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Ⅰ.	 はじめに―マイノリティ集団
の中のマイノリティ

多文化主義は現在、《文化の多様性を尊重する》と
いう抽象的な理念としては、リベラルな立憲国家にお
いても国際社会においても大方の支持を得ている。し
かしこれらの理念が現実の政策として推進されると
き、リベラルな立憲主義に立脚した諸制度・諸規範に
ついて再考を求めるような争点も生じる。一方、男
性・女性間の不公正な役割分担固定や、性的マイノリ
ティに対する不公正な社会的劣位化を問題とするジェ
ンダー論 1も、リベラルな立憲主義に対して一定の再
考を求める議論だった。この流れについては一定の成
果は見られるものの未解決の問題を残しつつ停滞して
いるとの指摘もある 2。この停滞の一因として、多文
化主義とフェミニズムの関係の難しさがあるのではな
いか。
近年、多文化主義に基づいて文化集団の独自性（ア

イデンティティ）を尊重することと、当該集団内のジ
ェンダー問題や性的マイノリティ問題の克服という課
題とが、衝突する場面が意識されるようになってきた。
ここでは、多文化主義を認めることは集団内の家父長
制的文化（ジェンダーやセクシュアリティに関する不
平等やバイアス）を尊重をもって放任することになる
のだろうか、との疑問が生じる。多文化主義の主張主
体であるマイノリティ文化集団の中に存在するマイノ
リティ問題という意味で、これは「マイノリティの中
のマイノリティ」internal minorities, minorities within 
minoritiesと呼ばれる 3。
近年、とくに欧米の裁判で「文化の抗弁」「文化へ
の配慮」cultural defense, cultural consideration 4とい

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
請求や子の引き渡し請求を受けたときに使われる抗弁
である。妻への家庭内暴力、低年齢の女児に対する結
婚強制、割礼や性器切除、入墨や儀式のための創傷
ceremonial scarring、親子心中（親が子を殺して自分
も自殺するという日本独特の自殺スタイル）などの事
例がある 5。
これらのうち、入墨や儀式創傷については、当該文
化の共有者からすれば、文化的表現の一場面となりう
るので、その禁止や規制は「表現の自由」の領域で問
題となりうる。入墨や創傷など、身体に対する加工を
伴う表現については、その自由と、身体・健康に配慮
する国家の利益とが衝突することになる。
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
でこれらの法理を採用するようになったイギリスで
は、この傾向がかえって文化的マイノリティへの冷淡
視を招く、との懸念も指摘されている 6。ここで懸念
されている事柄の要点は、次の3点に整理できるだろ
う。
 1） 人権規範およびジェンダーの観点からは、被害者
の救済・状況是正が困難になることが懸念され
る。とくにある集団の生活文化 life-culture自体が
ジェンダー化されているとき、ほとんどのジェン
ダー不平等問題や家庭内暴力、性的強制の問題が
「文化」の名において正当化される可能性がある。
ジェンダー論からすればこれは、救済ないし状況
是正されるべき問題が「文化の尊重」の名におい
て放置されることによって、救済・是正が不可能
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になってしまう、という「問題」となる。あるい
は、より中立的に言えば、ジェンダー理論が関心
事とする女性や性的マイノリティや親権のもとに
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）、
是正や救済を必要としない

0 0 0 0 0 0

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
ンダー論（フェミニズム）はともに、これを「問
題」と見る視点を共有することになる 7。

 2） 民主政治の観点からは、次のような流れによって
多文化社会の統合が社会心理的に妨げられること
が懸念される。同じ国家内に居住しながら法体系
の「圏外」にあることを主張して法的責任を免れ
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。
また、フランスのイスラム・スカーフ事件（公
共の場所での宗教的着衣を禁止する政策が、スカ
ーフ着用を望むイスラム女子学生と衝突した例・
後述）のように、国家が 反平等的な文化に対し
て「no」の姿勢を示したとみられるような場合、
マイノリティ文化（アイデンティティ）をもつ
人々がこれを、公的空間からの排除として受け止
める危険も伴う（スカーフを脱ぐよりも自分自身
が当該の空間から退場する）。このケースには、
ジェンダー論と多文化主義との関係の困難性を示
す問題が凝縮されていると言える 11。
なお、「表現の自由」保障の意義を民主主義か
ら導出する立場をとるか否かは措くとしても、表
現の自由が民主主義にとって重要な意味と作用を
もつものであるという認識は、憲法学の領域で広
く共有されている。ここからは、ジェンダー論と
多文化主義の緊張関係が民主過程に及ぼす影響を
考察することと「表現の自由」保障の内容を考察
することに、重要な内的関連があることも了解さ
れるだろう。（後述）

 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
のようなことが問題視される。1や2の状況が影
響して、多文化主義とジェンダー平等論が対立構
図に置かれる結果、両者が互いに牽制圧力として
機能してしまう。ジェンダー平等に対して「文化
的伝統の尊重」が優位するという主張が広まれ

ば、フェミニズムはそこで停滞する。一方、「ジ
ェンダー平等を推進する観点からは、その文化の
その部分は歓迎できない」との議論が転じて、
「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
着地点を探す議論となるよりも、多文化主義とフ
ェミニズムの両方に対する政治的保守反動を正当
化する方向に向かってしまうのではないか 12。
本稿の主題は、以上のような状況を視野に入れつ

つ、多文化主義とジェンダーの理論的関係を考察する
ことである。

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
てみたい。ただ、それぞれの議論には、複数の原理な
いし権利との体系的連関があるため、ある論者の議論
が以下の分類に一対一対応で収まるわけではない。こ
こで大まかな整理を示しておくことは、議論の地図を
見るという意味での前提作業である。大まかな視点整
理としては、寛容、平等、個人の自律と尊厳、表現の
自由・良心の自由、民主主義、集団の自己決定の議
論、多文化主義で言われる「文化」の概念の検討、と
いった分類が可能と思われる。
Ａ．寛容

少数者文化に対するマジョリティ側の寛容
tolerationという観点は、これらの衝突を考察する上
での出発点となってきた。しかし現在では、多文化主
義・ジェンダー論の両方の領域で、寛容論のみでは真
の関心に応え得ないと考える論者が多い。総じて、こ
の分野の理論的関心はマジョリティの寛容からマイノ
リティの自律とエンパワーメントに移ってきてい
る 13。たとえばキムリッカは、《自律》と組み合わせ
た上でマジョリティ側の寛容を多文化主義の論拠の一
つと見るし、ガットマンも、自律、熟慮民主主義の前
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。
しかし、このことは寛容論が不要になったというこ
とを意味しない。とりわけ宗教的文化集団の中の性的
マイノリティ（同性愛者）の権利保護といった問題領
域では、いまだに虐待や蔑視からの自由という最も古
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
きたという特殊な歴史的文化的背景が関係している。
したがって、我々は　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。
Ｂ．平等

平等equalityは文化的マイノリティ、ジェンダー・
マイノリティの両方の主張に通じる観点であり、多文
化主義もフェミニズムも何らかの形で平等論に立脚し
ていると言える。ここでは両方の議論を同一の線上で
とらえることができる半面、具体的政策の場面で、
「ここでは何における平等を優先するべきか？」とい
う争奪関係も生じうる（総論で共闘、各論で競合）16。
憲法やこれに隣接する領域の議論を見ても、理論的
な共通性・共闘可能性を強調する議論と、現実におけ
る競合・衝突・内部抑圧の問題を強調する議論とに分
かれる。この分け方で見ると、多文化主義とジェンダ
ー論の共闘可能性を見る議論としては、カースト（平
等な市民的地位論）、リチャーズ、D.コーネル（自律
的個人として平等に尊重される権利）の議論が挙げら
れる 17。一方、両者の具体的場面での衝突の深刻さを
強調する論者として、デヴォー、フィリップス、ソン
グ、アイゼンバーグ、オキンといった論者が挙げられ
る 18。
Ｃ．個人の自律、尊厳

多文化主義は文化的アイデンティティをもつ集団
を、ジェンダー論は「女性」「性的マイノリティ」と
いった集団を、救済の対象とする。そこでこれらの議
論は、《権利の主体は集団か、個人か》、という問題を
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》

autonomyや《尊厳》dignityを可能にするために 集団
のマイノリティ状況に着目する議論がある。こうした
議論は、本質的には《個人》の救済を目的としてい
る。リベラリズムを論証の立脚点とするキムリッカや
リチャーズ、また法社会学的な考察手法から「平等な
市民的地位」と「包摂の政治」を主張するカースト
は、先に見た「平等」の観点と同時にこの立場にも属
する 19。本稿では、個人の自律の観点と、その「平等
な」保障という観点を組み合わせた議論として、リチ
ャーズおよびコーネルの議論を参照した。これについ
ては、後に再び扱う。
また、多文化主義と日本国憲法との関係に関する日
本の学術的議論においては、多文化主義に基づく権利
保障の根拠を13条（幸福追求権）に求める見解があ
る 20が、こうした見解は、このカテゴリーに入ると思
われる。

