
辻村みよ子（東北大学大学院法学研究科教授、GCOE拠点リーダー）：
ここから私が、コーディネーターをさせていただきます。
本日は、とても充実したご報告、コメント、そしてご議論をありがとうございました。本当にたくさ

んのプロジェクトの、内容の濃いご報告を伺うことができて、実際に異分野の融合ということも感じま
したし、とても充実した気持ちでありがたく思っております。
さて、この時間帯、せっかく全国からこうしてたくさんお集まりいただきましたので、皆様からご意

見をいただきたいと思います。
その前に、私の方から議論の呼び水となる話をさせていただきます。実は、私たちGCOEの中間評

価の研究面では、「15研究プロジェクトを統合して、国際的に卓越した新しい学問領域が形成されるよ
うにいっそう努力することが期待される」というコメントが付けられました。最初から危惧しておりま
したように、15のプロジェクトに分かれて研究をすることにより、プロジェクトごとにばらばらにな
ってしまうのではないかということを指摘されました。それを受けまして、我々の最終目標を達成でき
るように、月例研究会や萩セミナー、桜セミナーでは、これらのプロジェクトの成果を統合するような
全体の研究会をたくさん企画してまいりました。その上で、本日、ほかのプロジェクトの研究内容を相
互にふまえて議論するということができましたので、「研究プロジェクトの成果を統合して新しい学問
領域」を確立すると言う目標を一定程度達成したと言って良いと考えております。先ほどスティールさ
んが指摘しましたように、それは、GEMC［Gender Equality and Multicurtural Conviviality］だと思う
のです。つまり、「ジェンダー平等と多文化共生、あるいは共生」の視点を複眼的に見て、組み合わせ
た一つの学問領域というのがGEMCになります。その学問領域が形成されるように努力してきて、そ
の成果が表れつつあることを発信していかなければいけないと思っております。ですから、ジェンダー
と共生の関係、ジェンダーと多文化共生の関係をテーマとして、皆様からご意見を伺いたいと思います。
もちろん報告の中で人身取引、臓器移植などもすべてジェンダーが関係していることもすでに述べてい
ただいておりますが、そういった論点もさらに発展させることができればと思います。
それから、本日の研究会は、非常に学際的な内容を持っていたと思っております。例えば、医学も修

められている米村さんが医学と法律学を学際的に結びつける報告を行い、それに対して、社会学や経済
学からの質問がありました。あるいは、吉田プロジェクトの場合には、経済学からのご報告に対して、
法律学の森田さんのコーディネートのもとで、佐藤さんより社会学の観点からコメントもいただきまし
た。それぞれのセッションで学問領域の垣根を解き放った、学際的な相互交流ができたのではないかと
思っております。同時に、研究分野の特殊性と共通性というものも浮かび上がってきます。そこから発
展させて、「ジェンダー平等研究は、学問を超えられるか」というようなテーマもありうるかなと思っ
たりしております。
そういった論点について議論していただいて、最後にはこれらを接合していきたいと思っています。
それにより、国際的な新しい学問領域の形成というところにまでいけるのかという課題が見えてくると
思います。例えば、以前に岩波のシリーズの話をしましたが、昨年、『ジェンダー社会科学の可能性』
という4巻本を出版しましたときに、経済学、法学や社会学の枠を超えたジェンダー社会科学というも
のを目指しました。でも、これは、ジェンダーだけの視点からだったわけです。一方、GCOEでは、多
文化共生をも加えた新しい学問の可能性を追求してきました。その点についても議論していきたいと思
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います。
それでは、最初の高松報告について、補充的な質疑をしたいと思います。まず、高松報告について、
何かございますでしょうか。原さんどうぞ。

原ひろ子（城西国際大学客員教授）：
ありがとうございます。高松さんが、冒頭で男女共同参画という言葉をジェンダー主流化に変えまし

たとおっしゃっていました。一方、東北大のグローバルCOEプログラムのテーマは、「グローバル時代
の男女共同参画と多文化共生」なのに、本日のセッションのテーマは、「ジェンダー平等と多文化共生」
です。私は、個人的にはジェンダー平等と多文化共生の方がインクルーシブ（inclusive）でいいと考え
ています。つまり男女共同参画というと男と女になってしまうけれど、LGBT、その他の問題を色々含
めるとすると、ジェンダー平等の方がいいと個人的には思っているのです。高松さんはどうして変更な
さったんでしょうか。

