のような三つの疑問が生じた

の先行研究が再検討を迫られたことである。特定のア

からである。第一に、自民党議員や官僚、利益集団と

クターや政治過程にのみ着目した研究は、よりマクロ

いった特定のアクターの行動、あるいは選挙・立法・

の視点に立った場合、普遍的な妥当性を得るとは限ら

政策といった特定の政治過程を対象とした分析から得

ない。また、部外者との相互作用を過小評価してきた

られた結論は、どの程度普遍化され得るかということ

反動として、自民党の長期安定性が揺らぎ始めた場

である。もちろん、分析枠組みの明確化のために研究

合、自民党政権を所与とした研究の妥当性はますます

対象を絞ることは当然であり、本研究も、国会におけ

脆弱とならざるを得ない。

る政党の行動を分析対象としている。その代わり、各

本研究では、以上の三つの疑問を踏まえ、国会研究

アクターや各政治過程の間に存在するはずの相互作用

というアプローチを通じて、日本政治が与党だけでな

は軽視される可能性もある。こうした研究動向は政治

く野党との政党間競争によって形成されてきたことを

過程の細分化を意味し、族議員や官僚といった特定の

強調している。すなわち、自民党長期支配の限界・崩

アクターの影響力ないし特定の制度の制約を過大評価

壊という一面的な構図ではなく、なぜ野党はそれを許

することによって、選挙制度や国会制度といった制度

してきたかという視点である。今日の民主党政権に至

相互間の関係（均衡）を見落とすことになったかもし

る 1990 年代以降の流動的な政治現象が、自民党長期

れない。

政権の腐敗から始まったのは事実であるが、その後も

第二に、自民党長期政権を半ば所与とする前提によ
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自民党は 15 年以上にわたって与党であり続けた。な