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
フ事件は、憲法論としてはたしかに宗教をめぐる国家
と共同体の問題・国家と個人の問題である。が、その
一方で、大変素朴には、「良心の自由」「表現の自由」
の問題としても見ることができるのではないか。当事
者の事情に即して見ると、敢えて素朴に「良心の自
由」「表現の自由」という側面からの再構成を試みる
価値もあるのではないか。この点は、ある程度の整理
的考察を踏まえてから、後にもう一度触れることにし
たい。
表現の自由と多文化主義の関係を大きく整理する
と、多文化的な表現欲求のうちのかなりの部分が通常
の「表現の自由」の射程に入ることになり、両者は共
促進的な関係に立っていると言えるだろう。そして、
そこに吸収されずに残る部分をリベラルな「表現の自
由」と呼び分ける意味で「多文化主義」（狭義）と呼
ぶとするならば、その意味での多文化主義は論理上つ
ねに「表現の自由」の外部にあることになり、この部
分については、多文化主義と「表現の自由」とは、し
ばしば緊張関係に立つ。ただ、憲法理論の側からこう
した「引き算」的な概念規定をすることは、「多文化
問題」として出された主張や問題提起を、これまでの
憲法理論の中で応答可能であれば議論不要なカテゴリ
ーであるかのように錯覚し、手持ちの理論で応答でき
ない問題であれば憲法秩序の「外部」に置いてしまう
危険がある。筆者自身は「多文化主義」についてこう
した考え方をとるものではない。たとえばキムリッカ
は、多文化主義を確認すべき初期の段階においては、
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
る。こうした問題は、理論的には多文化主義を標榜せ
ずとも立憲主義的な「表現の自由」に吸収され、また
マイノリティ文化集団の権利を標榜せずともすべての
個人に保障されるべき普遍的権利内容としての「表現
の自由」の枠組みで対処されるべき問題ではあるが、
多文化主義の主張が必要となった第一段階においては
まずこうした問題局面が存在することの認識が求めら
れていた、ということは明記しておくべきだろう21。
異なる文化や価値観をもつ複数の集団が共存すると
き、そこには常に不一致や衝突がありうる。「表現の
自由」を保障し民主主義の政治プロセスを採用する社
会は、不一致が存在することを前提として、これの解
決を、支配従属関係の固定（身分制）や暴力ではな
く、相互尊重的な方法ではかる回路を持っていること
が当然に期待されるはずである。しかし現実には、こ
の不一致からさまざまな問題が発生する。自己のアイ
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
の告発」をどこまで・どのように確保することができ
るのか、という問題が、ここでは問われることにな
る 22。また、ここで自己の所属する文化の表明をもっ
て自己アイデンティティの表明をすることは、「良心
の自由」の保護を受けるべき一場面であるとする議論
もある 23。
Ｅ．民主主義に基づく議論

多文化主義の主張には、主流国家内での政治プロセ
スにおいて包摂の強化をもとめるものから、主流国家
からの政治的独立性を求めるものまで、幅広い違いが
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
包摂していくかという問題に取り組んでいる。たとえ
ば、この方向を強く示す論者の一人であるガットマン
は、多文化主義の特徴の一つとされる「アイデンティ
ティ・ポリティクス」を熟慮民主主義の正当な参加方
法の一つに組み入れ、文化的マイノリティの主張をそ
こでの討議事項へと組み入れている 24。また、バルキ
ンは、ステイタス論（現代社会における事実上の身分
制問題）の中に文化的尺度から生じる優劣関係の問題
を位置付け、これを民主的社会の実現という憲法的要
請に照らして反憲法的状況であると論じ、多文化主
義・ジェンダー論の両方に通じる「民主社会」の議論
可能性を示している25。
熟慮民主主義をベースとした近年の議論では、文化
的マイノリティと女性との調整は慎重を要する問題が
多いので、切り札としての権利の発想よりも異文化間
の熟慮・討議を活性化させる方向が望ましい、との立
場もある 26。
Ｆ．集団の自己決定権

ここまでの議論は、かなりの程度、リベラルな立憲
国家の枠組みの中に吸収できる問題だったが、文化的
マイノリティ（主に先住民族）の集団として自治権を
認めるか、認めるとしたらどこまで認めるか、という
問題は、この枠組みへの大きな再構成を含む。そし
て、これらの集団的権利を認めることが、多文化主義
は《マイノリティ集団内部のマイノリティ》を救済不
可能とするのではないか、という懸念をもっとも強く
生じさせる。
アイゼンバーグは、先住民を含めて植民地支配の禍
根を残している集団の場合はとくに、西欧型の権利論
による紛争解決を押しつけることよりも、法的権利に
よって守るべき「価値」は何か、という根底の議論が
必要であるとする。そして、この「価値」の議論の中
に「アイデンティティ保護の要求」が含まれる、とす
る27。一方、ホルダーは、集団の自決権を基本的人権

のひとつとして認め、さらに、従来の主権概念を超え
た多重的な政治的権威を認めることで、この集団の権
利を実質的に認めることを提唱する 28。ただし、この
タイプの議論では、集団に優位する個人の権利とし
て、離脱の権利などが考慮されている 29。このような
政治的な自己統治の権限を集団に認める場合、当該集
団内の個人には「離脱の権利」を保障するとともに、
当該集団に対しては、次の2で見るような責務を課す
べきだろう。この集団的権利はもはや個人の権利とは
異なり、一定の統治権力を伴うものであるため、それ
に見合う責務が発生すると考えるべきだからである。

2.	多文化主義における「文化」と「平等」の再考

次に、多文化主義において「文化」というタームが
使われた経緯にさかのぼって再検討する議論を見てお
きたい。それによれば、「文化」は、人種差別や民族
差別の恣意性を洗い出す議論の中で前面に出てきた観
点だった。これは、本質的生来的な優劣階層というも
のは存在せず、文化の差異が存在するのみであるとい
うことを主張するための観点である。このように、多
文化主義における「文化」は、その出発点からして、
交流による変容可能性を受け付けない「本質主義」
essentialism的な捉え方をすべきではないことにな
る 30。こうした理解からは、「文化」という概念は、
以下のような問い方で使われることになる。
―多様な文化的価値に関して偏向のない視点で多文
化主義の要求する課題に応えていくことは可能か。
―西欧中心パターナリズムによる「良い文化・悪い
文化」「本物の文化・偽なる文化」の裁定に陥ること
なく　多文化主義政策や権利保障を要する「文化」を
見分けることは可能か。
―また、そうした偏見や裁定に陥ることなく普遍的
人権やジェンダー平等のほうが優先されるべき状況
（条件）を適切に抽出することは可能か。
これらの問題についてフィリップスは「文化なき多
文化主義」multiculturalism without cultureを提唱す
る。これは 政策的に考慮すべき価値ある「文化」と
は何か、という議論を立てずに、「人間は人間らしく
生きるために何らかの文化を必要としている」という
認識に基づいて、損傷を被っている文化を保護する、
あるいは回復する、という議論である 31。
この姿勢は、先に見た法学者たちの議論にも共通す
る。コーネルは、あらゆる文化に対して「平等な尊
重」の観点をとる 32。ガットマンは、同じく「平等な
尊重」という観点をとることで、「尊敬すべき不一致」
と「尊敬すべきでない不一致」とを区別し、他集団へ
の侮蔑や排撃を目的とした文化は多文化主義的考慮対
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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
ることはせず、その議論を熟慮民主主義のプロセスに
組み入れている 33。
ここでは、先に見た［B］の「平等」論よりもメタレ

ベルにある論理としての「平等」の要請が、普遍的な
ものとして採用されているように思われる。たとえば
コーネルは、諸個人が「自らの同一化を自分のものと
して主張する…アイデンティティ形成に関わる諸権
利」の承認を、自らの権利とするのであれば、他のマ
イノリティ集団に自己同一化している人々に対しても
それを認めねば、道徳的一貫性をもちえない 34とする
が、こうした議論にその姿勢が現れている。
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
属する諸個人）にも同じ原理および権利が妥当するこ
とを平等に認めるべきである、したがって多文化主義
に基づく配慮を求める者たち自身もこの要請には服す
ることになる、という、普遍的なロジックとしての
「平等」要求が採用されているように見える。こうし
た平等のロジックは、集団間の関係と同様、ある文化
集団の中のマジョリティとマイノリティとの関係につ
いても当てはまるはずである。つまり、ある文化的マ
イノリティ集団が国家に対してそのマイノリティ状況
の集団としての

0 0 0 0 0 0

是正や自治権を求めるのであれば、当
該集団の中で同じマイノリティ状況が存在するとき、
これを是正しようとする個人や小集団の自律を封殺し
てはならないという責任が、当該文化集団に課される
ことになるはずである。したがって、ジェンダーの観
点から見た諸問題についても、この責任を引き受けな
いままで自集団の文化の「尊重」を求める権利だけを
主張することはできないと言って良いのではないか。
こうした論理を基礎とすることは、立憲主義的観点
から見ても理にかなっていると思われる。しかし同時
に、ここで行われる「選別」が実際問題として偏見を
内包した「良い文化・悪い文化」の選定に陥っていな
いかどうかについては、常に具体的文脈に照らして検
討・検証を要することになるだろう。