高松香奈（国際基督教大学准教授）：
ありがとうございます。なぜ変更したのかについて説明させていただきます。
最初のネーミング、タイトルの付け方ですけれども、このグローバルCOEのプログラムの名前をち

ょっと意識しまして、男女共同参画と書いたのです。もちろんジェンダー主流化ですとか、ジェンダー
平等の方が、私個人としてもしっくりはくるのです。その上で、最終的に変えたのは、政策を見るとい
う時にジェンダー主流化政策の方が、開発援助とか、そういうところではすごく使われる言葉という、
それだけのテクニカルな理由で変えました。特に男女共同参画ということに異議を持ったから変えたと
いうことではないのです。

辻村みよ子：ありがとうございました。非常に基本的で、かつ重要な論点を出していただきました。男女共
同参画とジェンダー平等は同じかどうかを問うているのですね。これは、内閣府の男女共同参画局自身
がジェンダーという言葉を使わないで立法をしながら、実際には「男女共同参画社会基本法」を「ベー
シック・ロー・フォー・ジェンダー・イクオリティー（Basic Law for a Gender Equality）」、「男女共同参画」
を「ジェンダー・イクオリティー（Gender Equality）」というように訳している。つまり、日本語とし
てはジェンダーという言葉を使わないということなのです。ここにいらっしゃる方でうなずいていらっ
しゃる方は、その背後にあるものをご承知だと思います。2000年代初頭からバックラッシュ（backlash）
的な影響もありましたし、2000年代には、我々もジェンダー平等ということをタイトルに出さないで、
基本法に即して男女共同参画という言葉を用いました。
しかし我々のGCOEのテーマは、英語では「ジェンダー・イクオリティー・アンド・マルチカルチュラル・

コンヴィヴィアリティ（Gender Equality and Multicultural Conviviality）」です。いろんなところでそう
いう使い分けをしておりますが、このことは日本社会の状況にも現れているといえます。
我々の研究センターは、ジェンダー平等と多文化共生研究センターという名称でして、略してジェン

ダー研究センターといわれることもあります。ですから、ジェンダーの研究センターであることは間違
いないのですけれども、テーマとしては男女共同参画ということを掲げたということがございます。最
初に、非常に基本的なところをご指摘いただきまして、ありがとうございました。
ほかにいかがでしょうか。どうぞ。

スティール若希（東京大学社会科学研究所准教授）：
先ほどの原さんのコメントに関連するのですけれども、学問のグローバル化を踏まえるならば、まず

やはり大きな挑戦といえば、統一した概念、統一した言葉、定義を打ち立てることだと思います。国際
的なレベルでは、ジェンダー・イクオリティーか、ジェンダー・エンパワーメント（gender empower-
ment）か、どちらが主に使われているのか。日本政府も署名や関与をしているからこそ、国連のいろい
ろな機関が出している文章や条約の定訳なども関係してきます。それを考えてみると、将来的に学問分
野におけるグローバル化を進める際の一つの大きな問題点は言葉の壁を乗り越えることです。男女共同
参画社会基本法の訳を見てみると、やはりジェンダー・イコール・パティスペーション・ソサエティー
（gender equal participation society）か、ジェンダー・イクオリティーかのどちらなのかという問題が
重要になってきます。その点ではセンターの名称の問題だけではないと思うのですが、ジェンダー平等
にするのか、男女平等にするのか、男女共同参画なのか、将来的には言葉や概念の統一をどうすればい
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いのでしょうか。
辻村みよ子：基本法の訳語は、ジェンダー・イクオリティーです。参画についても、パティスペーション
（participation）という言葉を使っていません。

スティール若希：ジェンダー・イコール・ソサエティーもジェンダー・イクオリティーと若干違う。それは、
どういうことになるか。将来的には語彙の統一は難しいとちょっとコメントしたかったのです。

辻村みよ子：日本政府は、男女共同参画社会の英訳をジェンダー・イコール・ソサエティーとしていますが、
国際的なレヴェルと国内のニュアンスが異なることは問題ですので、今後も課題が残っているといえる
でしょう。
ほかにいかがでしょうか。なお、確認ですが、高松さんは人身売買ではなくて、人身取引とされてい

ます。売買という言葉は使わないのですね。
高松香奈：私は使いません。
辻村みよ子：一般的にはどうですか。
高松香奈：日本政府の文書では、人身取引という言葉を使っていますが、人身売買という言葉を使われる方