ぜ野党は本格的な競争に乗り出し、その効果を現すま

議院内閣制議会の研究に際して、アメリカ議会研究

でに時間を要したかという問題設定は、今後の日本政

の成果を安易に援用することができないことは言うま

治研究を発展させる上でも有益だと考えている。その

でもない。大統領制議会にも議員集団としての政党は

点で、日本は選挙制度改革を中心とする大規模な政治

存在するが、政党規律の強い議院内閣制議会と比べれ

改革を経験しており、一国で比較分析が可能な稀な研

ば、議員個人に能動性と受動性のどちらを強いるかと

究対象である。したがって、本研究を端的に特徴付け

いう点が決定的に異なる。議院内閣制議会では、固定

るならば、55 年体制期の分析を中心として 1990 年代

的な多数派が存在し、一般議員を交えた事前調整も済

以降の変化にも触れるのではなく、議院内閣制議会を

んでいる限り、あらゆる議案は何らの妨害も受けずに

規律する普遍的な制度的条件や外生的環境を考慮する

成立させられるのが原則である。

ことで、両時期を一括した分析対象に設定しているこ
とである。

ところが、現実には、そうした理想的な議院内閣制
議会が実現することは稀である。それゆえ、議院内閣

国会研究を通じた政党間競争の分析というアプロー

制議会で立法に時間を要する理由、すなわち成立が確

チは、現時点ではかなり挑戦的である。国会研究への

実視される法案をわざわざ審議する理由も自明ではな

懐疑的見方があるとすれば、議会活動が不可視化しや

くなる。もちろん、有権者へのアピールや、与野党の

すい議院内閣制議会そのものへの懐疑か、自民党長期

政策的相違を明瞭化することも政党・議員の重要な目

政権など日本特有の根拠に基づくもののどちらかであ

的であり、審議を行うことが合理的という説明も成り

ろう。しかしながら、圧倒的な優位政党であったはず

立つ。ただし、それは審議に時間を費やすことの説明

の自民党が何度も政策的挫折を余儀なくされ、国会運

にはなるが、審議時間を一律に制限することも可能な

営も円滑に進まなかった事実を無視することはできな

一方で、なぜ議案によっては長い審議時間を費やす必

い。国会は、制度的には有権者の民意にのみ制約され

要があるのかという問題には十分答えられない。

る、統治機構における最高機関である。したがって、

以上の問題は、プレイヤーが完全な合理性を備えて

国会での政党の行動を分析することによって、日本政

いれば起こるはずのない現象と言い換えることができ

治全体を構造化している政党政治への理解・関心も深

る。 こ う し た 問 題 は、 代 理 委 任 論（principal-agent

まるというのが、筆者の最終的主張である。

model）の立場からは、有権者から官僚機構に至る委

分析対象は、国会の主要機能である閣法（内閣提出

任の連鎖を制度化する議院内閣制において、委任者と

法律案。いわゆる政府立法）の審議をめぐるデータで

代理人の間に発生する情報格差の顕在化と理解され

ある。この研究方法は、近年の理論的・実証的な国会

る。代理委任論は、しばしば議院内閣制議会の研究に

研究が用いているものでもあり、表面化し難い政党の

際して援用され、本研究もそれに立脚した仮説を提示

行動様式を浮き彫りにする点で有効かつ不可欠なもの

している。重要なのは、議会制度そのものではなく、

である。本研究では、法案審議に臨む各政党の態度が

そうした議会制度を選択させる他の政治制度との関係

どのように決定ないし変更され、そうした行動を選択

である。議院内閣制議会の実質的なアクターが政党だ

させる要因は何なのかについて、種々の制度的制約を

としても、その単一性を無条件で前提して良いかは別

考慮した仮説を設定することによって、因果関係を検

問題である。また、単一的な政党だとしても、その政

証・推論している。

党が何を目的として議会での行動を選択しているかと
いう点も問題となる。したがって、政党の組織的凝集

Ⅱ . 議院内閣制議会について
第 2 章では、議院内閣制の理想的運用が制約される
諸条件について検討している。第一に、議院内閣制諸

性や政党勢力の大小、政党間競争の動機に直結する選
挙の制約に注目しなければならない。もちろん、議会
制度も重要ではあるが、選挙と議会運営の関係が注目
されなかったことが、議院内閣制議会の本格的研究が
進まなかった遠因とも言えるのである。

国の議会・政党政治を理論的・実証的に分析した研究

本研究では、二院制や委員会制といった国会制度の

を通じて、日本の国会・政党政治を研究する上で不可

制約を認めつつ、それら以上に選挙制度や選挙サイク

欠な視点について検討している。高度に発達している

ルが政党の行動を強く制約するとの前提を置き、論点

のはアメリカ（大統領制）議会研究であるが、欧州諸

を提示している。55 年体制期は、自民党という単一

国の（議院内閣制）議会研究も、近年になって大きく

かつ優位な政党による長期政権という前提からは容易

進んでいる。これらの検討を踏まえ、第二に、55 年

に理解できない、不安定な閣法成立率と長い審議時間

体制期以降の国会運営について、主に集計データを用

を特徴とする。それに対し、1990 年代以降の連立政

いて再検討している。

権期は、安定した高い閣法成立率とは対照的に、審議
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時間が 55 年体制期よりやや長くなったことを特徴と