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
階に整理できるのではないか。
Ａ．第一段階

多文化主義は、主流国家（集団）対文化的マイノリ

ティ（集団）の間に生じた歴史的不公正をどう是正す
るかという問題として論じられてきた。ここでは、土
地使用に関する不平等で一方的な取り決めや、殊更に
自尊を剥奪する政治的扱い（無力化）や、エスノサイ
ド（文化の消失による民族の消滅）、植民地支配など
の歴史的経緯が問題とされる 35。また、これが社会の
中に偏見（ステレオタイプ、スティグマ）として残存
し私的差別の原因となっている場合に、国家がどこま
で是正介入をおこなうべきか、といった問題も残る 36。
こうした問題への取り組みは、集団の権利の「回
復」であって、特定の集団に特権を認める議論ではな
い 37。また、リベラリズムに立脚した個人の権利（普
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、

同じ状況を被ってきたマイノリティたちが同じ回復の
方向を目指すための主張として同調しうる。より具体
的に言えば、ここでは多文化主義の主張主体である文
化的マイノリティとフェミニズムの主張主体である女
性・ 同 性 愛 者 が 同 じ タ イ プ の《 周 辺 化 》
marginalizationやスティグマタイズ stigmatizeを被っ
ており、さらに単純すぎる公私二分論による《私事
化》privatizationによって、状況の不公正性が不可視
化されている。女性は過剰な美徳の要求（とくに政治
的無力性を美徳とするスクリプト（筋書き））によっ
て、先住民は自己統治の困難な人々への保護という形
での《政治的無力化》によって、また同性愛者、外国
人、少数派移民は社会に不安を与える者たちへの社会
的監視という形で、マジョリティが期待する筋書きに
おける《周辺的存在》を担ってきた。スクリプトの内
容は集団ごとに異なっているにしても、このようにな
んらかの《スクリプト》を負わされることによって均
衡を欠く負荷を負っている集団という意味では、これ
らの集団は同じ問題を共有しているのであり、このス
クリプトからの解放と問題の可視化という点では、こ
れらの集団は同じ克服課題を抱えてきたと言える38。
Ｂ．第二段階

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
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
文化主義がジェンダー平等の推進を阻む壁となりうる
という問題が明確に意識されるようになったのである。
ここでもしも多文化主義の名で主張される権利を
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《文化的変容を拒否する集団的権利》と見るならば、
集団内のマイノリティは司法過程によっても民主過程
によっても救済不能（不要）ということになるが、仮
にこの考え方をとるとしたら、それはもはや歴史的損
傷を被った文化的集団の保護や回復という局面を超え
て、特定文化集団内のマジョリティに特別な免責特権
immunityを与えることになるのではないだろうか。
リベラルな立憲主義に基づくマジョリティ社会の中
でも、ジェンダー問題、性的マイノリティ問題への対
処は遅れてきた。主流社会のマジョリティにおいても
これはまだ引き続き努力を要する課題である。その中
で、文化的マイノリティにおけるジェンダー・マジョ
リティだけがこの課題を免除されることが、公平性の
回復として正当化できるかどうかは疑問である。オキ
ンはこの方向に明確に反対し、ジェンダー的不公正性
を克服するという課題は、文化的マイノリティもとも
に等しく負うとする40。またフィリップスは、「文化
の抗弁」のうちかなりのものがリベラリズムとの対話
を閉ざす「本質主義」に陥っており、これは保護の対
象とすべき多文化主義の内容とは異なっていると見
る 41。
本報告では、フィリップスのこの議論に現れている
段階分けの考え方を重視したい。それは、上記のよう
な論者が第二段階の問題について示す疑念や批判を、
第一段階の多文化主義問題の克服の必要性までも否定
する方向で受け取ることは避けるべきだと思われるか
らである。

2.	解決の手段と「生存」の意味

文化的マイノリティ問題やジェンダー問題を調整・
克服するための憲法論を考えるにあたっては、解決の
手段の種類や、「存続」「生存」の名において保護が求
められる事柄について、区別しておくべき事柄がいく
つかある。多文化問題やジェンダー問題にはさまざま
な克服方法がありうるからである。
政策課題と司法救済

公正な雇用の促進や、就学に関する優遇措置、家族
関係に関する法律の内容など、政策課題として文化的
マイノリティ問題とジェンダー問題の克服を考えるさ
いには、公正な扱いの回復を必要としている《集団》
の存在が前提となる。ここでは、先に見たガットマン
やアイゼンバーグやデヴォーらが論じるように、民主
的討議の不可欠の一環として「集団の権利」および
「当該集団のアイデンティティにとっての価値」の議
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

る。ここで家庭内暴力や結婚強制からの救済を求めて
親の意向に逆らったり、夫に離婚を請求するといった
手段に出た女性が、訴訟を起こしたあとに元の家庭内
秩序に無事に戻って生活することは困難に違いない。
したがって、「文化の抗弁」によって自分の訴訟提起
が奏功せずに終わる可能性が高いとなれば、ほとんど
の女性は、その後の家庭内状況の悪化を恐れて、法的
救済を求めること自体ができなくなるだろう。
そのように考えてみると、刑事裁判で妻や子に対す

る暴力を「文化の抗弁」によって減刑する場面があり
うるにしても、当該の妻や子どもが自分自身の身柄に
ついて救済を求めた場合については、これらの個人に
対して別途の保護が必要である 42。この問題は次の、
行為者への制裁か被害者への福祉的政策か、という分
け方に沿って確認する必要がある。
制裁的政策と福祉的政策

国民の生存と権利を保護する国家の責務の観点から
見て望ましくない文化的慣行があるとき、これを改め
るよう促す政策としては、刑罰や不利益をもって対処
する禁止的な政策と、救済を求める個人を救済するこ
とを目的とした福祉的方策の違いを認識すべきであ
る。
国家が、救済を要する個人への福祉的救済を提供す
ることなく集団への禁止的政策を採用する場合には、
集団の中のマイノリティは板ばさみ状態に置かれ、お
そらく、さらに私事化された状況に追い込まれる。イ
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
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
まま家庭内および近隣の文化集団域内だけで生活する
ことになり、状況は完全に私事化・不可視化されてし
まう。また、先に見た「文化の抗弁」の例で言えば、
当該の被害者を保護する政策を検討・採用することの
ほうが、家庭内虐待を行った男性を処罰するか「文化
の抗弁」によって免責するかという議論よりも緊要な
課題であり、ましてこの種の文化慣行を連想させる外
装表現を禁止することよりも緊要な課題であろう。
こうした福祉政策には財源が必要であるために実現
しにくいという政治的事情があるにしても、だからこ
そ規範論としてその必要性を確認することが、憲法論
に課された役割だろう（社会権を規定している日本国
憲法についてとくに言えることである）。多文化共生
社会を実現することを理念として受容した国家であれ
ば、このコストは国家の責務として支払うべきコスト
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
方》とされる傾向があるように思われる。これは、ひ
とつには、文化は当事者（集団または個人）の《尊厳
ある生》のために不可欠である、との認識を訴えるこ
とに力点が置かれていたからだと考えられる。また、
多文化主義の主張の本質を文化集団の存続の問題に見
る議論の中では、そこで言われる「存続」は最初から
当該集団の存続の指標となるような文化の存続を問題
にしているのだから、そこに所属している諸個人の生
命身体の問題は議論の対象とはなっていない。そうし
た事情が相まって、多文化主義という議論カテゴリー
の中では、「文化」と生命・身体的な「生存」との区
別が曖昧になるきらいがあったように感じられる。こ
こに鋭い光を当てたのが、本稿で見てきたような「マ
イノリティの中のマイノリティ」の議論だった、と言
うこともできるだろう。
これらの議論から明らかになってきた事柄として、
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
か。内容から見て当事者の生存や健康に深刻な被害を
生じさせる可能性のある事柄、不可逆的な身体の欠損
を伴うような事柄については、共同体は当事者本人の
意に反してこれを強制することはできず、また、まだ
自己決定能力の認められない幼年者に対しては、不可
逆的な身体の欠損・刻印は国家が禁止しても良いので
はないか43。（ただしこれが不要な「国家の監視的介
入」を正当化する方向に転じることのないように、自
発的意思表示の困難な幼児への虐待問題を除いては、
被害者当人の自発的な意思表示を待つ必要がある）。
こうした問題への対処は、「多文化主義とジェンダ

ー」、「多文化主義と憲法」という枠組みをとらなくて
も、家族内で人権侵害状況にさらされている者がある
とき「家族」という親密圏内に法がどこまで介入すべ
きかという議論一般に解消できるものかもしれない
（家族によっては特定の文化規範や宗教に強く傾倒
し、その遵守こそが当該家族を成り立たせている重要
な絆だと考える家族もありうる、ということはここに
織り込まれる）44。さらに言えば、「暴力・虐待」の概
念が物理的なものから精神的虐待（モラル・ハラスメ
ント）へと拡大するに伴って、加害者が女性で被害者
が男性という構図も多く認識されるようになってきた
ことからすれば、ここでの要救済カテゴリーを「女
性」「子ども」「老人」といったマイノリティ・アイデ