もいます。
辻村みよ子：意味的にどう違うのですか。
高松香奈：私の見解ということでもよろしいでしょうか。私が人身取引の研究や調査をしていく中で、売買
という言葉が必ずしも当てはまらない事例がたくさんあります。売買されるとなると、売買の関係が成
り立っているというように一般的に考えられています。しかし、人身取引というか、ミャンマーなどの
ボーダー（国境地帯）での調査だと必ずしも売買ではないというところから、私は人身取引という言葉
を使っています。つまり、売買というといくらかお金を払って、家族がもらって、行った先でもある程
度はベネフィット（benefit）があるような印象があると思うのです。しかし、私が知っている多くのケ
ースは、ほとんどベネフィットというものが家族にもなければ、その人自身にもなくて、一方的な使用、
搾取が非常に強いので、あまり売買という言葉は当てはまらないのかなと私個人は考えています。

辻村みよ子：対価がなく、ただの搾取だということですか。
高松香奈：売買という言葉が当てはまるようなものも、もちろんないわけではないと思うのですが、私の知
る限りではなかなか当てはまらないと考えています。

辻村みよ子：わかりました。ありがとうございます。ほかは、いかがでしょうか。よろしいでしょうか。では、
米村報告の「利他的医療の法原理と国家法」について、何か補足的なご議論がございますでしょうか。

佐々木弘通（東北大学大学院法学研究科教授）：
言葉の問題が論点になっているので、私は、この「利他的医療」という言葉がちょっとピンと来ない

というか、いかがなものかという観点からコメントさせていただきます。
具体例の第一の、臓器移植の場合は、臓器を譲り受ける人が利益を受けるということでわかるのです。

しかし、第二の、人工生殖医療になってくると、ちょっと微妙になってくるのではないかと思うのです。
例えば、夫婦間の人工生殖医療の場合は、妊娠できなかった夫婦が妊娠できたのであれば、それは自分
たちの利益のために行ったことになるのではないか。もちろん、たしかに第三者の精子、卵子とかを使
う場合、あるいは代理母という人がいる場合には、その代理母や、精子を提供する人、卵子を提供する
人から見たら、他人のためにやっているということになるのかもしれません。三番目のパターンとして、
研究のための医療ということをおっしゃっていましたが、この場合、利益を受ける人というのは、今度
は抽象的な存在です。つまり、誰が「利他」の「他」かということがぼやけてきています。以上のよう
に、この三つの場合を一つに統合して利他的医療というふうに名付けるのは、かえって問題がぼやけて
くるのかなと思います。
だから、一つ一つの問題を突き詰めた先に、「こういう共通点があって、これが……」、というふうに

して出してくるべきものを、一気に頭から一つにまとめられると、ちょっとどうかなと感じます。
それから、言葉の問題としては、利他的医療と対になるものとして、従来の医療が利己的医療と捉え

られるのかというと、それは違うのではないか。
まとめますと、先端医療科学技術に伴って出てくる新しい問題というように私などは一般的に捉えて
いたものを、利他的医療という一つの言葉で捉え直したところに一つポイントがあると思うのです。し
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かし利他的医療という言葉に見合った現実が、それぞれの場合にあるのかなというと、かなり違うので
はないかなと思いました。ですから、私なりに考えると、複数当事者に関わる医療のとき、もう少し詳
しく言えば、病気の患者さんを治すという医療ではなくて、もっといろいろな当事者が関わってくると
いうことに共通の特色があるのかなと感じています。
また、最後の課題も将来世代の法律問題として出てきているわけです。しかし、これも主として二番

目の生殖医療に関しては出てきますが、一番目の臓器移植の問題については、このようなかたちでの課
題があまりクリアに出てこないと思います。やはりその辺は、この短い報告時間だと十分に意を尽くし
て論ぜなかったということかもしれませんけれども、ちょっと一つのピクチャーとして描くには、まだ
ごちゃごちゃしているなという印象を受けました。

辻村みよ子：ありがとうございました。私も先ほど個人的にまったく同じことを米村さんに伝えましたので、
おそらくお返事があると思います。

米村滋人（東北大学大学院法学研究科准教授）：
複数の憲法の先生から、大変貴重なご指摘をいただきまして、大変恐縮に存じます。
私の意図として申し上げさせていただきますが、最初にも報告の中で申しましたとおり、利他的医療