なかった。法案の事前審査や総裁選出手続など、そう

する。したがって、両時期で決定的に異なる選挙制度

した動きを予防する制度化は徐々に進んだが、議員任

が国会運営を強く制約しているという基本仮説を提示

期に加えて総裁任期も厳格に決められている中で、執

できるのである。

行部の統制には常に限界があった。

最終的に、（1）自民党の分権性と国会運営、（2）中

本研究では、国会が委員会によってさらに分権化さ

選挙区制と野党の戦略、（3）二院制の制約、（4）政治

れていることにも着目し、委員長の属性が法案通過の

改革後の変容、（5）政権交代前後の動向という五つの

確率を上下させるのかを分析している。その結果、総

論点を提示し、それぞれに 1 章を割いて検証を進めて

裁派閥出身の委員長は法案通過に非常に熱心なのに対

いる。（1）と（2）は、中選挙区制という特異な選挙制

し、反主流派や無派閥の委員長は基本姿勢が非協力的

度の帰結を、それぞれ自民党の分権化と野党の多党化

であった。もっとも、反主流派委員長の姿勢は国政選

と捉え、自民党長期政権下で国会運営がどのように制

挙の結果や世論の支持（内閣支持率）と連動してお

度化されていったかを分析するものである。それに対

り、反主流派の政権批判が無制限に展開されていたわ

し、（4）と（5）は、小選挙区制の導入を中心とした政

けではなく、世論の悪化に起因する情報格差の顕在化

治改革後の変容、及びその歪みの顕在化について論じ

と捉えることが可能であることを示している。また、

ている。この歪みの原因が外生的制度としての二院制

非協力的姿勢という点では無派閥委員長の方が潜在的

に求められることも多いため、（3）では、戦後一貫し

に危険であり、派閥が制度化されてこそ自民党政権は

て変更されることのなかった二院制の制約について、

維持されたという関係が、国会研究の視点からも確認

予め検証している。

された。
分析結果は、かつて自民党長期政権を説明するモデ

Ⅲ . 自民党の分権性と国会運営
第 3 章では、中選挙区制時代の自民党が派閥によっ

ルとして多くの研究を生んだ創造的保守主義論や日本
型多元主議論を、国会研究の立場から積極的に補強す
るものと言える。人事派閥の制度化は、確かに同士討
ちに勝利するための利益誘導の助長や、首相（総裁）

て分権化していたことが、はたして 55 年体制期の国

の指導力を弱めるといった効果を持ったが、一方では

会運営に影響していたのかを検証している。具体的に

自民党の自浄作用を強化したという側面があったこと

は、擬似連立政権とも見られた自民党の分権性を考慮

も否定できない。つまり、世論の支持を失った首相に

し、多数派としての安定性が常に変動していたことを

対しては反主流派の抵抗を通じて辞任の圧力が加えら

踏まえて仮説を操作している。この論点について、先

れるという意味で、民意への応答性が確保されていた

行研究では、連立政権期の効率化から逆説的に推論す

ことは確かなのである。

るに留まっていた。

派閥間対立が、国会の委員会制度にも助長されて、

従来、族議員による政策決定への介入や、選挙にお

国会運営に深刻な影響を及ぼしていたことは、議院内

ける派閥の機能など、自民党が極めて特異な分権的政

閣制が予定している効率性が著しく制限されていたと

党であることの帰結は、主に自民党研究として分析さ

いう意味で、中選挙区制の世界的特異性による構造化

れてきた。その結果、政策決定は自民党内で完結する

を再確認させる。このことは、日本政治に限らず、議

という前提に基づき、国会研究では自民党の分権性が

会制度は他の政治制度との均衡として選択され、むし

必ずしも考慮されず、国会運営の難航を野党勢力の

ろ議院内閣制議会では選挙制度の制約が強いのではな

「影響力」に帰着させたり、与党の選好に沿う法案が

いかということも示唆する。いわば、国会制度を変え

積極的に推進されることによる反動と見なされる程度

れば国会運営も変わるといった安易な主張の問題点を

であった。

浮き彫りにするものであり、制度改革論に関して言え

しかし、本研究では、自民党の総裁選挙を機に生じ

ば、委任を連鎖させる代議制度の最高機関であること

た主流派・反主流派の対立に着目し、イタリアのキリ

を踏まえた実質的議論への転換を促すものと言える。

スト教民主党におけるイデオロギー派閥とは異なる人
事派閥としての制度化を重視している。個人投票が行
われやすい中選挙区制下では、あらゆる機会を捉えて
政権（執行部）批判を展開するという、いわば身勝手

Ⅳ . 中選挙区制と野党の戦略

な行動が所属議員に許容されていた。派閥によって自

第 4 章では、55 年体制期の主要野党の国会対策を再

民党が単一性を保っているという関係も否定できない

検討し、野党勢力の行動様式を分析している。前章で

ため、歴代執行部は反主流派の存在を容認せざるを得

明らかになった通り、長期にわたって存続した自民党
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単独政権は実質的に擬似連立政権であり、国会運営が