ンティティに限定する必要は以前より後退してきたと
言える。ここでは「家庭内暴力の被害者」という状況
に置かれたすべての個人に普遍的に妥当するものとし
て、要救済状況を定義する作業のほうが重要になって
きた、と言えるだろう。
問題枠組みをそのように、文化・宗教を自由に選び
うるものとしての家族と個人の生命・身体・健康（を
保護すべき国家）との関係へと解消することは、家族
を含むより大きな集団を想定する多文化主義の意味を
消失させてしまうことになるだろうか。筆者は、先ほ
ど見た多文化主義の二つの段階を区別する議論を採用
しつつ、家族内の虐待などの問題については、このよ
うに議論の土俵を「多文化主義」から「家族と個人（を
保護する国家）の関係」へと移しても、「多文化主義」
の政治的主張および学術的理論の本質的な意義（先に
見た第一段階の議論）は損なわれないのではないかと
考えている。

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

皮膚・毛髪の色などの身体的特徴とは異なり、宗教
や文化やライフスタイルというものは、表出せずにお
けば、表面的には不利益の対象にはならない。しか
し、こうした人々にとって、「秘匿している限りにお
いて市民として尊重される」というのは、一面では国
家（マジョリティ文化）の要請に問題なく
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適応しつ
つ、もう一方の内面で、自らのアイデンティティを忌
むべきもの、劣ったものとして認知することを事実上
強要されることにもなる。そうした自己の二重性に問

0

題
0

を感じる人々が、自らの自尊的社会生活のために
「カミングアウト」―自己のアイデンティティを表
明する言論 self-identifying speech 46 ―を行うとき、
それによって失職や退学などの不利益をこうむること
になるとすれば、この「表現の自由」やその内奥にあ
る人格的自由としての ｢良心の自由｣ は、真に保障さ
れているとは言いがたい。ここでは、「表現の自由」
の確保は、実社会の中での「平等保護」の達成と不可
分の関係にあるのである。平等が達成されていなけれ
ば、「表現は自由だが、そこから受ける不利益は甘受
しなければならない」という結果が待っていることに
なるからである。この事情は、アメリカでは同性愛者
の権利の議論の中で、強い深刻さと説得性をもって展
開されてきたが、多文化主義全般にも敷衍できる問題
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
を秘匿しているならばその件を問わずに採用するが、
このことを公言した場合には不採用または除隊とな
る、という策がとられてきた。（Don’t Ask, Don’t Tell 
policy）48。
しかし、この政策は、当人の自己尊重感を決定的に
左右し、人格的生存に直結する事柄について苦痛な負
荷を与えている点で、「良心の自由」「表現の自由」を
侵害していることが長く指摘されてきた 49。また、こ
の種の存在表明は、ある特徴をもつ人々の社会的承認
をめざした政治的表現として、民主主義的観点ないし
「包摂の政治」を擁護する観点からも、「表現の自由」
保護の対象となりうる。社会過程における包摂的コミ
ュニケーションの作用を重要な政治ファクターと見る
カーストは、この観点からカミングアウトの政治言論
価値を擁護する 50。
ただし、この場合の言論価値をその政治的メッセー
ジ性に見るとなると、こんどは軍隊における政治活動
の禁止原則に抵触する可能性が出てくるのではない
か。しかし、たとえば同性婚を容認するか否かの政治
的争点をめぐって政治的団体への勧誘や署名活動を行
うような場合と比べてみれば、本人が「自分は同性愛
者である、それを了解しておいてほしい」と「言う」
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
に、当該の表現が社会に「気づき」をうながす機会と
して作用しうる、ということであって、すでに当該ア
イデンティティに対する差別的偏見を克服している社
会の中では、それは特段の政治的意味を帯びるもので
はない。
むしろ場の公共性ということでは、アメリカの軍隊
や公教育の場について指摘される「劇場効果」の議論
を見ておくことも有益ではないだろうか。カーストに
よれば、軍隊や公教育の場は、多くの国民が当該政府
の考え方を察知する政治的劇場となる。ここでとられ
る差別的政策は、その劇場外の一般社会にも影響を及
ぼす。軍隊で女性を戦闘任務に就けないものとして扱
うことや、黒人を知的判断を伴う上級任務に就けない
ものとすることや、同性愛者を軍隊の中に存在しては
ならないものとして扱うことは、社会一般に対してメ
ッセージとして作用する。また、公教育の場で何が教
えられ、何が教えられないかという問題は、政府の是
とする知識は何かというメッセージとして作用する。
二つの世界大戦を通じて、黒人兵士たちが予想以上の
任務遂行能力を見せたことが、結果的に黒人の社会的
地位向上につながったことが指摘されているように、
この政治的劇場が社会一般に与える効果は大きい。ま

た、教育の場で「多文化教育」の是非が論議され、共
通教育事項（canon）をめぐる論争が多文化主義の側
から出されてきたのも、このことが影響している 51。
これらの議論では、政治的劇場となりやすい公共空間
においては、そこに参加する市民（私人）に対してア
イデンティティの表出を控えることを求めるよりも、
逆に、政府がそれを禁じることによって生まれる「排
除のメッセージ」の効果のほうが深刻な憲法問題とし
て取りあげられるのである。
なお、「表現の自由」にはその傷つきやすさに着目

した「萎縮効果」が指摘されている。「萎縮効果」と
は、過度に広範な法文によって表現が規制される場合
や、表現に対して不利益が課されるときには、表現を
おこなおうとする者に心理的ブレーキがかかり、結果
的に表現の自由が成立しなくなる、とする理論であ
る52。刑法に代表されるような直接の公権力行使によ
る不利益でなくても、自らの存在表明が失職・退学と
いう代償を支払うことではじめて可能になるような状
況にある人々は、日常生活・職業生活の中で慢性的に
極度の萎縮状況に置かれていると言えるだろう。この
視点からは、沈黙強制が働いている社会的文化的環境
のほうを問題視し、萎縮的環境の是正をはかることが
求められるのではないだろうか。

2.	宗教表現

多文化主義の主張の多くは、ヨーロッパ中心主義に
対する批判を含む。ヨーロッパ啓蒙主義から生まれた
立憲主義や普遍的人権の観念も、この批判を免れない
不完全性を抱えてきた。近代立憲主義が、フェミニズ
ムや多文化主義など、さまざまな視角からの批判を展

0

開不足の
0 0 0 0

批判として受容しつつ、新たな展開を織り込
んでいく自省的・可塑的なものであるとすれば、多文
化主義による批判も、立憲主義・民主主義の展開を促
しつつある重要なファクターだということになる 53。
こうした中で、とくに宗教に関する表現について

は、特定集団の文化の表現が、政教分離という憲法上
のルールと衝突する場合があるため、問題が生じる。
先に見たイスラム・スカーフ問題は、ヨーロッパで
はスカーフを着用していた女性に対する憎悪暴力と見
られる殺傷事件が報道されるなど、焦眉の宗教対立問
題と見られている。しかしこれは宗教表現であると同
時に、当人たちにとっては上述のような自己アイデン
ティティ表明の表現でもありうる点で、複数の視点か
らの考察が必要となる。
公共の場で宗教表現を等しく慎む考え方（フランス
型）は、宗教的中立のひとつの回答である。この中立
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
によるものである。こうした宗教的中立は、歴史的に
はともかく理論的には、特定の宗教への《優遇―差
別》の傾斜が生じないかぎりは、表現に対する寛容―
不寛容の度合いをさまざまに設定できる。（バーを水
平に保つという平等原則を守れば、バーの高低は任意
に設定できる。その中でフランスは、もっとも禁止の
度合いが高く、等しく全面禁止としているわけである。）
一方、多文化主義の議論では、むしろ現状が真の意
味での「中立」ではないこと（偽中立性）が問題とな
る。むしろ、特定の文化（西欧キリスト教文化）が自
明のものとされている現状の偏向性を明るみに出すた
めに、自文化の表明の自由を求めているのである54。
アメリカでもフランスでも、世俗の習慣と切り離せな
いような公共文化の基盤の部分に西欧中心主義（キリ
スト教文化）が深く組み込まれている現状から出発し
た場合、「あらゆる宗教表現を控えること」という命
令は、宗教マイノリティにだけ「控えること」を命じ
る結果となってしまい、結局は「公共場面ではマジョ
リティの宗教文化を容認（結果的に同化）せよ」と命
じていることになってしまう。政治と宗教の分離の要
求じたいは宗教的自由を保障するために不可欠のこと
として、重要部分において堅持されるべきではある
が55、現実問題としては、宗教と国家（公的場面）と
の完全・厳格な分離は不可能 56なことなので、完全な
分離を実現しようとすれば文化的マイノリティに不利
な傾斜が生じ、かえって国家の宗教的中立性に反する
状況に陥ってしまうのである。
フランスその他の各国で、イスラム文化集団に属す
る女性たちが被るスカーフを禁止する動きが起きた
が、この問題は、先に見た自己存在表明の動きと、公
共空間では宗教的表現を禁じるとした政府の判断が衝
突した例と言える。こうした女性たちがスカーフを被
る理由とこれを政府が禁止する理由は、以下のような
複数の事情に分類できる 57。
 1） 文化的習慣vs宗教的中立性。自分の所属してい

る文化集団の文化的伝統から来る習慣としてスカ
ーフを着用している女性に対して、国家が宗教的
中立性を守るためにその着用を禁止する、という
構図である。フランスは、各文化集団の私的領域
内では、この文化的伝統および宗教的表現を禁じ
ているわけではなく、公共空間においてのみスカ
ーフ着用を「宗教を誇示する表現」と見て禁じて
いる。素朴に考えれば、この場合、「それは公共
の場では禁止されている」というメッセージを各
人が受け取って了解すれば、公私の線引きによる
《公共空間の脱宗教化》が実現することになる。
しかし現実はそうはならず、公共の場で敢えてス