というのは私の造語でございまして、一般的に使われる用語ではございません。ですので、私の定義付
けということになってしまいますし、それが不適切だということであれば、今後は一切使わないという
ことで運用させていただきたく思います。
一応、私の意図といたしましては、やはり医療というものは、先ほどまさに佐々木さんが、利己的医

療だったのかというご指摘だったと思いますが、利己的医療であるかのごとくに法律構成がされていた
ということを私は問題にしたいと考えたわけです。あたかも患者だけが受益者であるかのように法律構
成がされたため、客観的制度化要件というのは、患者に優越的利益があればよいということで、通常は
理解されていたと思います。要するに、プラスがマイナスを上回るという状況であれば、それで医療と
して正当であるというふうにみなされるという理論が主流であった。それは、まさに患者の利益だけを
考えてものを言えばよかった。そういう発想だろうと思うのです。
ところが、実際には私の発想でいいますと、全ての医療というのは、社会性を持っていて、ある人に

ある医療を提供した場合には、それを負担する誰かほかの人がいるという側面もあり、あるいは究極的
な状況では、医療資源が不足している状況では、ある人にはある治療をすれば、ほかの人が治療を受け
られなくなるという側面がある場合がある。そういうことを多面的に考えて、この人にこの治療をすべ
きかどうかということを決めなければいけないものを、二者間関係だけですべてを解決しようとしてい
たのが、従来の医療に関する法律的なアプローチだったと、私は思っております。
ですから、この利他的医療の問題と私が言ったのは、実は利他的医療の問題だけではないのですよと

いう最後のところが、むしろ私としては言いたいことです。つまり、利他的医療と私が名前をつけたも
のが、ある種の特殊な場面だというふうにむしろ捉えていただきたくなかったのです。ですから、逆に
いうとそこの定義はあいまいにして、いくらでも広がりうるようにしているという部分はあります。そ
れが一つの答えになろうかと思います。
その上で、臓器移植と人工生殖医療では、状況に違いがあるのではないかという指摘をいただきまし

た。それは、基本的にはおっしゃるとおりだと思います。ただ、その違いというのが、何に由来する違
いなのかということも、また同時に考える必要があります。臓器移植の場合には特定の他人がいるとい
うような言い回しで表現しますと、脳死臓器移植は、基本的に特定の他人がいないのです。いないのに
提供するというスキーム（scheme）であり、匿名性が必ず担保されなければいけないという側面があ
ります。
それから、臓器移植のアナロジー（analogy）で、最近組織移植とか、組織バンクというものが、非

常に発達してきております。これも相手はいないのです。しかも、将来の人である可能性が高いのです。
そういうかたちで提供される医療というのをやはりある種の共通性をもって、法的に更正しないといけ
ないという問題意識が、私の中にはあります。それでこういうかたちでの問題とさせていただいたとい
う次第でございます。十分な説明になっているかどうかわかりませんが、以上とさせていただきます。

辻村みよ子：ありがとうございました。先ほど私が、個人的に質問をしましたのも同じようなことでござい
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ます。言葉の問題として第三者の利益という定義がありましたので、この第三者とは誰かということを
聞きました。AIDならば第三者でわかるのですが、夫婦間、配偶者間のAIHの場合に、第三者とは誰
なのかを先ほど確認しましたら、子どもだというお答えでした。子どもの利益、AIHで生まれることが、
子どもの本当に利益になっているかどうかということは、また別の次元ですけれども、そういうものも
利他的医療なのかという質問をいたしました。
それから、オーストラリアの州法で、代理懐胎を一部分認めているところでは、アルトリュィスティ

ック・サロガシー（altruistic surrogacy、利他的な代理懐胎）という言葉が使われています。アルトリ
ュィスティック・サロガシーだけは認めるということをオーストラリアの州法について一般に論じてい
ます。新聞報道でも全部この単語を使うのです。
ただ、その場合には非営利性、無償性、任意性、任意同意性とか、他人のために善意であげる、自分

の姉妹とかのために産んであげる、というようなことを指していたのです。ですから、この単語を使う
ときに、狭義の意味と広義の意味があるので、この単語から来るさまざまな問題性があるのではないか
ということを私は指摘させていただきました。
そのほかにいかがでしょうか。

田中重人（東北大学大学院文学研究科准教授）：
東北大学の田中です。私は、法律関係は素人ですので、ちょっと教えていただきたい。根本的なこと

ですけれども、どうして医療というのが特別扱いになっているのかということについてお伺いしたいで
す。
報告の最初に住居侵入の話を出されたが、たぶん住居侵入の場合は、同意があるかどうかがすべてな