営を理解するためには、自民党を単一与党ないし優位

難航するとすれば、その原因は専ら自民党の分権性に

政党と前提するよりも、分極的多党制下で可能な連合

帰着する。その意味では、議院内閣制議会における主

枠組みの一つと前提する方が妥当ではないかと考えて

導権は常に多数派が掌握しているという先行研究の通

いる。また、中選挙区制下であってもアリーナ型議会

説的見解に変更はない。ただし、それは与党の効用が

は十分実現可能であったが、野党第一党にとってはも

野党のそれを上回ることが原則的に保障されていると

っと合理的な選択肢が提供されたために実現できなか

いうことにすぎず、与党の選択次第では与野党間の効

ったという関係も明らかとなったわけであり、国会制

用差が縮小、あるいは逆転することもある。したがっ

度を変えれば国会運営も変わるという単純な関係は成

て、野党勢力の国会対策を無視しても良いという結論

立しないということが再確認されるのである。

にはならない。
また、本章の最大の関心事は、自民党が擬似的にせ
よ連立政権だったならば、野党にも与党化の機会はあ
ったのではないかという問題であり、自民党長期政権

Ⅴ . 二院制の制約

による政治過程の独占が野党の発展を阻んだという一

第 5 章では、現行憲法が規定する外生的議会制度と

部見解の正否を、国会研究の視点から最終的に確認す

しての二院制の制約が、戦後日本の国会運営において

ることを目指している。これは、古典的見解を検証し

どのように帰結していたのかを検証している。前述の

直すという瑣末な作業ではなく、今日までの国会制度

通り、本研究は議会制度よりも選挙制度の制約に関心

と政党政治の関係を根本から理解するための基礎的知

を持っているが、二院制を無視することはできない。

見を提供する作業であり、議院内閣制議会の機能に関

55 年体制期を実質的に終了させ、日本政治を大きく

する比較政治学的な貢献も期待できる作業である。こ

変容させる一連の政治改革の一つの契機となったの

れまで、なぜ野党は政権交代可能な勢力となれなかっ

が、1989 年参院選による衆参ねじれの発生である。

たのかに関する考察を経ることなく、ともすると自民

それ以来、自民党が単独で衆参横断を回復することは

党政権の利益誘導的政権運営が長期政権の基盤になっ

二度となく、一貫して他党との連立を強いられた。

たという安易な説明が多々なされてきたが、理論的・

1990 年代以降の国会運営は戦後初と言える大きな変

実証的な野党研究は少ないのである。

化を被ることになるが、同時に二院制の制約もこれま

本研究では、55 年体制期を五つに区分し、野党各

でになく注目されるようになった。すなわち、衆院選

党の閣法賛否と審議時間の関係の強弱を基準として、

の結果が政権安定性に結び付かないのは参議院が存在

自民党がどの野党を重視し、野党各党はその国会対策

するからであり、二院制は議院内閣制の理想的運用を

をどのように受容していったかを分析している。その

阻害する有害な議会制度だとする主張が広がりを見せ

結果、概括して、（1）1955 年から数年間実現した自社

たのである。

二大政党の時代には、審議引き延ばしといった現象は

しかしながら、そうした主張は、分極的多党制下で

見られず、今日から見ても遜色ないアリーナ型議会が

衆参ねじれが常態化していた初期国会の高い立法効率

実現していた、（2）中道政党（民社・公明両党）によ

性を説明できないという重大な欠陥がある。また、参

って多党化して以降も、国会対策がすぐ制度化された

議院の制度・慣行が自律的に確立されており、不確実

わけではなく、1970 年代後半の与野党伯仲時代まで

性が高いという点を踏まえれば、55 年体制期におい

は自民党の交渉相手も不安定であった、（3）国会対策

ても二院制の制約が恒常的に作用していた可能性を無

の制度化が完了したのは 1980 年代であるが、自民党

視している。したがって、これまで二院制の制約がさ

の重要な交渉相手は中道政党ではなく、むしろ野党第

ほど意識されなかったのはなぜかというように、問題

一党の社会党であったという 3 点を確認できた。つま

設定を変えて分析してみることが必要である。本章の

り、自民党に近い中道政党による多党化が野党勢力の

分析は、次章で扱う政治改革後の国会運営の変容と併

抵抗力を弱めたという古典的通説が妥当とは言えず、

せて、昨今のグリッドロックの原理を理解する上で不

むしろ野党第一党である社会党が国会対策の効用を学

可欠なものである。本章で強調したかったことは、グ

習していったという関係が認められたのである。

リッドロックの原因を全て二院制に帰着させる議論が

以上のような国会対策の制度化は、自民党という優
位政党が派閥の連合体にすぎず、野党勢力にとって交

妥当ではないということであり、大要は以下の通りで
ある。

渉の余地があったという文脈が与えられることによっ

第一に、参議院の没個性を論拠とするカーボンコピ

て進んだものである。このことから、少なくとも国会

ー論において、参議院で衆議院と異なった審議・議決

研究の立場からは、55 年体制期の一見難解な国会運

がされないという認識は正しいが、その場合、参議院
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で異なった審議・議決がされないように、議案が参議