カーフを着用する女性（女子学生）がいるわけだ
から、そのことの意味を、社会的現実に歩み寄っ
て考えなければならない。そこで以下のような社
会事情が検討すべき事柄となってくる。

 2） 自分が所属する民族集団が当該社会の中で置かれ
たマイノリティ状況について、マジョリティ社会
に対しアピールしようとしている場合。先に見た
多文化主義問題の分類で言えば、第一段階にあた
る文脈での文化的アイデンティティ表明と言え
る。これは宗教表現というよりは、当該社会の中
でマイノリティ状況に置かれた集団の存在を当該
社会に認識させようとする表現と言うべきだろ
う。

 3） とくに家父長制的傾向の強いマイノリティ文化集
団の中で、自分が抑圧された状況にあることを知
らせようとする表現。本稿の課題である「マイノ
リティ集団の中のマイノリティ問題」を、言語で
訴えることはせずに、視覚に訴えているという状
況である。
これらのうち（2）の場合は、宗教的表現というよ
りも文化的マイノリティとしての存在表明であり、お
そらくは多くのマイノリティ表現と同じく、着衣に自
尊回復の意味を込めるといった表現である。その表現
が同時に宗教的表現とみなされることになる場合、そ
の文化集団のアイデンティティ表明は、当該国家の公
共場面では表出不可能となるわけだが、これは政教分
離と宗教的中立性に名を借りた特定集団の排除として
作用しないか、ということが懸念される。
スカーフを着用した女性たちのそれぞれが、ここで
整理した（2）と（3）のうちのどちらに属するのか
（あるいはそれ以外の事情があるのか）はケースバイ
ケースであって、立法者がこれを一律に把握すること
はできないのではないだろうか。先に「憲法理論から
の視点整理：E民主主義に基づく議論」の項目で見た
議論を参考にするならば、この種の問題は、こうした
複雑でセンシティヴな事情を把握する作業を含めて、
民主過程における討議事項として位置づける議論が有
益だということになるだろう。
さらに、スカーフ着用の禁止が強化された背景に

は、スカーフの着用は家父長制的な文化の反映である
として、ジェンダー平等推進の見地からの主張があっ
たことも指摘されている 58。この禁止を政教分離と公
共空間の宗教的中立の要請とは別に、ジェンダー平等
推進に貢献する方策かという観点から見た場合には、
疑問が多い。（2）のタイプの女性に対しては、それ
は不要なパターナリズムということになるだろうし、
集団全体が国家内で不利な状況にある中で、集団内の
ジェンダー平等の実現を強制したところで、問題の解
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決にはならないだろう。しかも着衣という表面的な要
素による平等の表明をここで強制することは、現実の
平等達成にどれほどの実質的関連性があるかは疑わし
い。この問題の解決をジェンダー平等という視点から
見た場合、表現の禁止よりも当該集団の民主的熟議参
加を促進する道を探るという方向で図られるべきであ
り、表現の禁止はむしろこれを心理的に阻害する要因
となることが懸念される。また、（3）のタイプの女
性たちについて言えば、なんらかの福祉的救済策を講
じることなく禁止ないし退場という不利益を課す方策
をとることは、これらの女性たち（の抱える問題）を
ますます私的領域内へと追いやり不可視化させること
になり、問題の解決とは逆の方向へ向かうことになる
のではないか。
こうしたことを斟酌すると、むしろ、なぜ自己存在
証明の自由ではなく政教分離の問題なのか、という部
分をこれまで以上にていねいに洗い出すことが必要に
なってくるのではないだろうか。立憲主義的要請とし
て政教分離を貫くことが必要な部分や、当該国家の選
択した道としての厳格な宗教的中立性は、それとして
貫通力をもつだろう。そして、このような意味で政教
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）
を害するものも禁止されることには十分な根拠があ
る。しかしそうした表現に該当せず、その「場」に要
求されている本来の機能や職務遂行と両立可能な表現
である場合、ある宗教文化に属している自己が存在す
ることを表明するにとどまる表現自体は、政教分離・
宗教的中立にまったく抵触しないとは言えないとして
も、「良心の自由」から導かれる「表現の自由」や民
主過程保護の側面から見た「表現の自由」の保障のほ
うが優先される場面がありうるのではないか 59。
たとえば、ガットマンは宗教的アイデンティティを

「良心の自由」をベースとした「倫理的アイデンティ
ティ」ethical identityの下位概念に位置づけ、民主的
過程における個人の宗教的自由は「良心の自由」の側
面からも保護を受けるとする 60。ガットマンの場合は
理論の基本として、制度化されたフォーマルな過程だ
けでなく、さまざまな社会過程をも民主過程のファク
ターと考えている。また、ヘイトスピーチのような他
の文化への尊重を欠く侮蔑を本質とする表現の場合に
は、平等な尊重の観点から、法をもって禁止すること
も許容できるが、そうではない差異の表現により起き

る衝突に対しては、尊重すべき真摯な道徳的対立と見
ている61。
上記のガットマンやカースト、リチャーズの考え方
を総合すると、民主過程の中にある当事者として何ら
かの問題を提起する、あるいは社会の気づきを喚起し
ようとするカミングアウト表現は、たとえ国家の政策
と衝突する部分を含むとしても、尊重に値する道徳的
衝突として扱われるべきことになるだろう。したがっ
て公共場面での表現を一方的に禁止することは、国家
の側が行うべきではない法政策ということになりそう
である。
また、先に見た《ロジックとしての平等》をここに
当てはめるならば、多文化主義的「集団の権利」が認
められる根拠を当該集団のマイノリティ状況に求める
場合、まずは当該集団が集団内の個人に同じマイノリ
ティ状況を課すことは許容されないと考えるべきだろ
う。そして、現実の社会状況から見た場合に、国家が
集団内の個人（女性や子ども）に対してこのリスクを
増大させるような方策をとることも、憲法（人権保
障）の観点から見て望ましい方向とは言えず、許容さ
れない可能性が高いと見るべきではないだろうか。

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

多文化主義は、本稿で見てきたような代表的な主張
者の議論によれば、政治的決定主体としての尊重を求
める政治的・集団的な主張を最重要の要素としてい
る。とりわけ、憲法学にとって多文化主義を言うこと
の意味はどこにあるのか（その主張のうちのかなりの
部分がリベラルな憲法理論の枠内で応答可能なのだ
が、そこで敢えて多文化主義をいうことの意味は？）
という視点からは、この部分が強調されることになる
だろう。しかし、これらの主張をそういうものとして
認めたとしてもなお、各集団が服するべき実体的規範
要請（基本的権利および政治過程参加の確保に関連す
る規範的要請）は存在する、との考えは成り立つ。
たとえば、連邦制をとる多くの国家が、州やその下
にある市町村の自治を認めつつ、それらのローカルな
法律や条例については連邦憲法への適合性を求めてい
る。これと同じく、自治権など多文化主義に基づく政
治的主張を最大限に認めた場合にも、―むしろその
場合にこそ―各集団は、個人とは異なる政治的責任
主体として、このような一定の実体的・規範的要請に
服するべきことになるのではないか。そこまで明確な
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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
団の権利に何らかの内部的権力関係が存在する場合に
は、少なくとも憲法の「私人間効力」問題が妥当する
はずである。
そのように考えると、多文化主義は、リベラルな立
憲主義における人権保障の規範要請と統治組織に吸収
されることになるので、憲法論の中では独自の問題カ
テゴリーとして見る必要はないのではないか、との疑
問も生じる。同じく、ジェンダー論も、リベラルな立
憲主義の枠の中で平等論に吸収されることになると見
るならば、これらの二つの問題カテゴリーを論じる意
味はあるのだろうか、との疑問も生じる。
これについては、最終的な到達点はそこかもしれな
いが、それはまだ未到達の目標と考え、今は多文化主
義やジェンダー論といった議論の立て方が、問題を適
切に示すために必要なカテゴリーとして必要であるこ
とを確認しておくべきだろう。「自分たちはまだそこ
にたどり着いていない」と感じる人々にとって、《歴
史的経緯の確認》が完了したと言えない間は、多文化
主義というカテゴリー、ジェンダー論（フェミニズ
ム）というカテゴリーは、この作業を要求する概念と
して、それとしての存在意義をもつ。
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
求める規範的要請として憲法論に組み込むさいには、
以下の二つの思考方法を同時に両方とる必要があるは
ずである。
ひとつは、A《すべての個人（および集団）に保障

される普遍的人権の内容を確認すること》である。も
うひとつは、B《ある集団の固有の歴史的経験の検証
と、権利主張の正当性・国家の有責性を確認するこ
と》である 62。
たとえば、ある民族文化や言語が淘汰されようとし
ているとき、それによって当事者が、すべての個人ま
たは集団に保障されるべきものを失おうとしているの
かどうかの検討が［A］のプロセスとして必要であり、
また、その具体的状況に対して国家が保護政策をとる
べき責任を負うのか、という確認が［B］のプロセス
として必要である。また、［A］のプロセスでは、適
切な抽象化が不可欠である 63。
ここでトライブとドルフが指摘した「抽象化レベ