のではないかと思います。しかし、医療の場合はそうではなくて、患者と医師の間で同意があっても、
それ以外に正当な医療行為でなければいけないという縛りが別にかかっているということですね。そも
そもなぜなのかということをお伺いします。

米村滋人：ありがとうございます。まず被害者の同意の理論という刑法の理論にのっとって申します。住居
侵入の場合というのは、被害者の同意の理論の例として説明するのは本当は適切ではありません。刑法
ですとそもそも条文の何々を犯した者は、懲役何年以下の刑に処するというふうに書いてあります。そ
この「何々をした者は」というのを構成要件と呼んでいるわけです。被害者の同意がある場合には、住
居侵入罪の構成要件にも当たらないというふうに考えられております。ですから、構成要件の該当性を
阻却する同意ということ、いわゆる被害者にとっては、違う扱いになっています。
ただ、一般的にこの同意の問題を考える際には、どういう犯罪についての同意なのかということを考

える必要があります。住居侵入罪の場合には、一般的な説明としましては、実は争いがあるのですが、
基本的には住居という住居領域に入って来るということが、いったいどういう利益を侵害しているのか
ということの分析が基本にあります。それは、誰を立ち入らせるかを決める権限が、そこに住んでいる
人にあるのだというふうに考える立場が一般的です。ですから、住居に誰を立ち入らせるかを決める権
利でしかない。自己決定権に近いような発想ですが、それに対する侵害があったということで、住居侵
入罪を説明するというのが多数の立場だということになります。ですので、同意なくして入ってきたら、
その時点でだめだということになるのです。
ところが、この医療行為に関しては、通常は傷害罪の違法性を阻却するための同意ということになり

ます。ですので、傷害罪が違法である理由というのは、本人がいいと言ったか、悪いと言ったかだけで
はないという発想が、もともとあるのです。それで、本人がいいと言っても、やはりやってはいけない
傷害行為というのがある。よく刑法で例に挙げられるのが、やくざの指つめです。やくざが、指をつめ
たいといって、指をつめるという行為は、医者がやらなくてもそういうことだとみなされるわけです。
それが果たして傷害罪に当たらないかというと、当たるというのが一般的な刑法の見解です。これは、
被害者の同意があったとしても、それは社会的に許されない行為だからというふうな説明がされたり、
この同意自体に反倫理性があって無効であるという説明をされたりする場合もあります。いずれにして
も被害者の同意があったとしても、傷害罪というのは違法性が完全に阻却されるものではないという考
え方が、ベースにあるのです。
そういうこととの関連もありまして、医療行為の場合には、患者の同意があっても、そもそもその患
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者というのは、医療のすべてを理解して完全に自己の法益を放棄する意図を持って、同意を与えるとい
う場合は少ないというか、ほとんどないということの前提になっていますので、同意だけで完全に違法
性を阻却する効果をもたらすのは無理だということが前提としてありました。それで客観的な正当性が、
合わせて一つの法のようなかたちで要求されて、両方ないと違法性が阻却されないというのが一般的な
刑法の説明であります。
いずれにしても、被害者の同意が違法性を阻却する程度というのは、それぞれの行為領域によって違

うということでして、わりと財産に関する犯罪では、同意があれば簡単に違法性阻却されるというのが
一般的です。一方、傷害罪は身体の健康に対する侵害だと考えられていますが、それは完全には阻却で
きないと考えることが多いです。しかし、かなりの程度は阻却される。生命に対する侵害です。殺人罪
に対しては、同意があってもこれは完全に違法だと考えられております。それで同意殺人罪などが処罰
されているということで、やっぱり基本的には三段階ぐらいに分けて考えるのが刑法の世界では一般的
かと思います。
わかりにくい説明になったかもしれませんが、以上です。

辻村みよ子：ありがとうございました。ほかによろしいでしょうか。
スティール報告、李さんの報告はいかがでしょうか。今日は、韓国多文化学会の梁会長がゲストとし

ていらしていますので、コメントをお願いします。
梁起豪（聖公会大学校教授）：

どうも、一言申し上げたいと思います。ちゃんと多文化のところまで研究の領域が含まれているとい
うことは、素晴らしいと感じました。日本政府はあまり多文化政策をとっていないのですが、特に日本
の結婚移民に対してはそのことを強く言うことができます。彼女たちは日本全国に散在していて人数も
少ないし、共生教育の対象になるかどうかにつきまして、議論がいろいろと分かれるところがあります。
だから、そういう面では非常に壁が高いというか、歯がゆいところという気持ちがあるわけです。
韓国は、どちらかというと、国民という観点から中央政府が結婚移民者とその家族に対して非常にや