較的安定した政権運営を実現した。しかし、一方では

院へ送付される前に様々な操作が行われている事実を

選挙制度改革に代表される一連の政治改革が着実に進

踏まえなければならない。さらに、衆参両院で構成が

み、政党制は大きく変容していく。2009 年衆院選を

変わらないという認識も正しいが、その場合、野党が

契機とした政権交代も、そうした政治改革と政党制の

多数派にならないよう与党が努めてきた事実も踏まえ

変容という流れに位置付けられるものである。言うま

なければならない。そうした努力が与党に要求される

でもなく、政治改革は国会議員のみによって変更可能

のは、野党委員長の多さや両院不一致の解消が困難で

な内生的制度を変更する作業であり、二院制のような

あることに見られるように、二院制の制約が恒常的に

外生的制度はそのままである。そうすると、両制度間

強いからである。参議院で異なる審議・議決がされる

に歪みが生じることは当然である。第 6 章では、まず

ような法案は最初から提出されないのであり、参議院

政治改革の進展が政党政治をどのように変容させ、そ

の「独自性」が可視化しないのは当然である。こうし

の帰結は国会においてどのように現れているのかを分

た帰結が導かれることは、制度形成時にも十分認識さ

析している。

れていたのであるが、自民党単独政権が長期に及び、

1990 年代は政治改革の時代であり、政党制の変容

その国会対策も高度に成熟するにつれて、潜在化した

が進展したことで与野党双方とも重大な戦略変更を強

制約に注意が向かなくなった。その意味では、第3 章

いられた。一連の政治改革は選挙制度改革から始まっ

で明らかにした自民党の分権性が意識されなかったの

ており、国会（議会）制度も変更されたのはかなり後

と同様、自民党政権を所与とする誤った前提に基づい

である。そこで、本章では、1990 年代以降の政党制

た主張である。

の変容が野党第一党の戦略変更を促し、結果的に国会

第二に、二院制を議院内閣制にとっての障害と見な
す「強い参議院」論に対しては、逆にカーボンコピー
論の論拠に基づいた批判を加え得る。すなわち、二院

運営も変化させたという基本仮説を提示し、検証して
いる。
中選挙区制の恩恵に浴し、政治改革に消極的という

制の制約は潜在化している場合が多いということは、

点では自民党のみならず社会党を始めとする旧野党勢

二院制の制約は十分に克服できるということにほかな

力も同様だった。代わりに政治改革を積極的に推進し

らない。確かに、解散という牽制手段を用いられず、

たのが、自民党から分裂したり新たに結党されたりし

一度の選挙で半数しか改選されないといった制度的条

た新野党勢力である。この新野党勢力は、現行選挙制

件により、政権脆弱化の危機が参議院から波及しやす

度の帰結を的確に予測し、離合集散を繰り返しながら

いのは間違いない。しかしながら、これは日本だけが

も新進党や民主党といった大規模野党の結党へと参加

抱える問題ではなく、政権の存亡が上院の情勢に左右

する。これら新しい野党第一党が意識したのは、国会

されるのは二院制を採用する諸国に共通の実態であ

対策の制度化に取り込まれ、硬直化した階級政党の地

り、議院内閣制にとって参議院が有害とする批判の妥

位に甘んじた社会党の失敗であった。小選挙区制下で