ル」の問題を参照したい。これは、アメリカ憲法訴訟
理論の方法論として論じられたもので、多文化主義や
ジェンダー問題を論題としたものではないが、本稿の
関心にとって参考にすべき部分が含まれている。これ
は、主張されている利益の内容がそれまでの判例で認
められてきた権利の内容に合致するか否かを判断する

にあたって、両者の内容をどの程度抽象化して概念化
するか、という問題である。抽象度を下げて権利内容
を個別具体的なものへと分割すれば、両者が合致する
可能性は低くなっていく。
ここで保護されるべき利益を認識するさいの抽象化
レベルを、裁判所が（意図的・結論先取り的に）誤っ
て低くしすぎた事例として、1986年のBowers v. 
Hardwick判決 64法廷意見が挙げられている。すべて
の個人に保障されるべき、私生活に関して国家から干
渉されない利益として「プライバシー保護を求める利
益」を構成すべきところを、「同性愛者が同性愛行為
を行う自由」と構成し、そのような利益をアメリカが
保護してきた伝統は見いだせないとしてプライバシー
権に基づく保護を否定した判例である。この法廷意見
のように極端に抽象度を下げて、主張される権利と先
例で認められてきた権利とをそれぞれに個別具体的な
内容へと同定してしまった場合には、両者の接点は断
ち切られる65。
この例を、たとえば多文化主義的な言語権の例に当
てはめてみるならば、次のようになるだろう。言語権
を《カナダのケベック州のフランス語使用者がフラン
ス語を使うことの利益》と構成した場合、当事者以外
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
う［A］レベルの問いにおいて否定されてしまう。し
かしここで問題となっていることを、およそ人にとっ
て言語を媒介としたコミュニケーションは社会生活の
ために不可欠のもの（文化資源）であり、ある集団が
日常言語として身につけてきた言語が、当該集団の内
発的な変化ではない外圧的な要因によって消滅しよう
としているとき、当該集団の当事者は自分たちの日常
言語を使用する権利を主張しうる、というふうに抽象
化して定義した場合、このような利益は、言語という
ものを使用して生活しているすべての人間（集団）が
共有しうる問題となる。
この［A］のプロセスで適切な抽象化を行う作業が

抜け落ちてしまうと、多文化主義を含むさまざまな平
等論は、さまざまな集団の競合関係のほうが議論の前
面に出る結果、集団間の対立を増幅させる危険性を含
む政治主張という受け取られ方になりやすい。アメリ
カにおいて多文化主義を危険視する論調が多く見られ
たことには、このような事情も関係していたと思われ
る 66。こうなれば多文化主義とジェンダー平等との理
論的・実践的関係も競合関係に陥るばかりとなり、こ
れらを架橋する試みも、これらをリベラルな立憲主義
や普遍的な権利保障の議論と架橋する試みも、立ち行
かなくなる。この領域で上野千鶴子が「格差とリスク
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がユニバーサルになることをつうじて、女性の問題も
また・・・さまざまな格差や差別の問題のひとつとして
ユニバーサルに扱われることが可能になるなら」 67（展
望が開けるはずだ）と指摘するのも、同様の方向を志
向した議論と思われる。
そこで、憲法理論の領域でこの要請に答える試みの
一例として、憲法理論領域でのリチャーズの議論、お
よび法哲学領域でこれを強く支持するコーネルの議論
を見ておきたい。

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
なった比較的早い段階から多くの発言のあったリチャ
ーズの議論について見ると、多文化社会の問題とジェ
ンダー問題はともに「構造的不正義」structural 
injusticeおよび「道徳的奴隷制」moral slaveryという
概念を用いて憲法理論化されるという 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
される。すなわち、それ自体には社会的意味がないは
ずの身体的特徴や文化的特徴などの差異に対して、優
劣や社会的分業関係や片務的奉仕などの「筋書き
script」が発生し、これに基づいて一方の特徴を持つ
集団が他方の特徴を持つ集団に合理的根拠なく負荷を
負わせ、そこから不正な利得を得る関係が成立してお
り、この関係が当然のように文化や制度に埋め込まれ
ている状況が問題なのであり、リチャーズはこれを
「構造的不正義」と呼ぶ。こうした優位―劣位関係が
「ジェンダー化」の問題の本質であり、この関係は、
男女という軸だけでなく、異人種間でも、文化的多数
者と少数者の間でも発生する。したがって、「ジェン
ダー化」は、あらゆる社会関係の中で発生しうる普遍
的問題ということになる。ここには、ジェンダー理論
の一般理論化による、多文化主義論との融合が見られ
る。
さらにリチャーズは、この「構造的不正義」の状況

の中で不利なスクリプトを課された者たちが重要な権
利（参政権や表現の自由や、有償の労働の権利など）
を剥奪されている状況を、「道徳的奴隷制」moral 
slaveryと呼ぶ。これはリチャーズの議論の中では、
明白かつ最も重大な憲法問題となるので、憲法訴訟の
場面では違憲性の推定が働き、「疑わしい分類」の審
査が妥当する、という 69。
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

は完全な奴隷状態ということになる）、同性愛者に各
種の権利・平等が保障されていない問題、先住民族や
移民の権利問題などが、同一の「構造」の上にあるも
のとして考察される。この片務的不正義状況から脱却
する、という課題においては、問題は通常の（リベラ
リズムをベースとする）立憲主義における権利保障が
当然に及ぶべきであるにもかかわらずそれが剥奪され
ている状況からの回復ということになるので、「特別
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。
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。
ここには、すべての人間（あらゆる個人）が平等に
道徳的自律の主体である、という憲法的自律の原理を
ジェンダー問題や多文化社会問題にあてはめ、劣位者
の道徳的判断能力をはじめから劣ったものと推定する
パターナリズム（ジェンダー論に即して言えば家父長
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。
フェミニズムとリベラリズムの統合を目指す法哲学
者コーネルは、このリチャーズの「道徳的奴隷制」の
議論を、ジェンダー問題と人種問題と多文化社会問題
を統合する普遍的意味をもつ議論として高く評価す
る。コーネルもまた、ジェンダー問題と人種問題と多
文化問題のすべてに共通する決定的な中心事項とし
て、道徳的自律性の保障（が事実上無視されてきた集
団や個人の存在）を＜正義の問題＞として抽出してい
る。この議論によれば、理論的にも社会的現実として
も、同じ＜不正義＞の問題を共有する複数のマイノリ
ティが存在する。各個人・各集団の自己尊重の源泉と
しての固有のアイデンティティ感覚の尊重、という問
題については、各個人および集団は自らにとって意味
のあるしかたでなんらかの文化的同一化（アイデンテ
ィティ）認識をすることについて尊重を受けるべきで
あり、国家やマジョリティ集団は、この尊重感覚の欠
落したアイデンティティ強制をしてはならない、とい
う「同一化の倫理」が主張される70。上記の権利を各
主体が認識し主張するには、権利主体としての自尊感
覚が前提として必要となる。コーネルによれば、マイ
ノリティ状況に置かれた主体は、多くの場合、この前
提部分が損傷をこうむっている。これを回復すること
が権利保障の課題となるべきだ、とコーネルは提唱す
る。コーネルは、リチャーズが「良心の自由」の問題
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
る自由の議論ではなく、物理的・制度的に見て公共空
間であるか否かを問わず「自尊剥奪状態」からの「自
尊回復」に必要な心的空間を必要とする者にそれを保
障する、という発想であろうと思われる。

Ⅵ.	 おわりに

先に、多文化社会、そしていまだジェンダー平等を
達成しきれていない社会における人間の利益を、適切
な抽象化を経て普遍的な権利（人権）へと精錬してい
く試みの一端を考察した。こうした普遍化・一般化を
試みる一方で、当該の問題の具体的な社会的歴史的文
脈が見失われることがないように、その歴史的文脈を
同定する作業もまた不可欠なのであり、この二つの思
考法は常に両方とも行われていなくてはならないもの
である。
本稿では最後に、この二つの思考法の関係について
一言指摘をして、結びとしたい。
この二つの思考法は、静態的に別々に並行している
ものではなく、人権の内容の歴史性・動態性によって
連関しあっている。当初は［B］の具体的問題への対
処として必要性が認められた政策が、適切な抽象化を
経て、［A］レベルの普遍的権利として認識されてい
くプロセスがありうるからである。
ジェンダー論が果たした貢献の中には、そのように
見るべきものがある。たとえば、ジェンダー論の主要
な問題関心は、男女間の不公正な役割分担の固定化を
政治的・法的問題として構成し、そこからの解放を目
指す理論を構築するというものである。この関心は女
性の状況改善という実践的問題に端を発してはいる
が、今日では、すべての個人にとっての問題関心であ
りうることが認識されるようになってきた。さらに今
日では、男女（性別）に固有の問題という枠組みを超
えて、人種・民族などあらゆる領域で、ジェンダー化
のメカニズムが作用していることを問題化する方向
と、そのように構成されたものとしての問題を克服す
る道を総合的に模索する方向とが提唱されている72。
多文化主義およびジェンダー論は、こうしたプロセ
スを生み出し得る問題領域として、立憲主義にとって
耕しの鍬としての意義を持ち続けると思われる。冒頭
に挙げたような衝突・停滞を乗り越えるためにも、こ
うした意義を今後も確認し続けることが必要だろう。

◎この論稿は2011年10月に行った全国憲法研究会報
告および学会誌掲載論文「多文化主義とジェンダ
ー」、東北大学GCEO萩セミナーにて行った英語報

告および討議をもとに内容を発展させたものであ
る。本論文を執筆するにあたっては武蔵野美術大学
共同研究助成（2011年度・2012年度）を受けた。
また、上記共同研究分担者である奥山亜喜子氏（女
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。

参照文献
Drucilla Cornell, 2000, Just Cause: Freedom, Identity, and Rights, 
（Rawman & Littlefield,） 仲正昌樹監訳『正義の根源』（御茶の
水書房2002）.