りすぎという点について、いろいろ批判が出ています。日本と韓国は、非常に対称的な事例かもしれな
いというのが私の感想です。
せっかくここまで研究をなさってきたので、これからもこの研究を続けていくだけでなく、こういう

面で発信力といいますか、メッセンジャーを務めることとメッセージを発することが重要です。そうい
うことから少しずつ多文化に関する関心が高まっていき、さらによい研究ができるようになると思いま
すので、これからも期待しています。ありがとうございました。

辻村みよ子：ありがとうございました。外国人女性というか、マイノリティー（minority）女性の問題などは、
女性差別撤廃委員会からも総括所見で勧告を受けております。第三次男女共同参画基本計画をつくりま
したときも、この言葉を何とか入れたのですが、実態がわからないのです。それで、その調査をするこ
とは可能かということについて行政担当者に尋ねても、そもそも資料がないのですぐに無理だと思われ
ています。新たな政策や対策を行うためには、大規模な調査をどこかの段階でしなければいけないので
すが、現状では非常に難しいということになっているようです。ですから、そこで終わるわけにはいか
ないとはいえ、現状ではそうだということですので、問題意識を共有してこれからも色々なところで議
論をしていかなければいけないと思っております。
ほかにいかがですか。何かありますか。岩本さんどうぞ。

岩本美砂子（三重大学教授）：
三重大学の岩本です。大きな質問になってしまうかもしれません。水野先生から出されたコメントの

中で、世間の圧力というものに強く触れられました。それから、李さんの報告の中には、結婚移住女性
の夫や家族が持っている家意識から引き起こされる問題の指摘があり、若希スティールさんのご指摘、
日本人論というような立て方をされました。日本という国が日本人からできているというエスノセント
リック（ethnocentric）な理解をあえて国意識と表現しますと、お家意識の問題、村意識の問題、国意
識の問題という三通りがそろって出てきたなと思って、政治学者としては感慨が深いものがあります。
このたびの福島の事故に対する国会の事故調査報告委員会の報告書が、なぜか日本語版にはなく、英

語版のあいさつだけ権威に対する日本人の反射的従属性だとか、村意識の問題などを指摘していました。
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英語版だけでやっているというのが、内と外の使い分けのようで、まさに自分たちが批判していること
をやっているではないかと、ちょっとおかしかったのです。
それに対して、なるほどそうだという納得のされ方もありましたけれども、単に感情的に言っている

だけではないかという反発も、国会事故調の英文のあいさつは生んでいます。いま、政治学の中でも、
戦後の政治学の中で行われてきた日本の家意識、村意識、国意識の持っている問題を指摘してきた財産
のようなものに対して、客観的に証明できない非常に古い遅れた指摘ではないかというバッシングのよ
うな強い流れがあるのです。
確かに、この日本政治学の中の家意識、村意識、国意識の分析の中にはジェンダーの視点はありませ

ん。しかし、この三つの分析視角は、ジェンダーの視点を十分取り込むことができる、まだ生産性の高
い財産ではないかと思っています。そのあたりをもう少しコメントをいただけるとうれしいのです。

水野紀子（東北大学大学院法学研究科長・教授　GCOEサブリーダー）：
私は、家族法学者で、家族法が本業ですので、家意識の問題について少しお話をしたいと思います。
家意識といったときに、その家意識は、どのように定義して、どのように使うかということが問題で

す。私が「イエ意識」というときには、たいていは片仮名の「イエ」に頭の中で変換して使っておりま
す。漢字の家というときは、明治民法がつくった制度的な家制度と使い分けています。明治民法の家制
度は、立法前に明治維新直後から制度化された戸籍制度を利用して、明治民法立法者が作り上げた緻密
な制度です。そしてイエ意識ということになりますと、日本人の行動パターンの多くを決めているのは、
明治民法の家制度からというより、近世の江戸期に確立していた片仮名のイエ意識であるところが大き
いように思います。
このあたりの知見は、主に法制史の渡辺浩先生の受け売りですが、日本人は近世に非常に独自なイエ