当性も弱い。もちろん、1994 年の政治改革関連法案

は、大規模化して政権交代を実現することが「影響

や 2005 年の郵政民営化関連法案が否決されたように、

力」行使の唯一の手段であることを認識し、国会対策

時々二院制の「弊害」が顕在化することはあるが、こ

の中で短期的・現実的利益を追求する行動様式を積極

れも制度形成時に十分認識されていたことなのであ

的に放棄した。結果的に、国会制度の変更を訴えるこ

る。

とも可能となり、1999 年の国会改革へとつながる。

以上の結論から確実に言えることは、昨今のグリッ

しばしば、現行選挙制度による自民党の変化のみが

ドロックの背景には、衆参両院の選挙制度や会期日数

注目されがちであるが、中選挙区制下の行動様式を捨

といった、法律の改正で十分対応できる政治制度の制

て切れなかった自民党の動機は本来的に弱く、新しい

約があるということである。つまり、二院制の弊害と

野党第一党の変化に追従したにすぎない。中選挙区制

してではなく、現行の選挙制度が妥当なのかも含め、

という選挙制度が変更されなければ、55 年体制期に

なぜ二院制を選択するのかという根本からの議論を促

定着した与野党の行動様式が容易に変化することはな

すものである。

かったと言える。第 3・4 章の分析結果と総合すれば、
選挙制度の変更が政治体制に大きな影響を及ぼすこと

Ⅵ . 政治改革後の変容
1989 年参院選で衆参ねじれに直面した自民党は、
連立政権を選択することで 1996 年から 2007 年まで比
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が明らかとなる。また、国会運営を主導するのが与党
だとしても、その国会対策が奏功するかは野党勢力の
規模と戦略次第であることも確認されるのである。
こうした分析結果は、議院内閣制下では、議会制度
よりも選挙制度が決定的に重要であることを浮き彫り

にするとともに、昨今のグリッドロックの要因につい

連合候補の政党が多いという点では、現在の民主党連

ても再考を促すものである。階級政党から脱した新し

立政権の方が政権運営コストは小さい。ところが、民

い野党第一党の特徴は、たとえば防衛関係 2 法の迅速

主党は世論の支持を失う行動を次々と選択し、他党が

な採決が図られるようになったことにも反映されてい

連立・連合を組むコストを逆に上げている。したがっ

るが、それは大規模化を急ぐあまり党内を「寄り合い

て、今日のグリッドロックも、二院制というルールに

所帯」とした民主党の自己矛盾にもつながっている。

起因すると言うよりは、他党に対して合理的に野党を

政党政治が未発達だった時期に導入された現行の二院

選択させている民主党の情報不完備に起因するもので

制にとり、近年の政党政治は初めて遭遇する文脈であ

ある。少なくとも、現在のような悪化した世論を前提

るというのが、問題の本質である。

する限り、民主党にとって現状維持のコストが利益を
大きく上回っていることは明らかなはずである。それ

Ⅶ . 政権交代前後の動向
第 7 章では、本研究を総括する機能も兼ね、2007

にもかかわらず、民主党が政策位置を大きく動かさな
い理由については、大規模化のみを共通合意とした
「寄り合い所帯」という前述の仮説が提示されるので
あるが、この点は本格的な研究が必要な課題である。