Amy Gutmann, 2003. Identity in Democracy （Princeton University 
Press）

Amy Gutmann,  1994,   In t roduct ion,  Amy Gutmann ed. 
Multiculturalism: Examining the Politics of  Recognition 
（Princeton University Press）

Todd Gitlin, 1995, The Twilight of Common Dreams （Henry Holt & 
Company）. 疋田三良・向井俊二訳『アメリカの文化戦争―た
そがれゆく共通の夢』（彩流社 2001）

Kenneth L. Karst, 1989. Belonging to America: Equal Citizenship 
and the Constitution （Yale University Press）.
―, 1993. Law’s Promise, Law’s Expression: Visions of Power in 

the Politics of Race, Gender, and Religion （Yale University 
Press）.
―, 1999. “Does Integration Have a Future?”, Austin Sarat & 

Thomas R. Kearns eds., Cultural Pluralism, Identity Politics, 
and the Law （University of Michigan Press）.

Laurence H. Tribe & Michael C. Dorf, 1991, On Reading the 
Constitution （Harvard University Press）

Will Kymlicka, 1995, Multicultural Citizenship: A Liberal Theory of 
Minority Rights, （Clarendon Press）.　角田猛之・石山文彦・山
崎康仕・監訳『多文化時代の市民権―マイノリティの権利と
自由主義』（晃洋書房1998）

Will Kymlicka, 2002, Contemporary Political Philosophy: An 
Introduction (Second Edition), （Oxford University Press）. 千葉
眞・岡崎晴輝訳『新版・現代政治理論』（日本評論社2005）

Anne Phillips, 2007, Multiculturalism without Culture （Princeton 
University Press）

Susan Moller Okin, 2005,  Multiculturalism and feminism: no simple 
question, no simple answers, in Avigail Eisenberg & Jeff 
Spinner-Halev eds., Minorities within Minorities （Cambridge 
University Press）（以下、［Eisenberg & Halev, Minorities within 
Minorities］と表記）

Anne Philipps, 2005, Dillemmas of gender and culture: the Judge, the 
democrat and the political activist, ［Eisenberg & Halev, 
Minorities within Minorities］

Jeff Spinner-Halev, 2005, Autonomy, association and Pluralism, 
［Eisenberg & Halev, Minorities within Minorities］

Avigail Eisenberg, 2005, Identity and liberal politics: the problem of 
minorities within minorities, ［Eisenberg & Halev, Minorities 
within Minorities］



多文化主義とジェンダー 043

Monique Deveaux, A deliberative approach to conflicts of culture, 
［Eisenberg & Halev, Minorities within Minorities］

Cindy Holder, 2005, Self-determination as a basic human right, 
［Eisenberg & Halev, Minorities within Minorities］

Veit Bader, 2005, Associative democracy and minorities within 
minorities, ［Eisenberg & Halev, Minorities within Minorities］

Sarah Song, 2007, Justice, Gender, and the Politics of  Multiculturalism 
（Cambridge University Press）

David A. J. Richards, 1998. Women, Gays, and the Constitution: The 
Grounds for Feminism and Gay Rights in Culture and Law 
（Chicago University Press）
―, 1999, Italian American （New York University Press） （注では

Richards 1999: Italianと表記）
―, 1999, Identity and the Case for Gay Rights （University of 

Chicago Press） （注ではRichards 1999: Identityと表記）
― , 1999, Free Speech and the Politics of Identity （Oxford 

University Press） （注ではRichards 1999: Free Speechと表記）
辻村みよ子2010「序論　グローバル時代のジェンダー平等と『共生』」
辻村みよ子・大沢真理編『ジェンダー平等と多文化共生』東北
大学出版会（以下、［辻村・大沢編前掲書］と表記）

上野千鶴子2010「グローバリゼーションのもとのネオリベ改革と「ジ
ェンダー平等」・「多文化共生」」辻村・大沢編前掲書

辻村みよ子2010「宗教・文化とジェンダー―スカーフ問題に見る
複合差別」辻村・大沢編前掲書

フランセス・オルセン2010（中村文子訳）「フェミニズムから見た「多
文化共生」」辻村・大沢編前掲書

辻内鏡人2001『現代アメリカの政治文化―多文化主義とポストコ
ロニアリズムの交錯』ミネルヴァ書房

ナタリー・デ・ロジェ2010（茂木洋平訳）「多文化共生とジェンダー
平等」辻村・大沢編前掲書

糠塚康江2010「「多言語状況」における言語政策」辻村・大沢編前
掲書

辻村みよ子2009『憲法とジェンダー』有斐閣
内藤正典・阪口正二郎編2007『神の法vs.人の法』日本評論社
伊東俊彦2004「フランスの公立学校における『スカーフ事件』につ
いて」『応用倫理・哲学論集』第3号http://www.l.u-tokyo.ac.jp/
philosophy/eth03.html

岡野八代2002『法の政治学―法と正義とフェミニズム』青土社
浦山聖子2010「民族文化的少数者の権利」　愛敬浩二編『講座人権

論の再定位2人権の主体』法律文化社
上村英明2010「先住民族の権利と国際人権法・国連人権機構」斎

藤淳一編『講座人権論の再定位4人権の実現』法律文化社
江橋崇1991「先住民族の権利と日本国憲法」樋口陽一・野中俊彦編
『憲法学の展望』　有斐閣

常本照樹1998「民族的マイノリティの権利とアイデンティティ」　岩
村正彦ほか編　『現代の法14　自己決定権と法』　岩波書店

苑原俊明2009「先住民族の権利」　渡部茂己編著『国際人権法』国
際書院

南野佳代2010「女性の人権」愛敬浩二編『講座人権論の再定位2人
権の主体』法律文化社

毛利透2008『表現の自由―その公共性ともろさについて』岩波書
店

長谷部恭男2000『比較不能な価値の迷路―リベラル・デモクラシ

ーの憲法理論』東京大学出版会
樋口陽一2002『憲法　近代知の復権へ』東京大学出版会
志田陽子2006『文化戦争と憲法理論』法律文化社
志田陽子2011「表現の自由とマルチカルチュラリズム」駒村圭吾・

鈴木秀美編『表現の自由Ⅰ・状況へ』尚学社

註
  1 本報告では、セクシュアル・マイノリティ問題を含めて「ジェ
ンダー問題」とし、これを扱う議論を含めて「フェミニズム」
という用語を用いる。

  2 ジェンダー問題についてロジェ2010、宗教共同体内の性的マイ
ノリティについてLevy 2005.

  3 たとえば Eisenberg 2005 （同一論文集に収められた諸論文がこ
の用語を共有している）。

  4 Phillips 2010 p.83-106, Phillips 2007 p73-99; Eisenberg 2005を
参照。

  5 上記注4の諸文献を参照。
  6 Phillips 2010,p.83-106,Phillips 2007 p73-99.
  7 この問題については、アメリカの憲法研究者リチャーズ
（Richards, David A.J.）が、privatizationの問題として検討して
いる。とくにRichards1999: Italian参照。

  8 Phillips 2007 p.84-106.
  9 「多文化共生」の語は、辻村2010「序論」に依った。
 10 「包摂の政治」と憲法と市民社会過程との循環的関係について
は、Karst 1989 p.196-197, 211-216; Karst 1993 p.8-20, 147-170, 
173-187.