制度を、それは家族制度、社会制度、産業制度であるものをつくり上げたのだと思います。つまり、日
本人はすべてどこかのイエに帰属しており、そのイエは、括弧付きの「法人」ないし「機構」として、
いわば職能団体として機能していて、そして日本人は皆どれかのイエに帰属することによって、アイデ
ンティティー（identity）とそれから職業とを規定されていました。そのイエが緻密なピラミッドのよ
うに構築されて社会を構成する、そういう国のかたちをもっていました。
日本も同じように儒教国家といわれますけれども、イエ制度は、お隣の韓国や中国とは、非常に違う

かたちの機能を営みます。中国の場合には、いわゆる宗族といわれる家族制度で、これは産めよ増やせ
よといいますか、自分たちの男系血統をひたすら増やし、その血族集団で相互扶助をはかる家族制度で
す。一方、日本のイエというのは、社会の中での営業団体でもありましたから、ある種、世間の力を非
常に気にしながら生きていかなくてはならない機能集団でありました。そしてイエの後継ぎについても、
中国のようにともかく男系以外はあり得ないというのではなくて、経営能力のある次の後継ぎを獲得す
るためには、長男よりも娘婿の方が確実に経営能力がある男をゲットできますから、むしろイエの当主，
後継者は娘婿にするという家訓をもつ商家というのも少なくなかったわけです。
イエがメンバーの生存を保障する共助集団として存在し、そして世間の力をすごく感じながら生きて

いくという、この日本人のメンタリティーは、私もやはりいまだにある種の文化的遺伝子として、日本
の社会の中にずっと生きているように思います。家族法は、家の自主自律を尊重する明治民法から戦後
は当事者の自主自立へと変わりましたが、家庭内への公的介入がないという点ではイエの伝統を受け継
いで一貫しています。戦後の高度成長期の会社主義にも、イエの伝統を感じますし、法的に制限されて
いなければ自由だという規範感覚が薄いことにも世間の力が強く働くイエ社会の文化的遺伝子があるよ
うに思います。
硬直化した定義付けで、儒教道徳とか、家意識というかたちで、ただのレッテル貼りするのは、これ

は確かにいま岩本先生がおっしゃったように、ある種の思考の怠惰を招くように思います。しかし、も
う一度本当にイエ制度という原点に戻って分析をしてみると、われわれ自身の発想なり、行動のパター
ンというものに対して、日本近世のイエ制度は、相当いまだに影響力を持っているような気がします。
レッテル貼りから遠いものとして、そういうイエ意識が、日本人に対してどういう機能を果たしてい

るのかを分析していけば、分析視角としてまだかなり有効だろうと思います。
辻村みよ子：ありがとうございました。ほかに何かありますか。
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スティール若希：岩本先生の質問に対して、ちょっと李さんの代わりに答えようと思います。
辻村みよ子：はい、どうぞ。
スティール若希：岩本先生の質問は、すごく大切な質問だと思います。日本研究をやっていらっしゃる大勢

の学者は、オーストラリア、カナダ、アメリカ、ヨーロッパのほうに住んでいらして、自らの業績を英
語で出版している。そして、自分の所属している国はわりと多文化的な社会であり、そのような自国の
社会を前提にして日本研究を進めている。だから、その文献の中には、（日本が単一民族の国であるこ
とを称揚する日本のナショナリストとは異なるかたちで、）日本人イコール単一民族という社会を批判
的に受け入れない学者による研究が、結構多くあると思います。
とはいえ、英語で出版されている文献を読んでみると、日本社会において日本人イコール単一民族社

会が神話であることを前提とした、非常に興味深い方向で日本研究は進んできているのです。ある意味
では、この研究の潮流には日本人も大勢いらっしゃいます。外国の学者のみではないのです。特に先ほ
ど紹介されましたカナダのビクトリアで5月に開催されたワークショップの中にも、カナダに住んでい
るからこそ、カナダの観点や感覚から、ジェンダー平等も当然に考えているし、多文化共生の多様性と
かを前提にして、日本を研究している報告もありました。一歩下がって日本を研究しているからこそ、
ある意味で将来の日本のシティズンシップ論がどうやって変わっていけばいいかを批判的に検討してい
るのです。それを非常に面白いと思うので、フェミニズム論も加えて、シティズンシップ論について日
本で活躍している学者と一緒に議論することができると、学際的な話し合いになると思います。このよ
うに、一歩下がって見ている日本のことをペーパーも書いていき、日本人論をなるべく静かに批判しよ
うというか、日本の中でもそれを見直しましょうかというきっかけになれば面白いなという考え方です。