年参院選から 2011 年までの国会運営を取り上げ、前

選挙制度改革は、自民・民主という二大政党の競争

章までの分析結果を踏まえた場合、グリッドロックの

を生み、それぞれに適応してきたことは間違いない

本質的な原因は何かを検討している。言うまでもな

が、それぞれに習熟していない部分も抱えている。二

く、いまだ蓄積されたデータは少なく、本章で幾つか

大政党間競争の帰結を早い時点で見抜いたという点で

提示された推論が普遍的である保証はない。しかしな

は、自民党よりも民主党の方が習熟していた。ところ

がら、今日のような政治的文脈が全くの未知である反

が、派閥的活動を抑制し、政府と与党、あるいは執行

面、そこで展開される政党の行動は多分に示唆に富

部と一般議員の一元化が重要になるという点では、小

み、今後の政治制度改革論を考える上でも外せない分

泉政権を経験した自民党の方が早く習熟していたとも

析対象であるため、挿入したものである。検討は、政

言えるのである。

権交代以前の自民党政権末期と、その後の民主党政権
期の国会運営に分けて行っている。
自民党政権末期の衆参ねじれ状況下では、民主党は
参議院で法案を否決し、自民党は衆議院で再議決する

Ⅷ . 結論

ことが可能だったが、不確実性が存在したという点で

1990 年代前半までの国会研究は、国会運営の難易

は、両党とも何ら違わなかった。そうした中で、結果

がマクロの政治情勢に左右されているのではないかと

的に自民党は再議決コストの計算を誤ったため、民主

いう点に着目したものの、国会制度は与党（多数派）

党は勝利することができた。たとえば、不成立となっ

にとって不利であると無批判に前提し、集計データの

た法案のうち、可能な限り自民党が譲歩していけば、

みによって整合的解釈をするに留まっていた。それに

再議決コストは相対的に小さくなったはずである。そ

対し、本研究では、与党の主導権を前提する一般的モ

うすると、自民党はなぜ再議決コストを誤って計算し

デルを提示した近年の国会研究の業績を活かし、与党

たかという問題を派生させるが、本研究の分析結果を

が主導権を握っていることを前提した上で、その強弱

総合して、与党しか経験したことがないことに起因す

は外生的環境も考慮した与野党間の効用差に規定され

る情報の不完備に求められると推論している。この場

るはずだという予測を行い、各論点を検証してきた。

合の情報とは、世論の動向が次期選挙にどれだけ結び

一連の分析結果からは、議会（国会）は国内政治のフ

付くかに関するものである。そうすると、一度も与党

ォーカル・ポイントであるという見方ができ、あらゆ

化したことがないのに加え、2005 年衆院選で大敗し

る政治学的研究にとって魅力的な研究対象であること

て衆議院での議席は大幅に失った反面、2007 年参院

を幾分でも確認できたのではないかと考えている。

選では大勝した民主党にとって、与党化を目指して行

本研究における仮説操作や分析手法について、再考

動するコストははるかに安かった。逆に、次期選挙で

の余地が大いにあることは言うまでもないことであ

議席を減らすことがほぼ確実だった自民党にとって

る。本研究が法案データの分析でありながら、個々の

は、その規模がどれだけになるか不明だったため、民

内容的相違を一切捨象している点は間違いなく議論の

主党への大幅譲歩によって失われる支持を過剰に計算

あるところであろう。本研究では、与党は提出時点で

した可能性がある。

野党の賛否を踏まえているという前提を置き、提出後

それに対し、同じ衆参ねじれではあっても、連立・

のアクターの行動様式に分析対象を絞ることにした。
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法案の内容的相違がアクターの行動に作用しているこ
とは疑いないないところであるが、どういった政策分
野が重視されるかは外生的環境に依存するであろう。
そうした難点は、内閣支持率や時期区分の設定によっ
て幾分改善できたはずであり、それでもなお説明変数
が予測通りの効果を示したことにより、公開性の高い
国会での行動それ自体が重要な意味を持っていること
だけは確認できたと考えている。本研究を土台とし
て、政策分野に応じた政党間競争、連立政権内の政策
過程、そして野党に関する本格的な実証研究を進展さ
せることを、今後の目標としたい。
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