 11 この事情については、辻村2010、辻村2009 p.88-96 を参照した。
 12 上野2010が示す日本の現状分析は、この観点から重要な参考と
なった。新保守主義改革と合流した限りで推進されたジェンダ
ー平等は、ジェンダー問題を共有する主体群を分裂させ、多文
化主義とジェンダー平等とをともに推進しようとする主体群の
成立を妨げてしまった、との分析と克服課題を示す議論である。

 13 デ・ロジェ2010を参照。
 14 See, Kymlicka 1995; Gutmann 2003.
 15 Levy 2005.　同性愛者の置かれた状況と多文化主義問題とを共
通の問題構造と見た上で、これを寛容原理の視点から論じるも
のとして、Richards 1998, 1999: Identity。この議論は志田2006
でも扱った。

 16 例えば、文化集団の救済という視点で行う積極的是正措置は、
マジョリティの中の低所得者を救済しそこなうかもしれないと
の指摘がある（浦山2010 p.207）。こうした懸念は、積極的是正
策を採用する場合にその対象を女性とするか、文化的マイノリ
ティとするか、という選択場面でも浮上することになるのでは
ないか。こうした問題関心につては、Gurpreet Mahajan, The 
Multicultural Path （2002） が正面から論じていることを、本稿を
ほぼ書き終えた時点で辻村2010「序論」により知った。

 17 Karst 1993; Richards 1998, Richards 1999: Italian, Richards 
1999: Identity; Cornell 2000.

 18 Deveaux 2005;  Philips 2007, 2010;  Song 2007;  Eisenberg, 
2005;  Okin, 2005.

 19 Kymlicka 1995; Richards 1998, Richards 1999: Italian, Richards 
1999: Identity; Karst 1993.



044

9 2013.3

 20 たとえば常本1998.
 21 Kymlicka 2002 p.351-354,訳書p.506-510. 多文化主義と「表現
の自由」については、志田2011において考察を試みた。

 22 この問題については、Richards 1999: Free Speech が総合的に扱
っている。

 23 Gutmann 2003 p.187-191.
 24 Gutmann 2003.
 25 Balkin 1997.　バルキンのこの議論は志田2006で扱った。
 26 ソングは、ジェンダー論とマイノリティ文化を単純に対置させ
る図式を問題視し、マイノリティ集団の家父長制的文化を問題
とするならばマジョリティ側の法実践、法文化の中に浸透して
いる家父長制的規範を除去することのほうが緊要課題であると
する（Song 2007 p.170-171）。デヴォーはインフォーマルな社会
プロセスにおける潜在的な熟議可能性を重視し、不可視化をこ
うむってきた集団内弱者を熟議の場面へと可視化させ包摂する
ことを熟議民主主義の最重要メリットと見る（Deveaux 2005）。

 27 Eisenberg 2005, p256-270.
 28 Holder 2005, p.300-315.
 29 本稿ではこの「離脱の権利」right to exitまでは扱えなかったが、
この権利を国際問題ではなく多文化主義国家における権利とし
て構成する議論が見られる。

 30 Phillips 2010　p.57-82.　また、人種・民族・男女・異性愛者と
同性愛者といった問題を横断する「本質主義」の問題に関して
は、リチャーズ、バルキンの議論を参照しつつ、志田2006で考
察を試みた。

 31 Phillips 2007 p.15, 42-72.
 32 Cornell 2000 p.33-36 訳書p.59-65、Gutmann 1994.
 33 Gutmann 1994　p.21-24 訳書31-35.
 34 Cornell 2000 p.52 訳書94.（訳文は引用の都合上、語順等を若
干変更して引用した）。

 35 これらの歴史的問題については、Kymlicka, 1995、2002などの
代表的文献、浦山2010、上村2010、苑原2009を参照した。

 36 先に憲法論の整理のところで見た、カースト、リチャーズの議
論は、この部分を重要な憲法的課題として取り上げる議論である。

 37 上村2010 p.106-107.
 38 これらの議論内容と用語はRichards　1998, 1999: Italian, 1999: 

Identity を参照した。リチャーズはこれらの問題全体を「ジェン
ダー化」の問題としてとらえ、多文化社会における文化的マイ
ノリティの問題も「ジェンダー問題」の一環としている。また、
用いている用語は異なるが、実質的に同様の理解を示している
と考えられる憲法論として、Karst 1989、1993を参照した。こ
れらの議論は志田2006で読解を試みた。

 39 Phillips 2010 p.2-3.
 40 Okin 2005.
 41 Phillips 2010 p.69-106.
 42 Phillips 2010は、この面でのイギリスの現状について批判的で
ある。

 43 イスラム文化圏の習俗とされる女子の性器切除についても、こ
の考え方が当てはまるだろう。当人の意思による場合は安全面・
衛生面の規制のみにとどめるべきと思われるが、当人の意思に
かかわらず身体の一部を不可逆的に損傷することは、正当化さ
れないだろう。当該文化の伝統に照らせば、女子が自律的判断
ができる年齢に達する前にの幼年期に施術を完了しなくては意

味がないとする場合、この「文化的伝統」をリベラルな国家が
容認すべき正当な理由を見出すことは困難ではないだろうか。

 44 南野2010 p.128-9の指摘に着想を得た。なお、リベラルな立憲
主義の筋から言えば、本人の自発性を第一に尊重し、この状況
で敢えて救済を求めない女性がその自己決定を真に自律的に行
っている場合には国家は強制介入すべきでないことになるのだ
が、この領域では当人が救済を求める意思表示をしにくく虐待
的状況を甘受せざるを得ない状況がありうることも考慮に入れ
る必要があるだろう。こうしたことも想定すると、集団からの自
発的離脱者に向けて一定の保護救済制度を用意しておくこと
（離脱の権利 right of exit）、およびこれを社会に公知することが
必要となるはずである。離脱の権利については、Bader 2005 
p.332-5, Phillips 2007 p.133-157を参照。

 45 本稿のこの項目は、志田2011の一部を下敷きとしつつ、本稿の
関心に沿って加筆修正した。

 46 Richards 1999 Identity p.131.
 47 Richards 1998; Richards 1999: Italian, Richards 1999: Identityは、
同じジェンダー理論を女性運動、奴隷制解放、同性愛者の権利
問題、多文化主義のすべてについて展開している。

 48 アメリカでは、オバマ現大統領が選挙時にDon’t Ask, Don’t Tell
を廃止する意向を表明し、2010年12月、議会でその廃止が可
決された。

 49 Richards 1999 Identity, p.129-153．
 50 Karst 1993　p.61.
 51 リチャーズも「異端宣告」の効果をもつ法律を違憲とする議論
の中で実質的に同じことを問題としている（Richards 1998 p.389-
91; Richards 1999: Identity p.116）。教育現場でのカノンをめぐ
る論争については、Gitlin, 1995を参照。

 52 表現の自由の「萎縮効果」について、毛利2008を参照。
 53 こうした捉え方もまたヨーロッパ中心主義の枠内にあるとの批
判可能性はぬぐえないにしても、たとえば長谷部2000はリベラ
リズムに立つタイプの立憲主義が公共的「政治の領域」を確保
する必要性は、多様な文化の存在を肯定してもなお妥当するこ
とを論証する（p.61-72）。また、「人権という文化は、論理上、
自己自身を批判する文化」であり、その核心は「諸個人が各人
のアイデンティティを選びとる自由」にあるとする樋口（2002）
（p.172-173）も、批判の対象となる現状の偽 -普遍性・偽 -中立性
を超えた真の普遍性を擁護している。

 54 Kymlicka 2002 p.365-367, 訳書p.525-526.
 55 Gutmann 2003 p.154.
 56 Gutmann 2003 p.178.
 57 フランスのイスラム・スカーフ事件の論点整理については、辻
村2009、辻村2010「宗教・文化とジェンダー」、内藤正典・阪
口正二郎編2007に収録された諸論文を参照した。ジェンダー問
題とエスニック・マイノリティとしての自己表現とが交錯する問
題に関しては、伊東2004を参照した。

 58 辻村2010（前註57）参照。
 59 日本にこの問題を当てはめてみた場合、厳格な政教分離がなぜ
必要なのかという観点からは、特定宗教への公金支出や、現職
の公権力担当者による宗教推奨表現（シンボリックな意味を社
会に与える参拝行為を含む）や、公的場面での宗教的宣誓や所
作の強制、公的場面での宗教勧誘活動は厳格に禁止されるべき
だが、公共場面に参加する各人の着衣や妨害的でない所作など



多文化主義とジェンダー 045

については、個人の「信教の自由」とともに「表現の自由」「良
心の自由」（あわせて前述の「自己存在表明の自由」）の保障の
必要性のほうが上回る場面もありうると考えられる。

 60 Gutmann 2003 p.187-191.
 61 Gutmann, 1994.ここではアメリカにおける中絶論争が例として
取り上げられている。

 62 Richards 1998　p.6-7, 458-467を参照しつつ単純化して整理し
た。

 63 アメリカの憲法理論において、憲法上保護される基本的利益を
認識するにあたっての「抽象化レベル」の問題を論じたものと
して、Tribe & Dorf 1991を参照した。

 64 Bowers v. Hardwick, 478 U.S. 186 （1986）.
 65 Tribe & Dorf 1991 p.56, 73-80.
 66 アメリカで多文化主義が闘争的な様相を強めた事情について、
辻内2001を参照した。

 67 上野2010 p.31-32.
 68 構造的不正義、道徳的奴隷制の議論は、リチャーズの1990年代
からの著作全般において一貫して主張されている。たとえば
Richards 1998; Richards 1999: Free Speech; Richards 1999:  
Identity）; Richards 1999: Italian．これらの議論は、志田2006に
おいても理解を試みた（2、4、5章）。

 69 上記に挙げた文献全体の中にこの考え方が示されているが、と
くにアメリカ憲法訴訟理論における「疑わしい分類」へと問題
を位置づけた箇所としてはRichards 1999: Identity p.4, 55, 57.

 70 Cornell 2000 、3、4、8章。とくにリチャーズの議論に言及した
箇所としては、p.33-50,訳書60-91.

 71 この「イマジナリーな領域」保障の一環として言語権を論じた
議論として、Cornell 2000 、8章を参照。

 72 筆者自身は、憲法論の領域でのリチャーズの議論と法哲学の領
域でのコーネルの議論を参照することが多かったが、こうした
普遍的理論化の方向を示している近年の日本での議論として、
辻村2010「序論」p.8における「多文化共生」の概念を参照した。