辻村みよ子：ありがとうございました。こういった問題は、やはり日本人にも通じるものであって、そうい
った問題を自覚したことの意義は大きいと思います。
ほかにいかがでしょうか。最終的なご発言をいただければ。

山下泰子（文京学院大学名誉教授）：
最後になってしまうと大変申しわけありません。山下泰子です。
このグローバルCOEと以前に東北大学が中心になってやってこられた21世紀COEとの関わりはど
うだったのだろうかと思いました。法と政策ということで非常に法的なレベルを基礎にしながら、前回
のCOEはやってこられて、多文化共生になったら、法的な側面がかなり落ちたかなという気がしてい
ます。私は、女性差別撤廃条約の研究者なものですから、ジェンダー平等という話の中に1回も条約の
話が出なかったなとそんなことも思ったわけです。このあたりは、辻村先生にお伺いしたいかなと思い
ます。

辻村みよ子：ありがとうございました。21世紀COEを継続しつつ、その視座を拡大し、研究対象を拡大し
てグローバルCOEを行うという方向でやってまいりました。ですから、山下先生にもご協力いただい
た21世紀COEの中で、法的な問題はだいたい扱いました。そこで女性差別撤廃条約の問題なんかもた
くさん扱ったと思います。今度は、そのジェンダー法学から、ジェンダー社会科学へという拡大をした
わけです。

山下泰子：三段跳びをされたと。
辻村みよ子：そうです。それでジェンダー社会科学という新たな研究領域を確立する。そこでは、経済学、法学、

政治学、社会学などの社会科学だけではない、歴史学をはじめとする隣接諸科学をも含めた、人文社会
諸科学の粋を集めたものにするという問題意識です。
その思いから、ジェンダーの視点だけではある程度限界があるということを申しました。もちろんジ

ェンダーの問題をより深めるという課題も重要だったのですが、グローバルCOEは21世紀COEを拡
大するということでやってまいりました。決して女性差別撤廃条約などの法律問題を軽視したわけでは
ありません。15のプロジェクトの中では、植木先生のプロジェクトでしっかり取り組んでこられたと
ころであり、まとめについてもその成果はあったというように考えております。

山下泰子：私の感想を申し上げただけですので、発展的にさまざまな学際的なご発言の中で、ジェンダー平
等が論じられていることに大変感銘を受けたのですが、そんなことが申し上げてみたかっただけです。
ありがとうございました。
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辻村みよ子：ありがとうございました。今後もまた何らかのかたちで続けていくことができればありがたく
思います。もとより、ジェンダー平等と多文化共生研究センターは、今後も残すという方針で、大学も
取り組んでいただけるものと思っております。当センターには現在8,000冊の蔵書がございますし、そ
の中には国際法関係、女性差別撤廃条約関係も非常に大きなウエートを占めております。そして、今後
もセンターの全国的な交流をさらに深めていきたいと考えています。また、東北大学に国際高等研究教
育機構というのがあるのですが、それが21世紀COE と、12のグローバルCOEの受け皿になっています。
そのなかでより積極的に学際融合的なシナジー研究所をつくって、研究を続けていくことになっており
ますので、この成果を継続したいと思います。
今後とも、いろんな意味でご協力をお願いすることもあるかと思いますが、よろしくお願いしたいと

思います。
大沢真理（東京大学社会科学研究所教授・連携拠点リーダー）：

萩原さんがタイムキーピング、代読だけでしたので、自分の言いたいことを言う機会が必要かと思い
ます。

辻村みよ子：何かありますか。
萩原久美子（東京大学社会科学研究所特任助教）：

ありがとうございます。今日は、本当に勉強させていただきました。いろいろなご報告、コメントの
中で、私の研究領域でもある「ワーク・ライフ・バランス（work–life balance）」について佐藤先生が
マクロな政策がどのようにミクロな戦略に適用されていくのかという道筋についてご指摘されていまし
た。そのご指摘に現場の分析という点から共感するところが多くありました。マクロな政策あるいはマ
クロな結果のフラクタル（fractale）として、ミクロな私たちの生活や企業経営、組織があるわけでは
ありません。国の男女共同参画、労働政策がフラクタルにミクロなところまで一直線に降りていくわけ
でもありません。マクロな政策というものがどのようなかたちでミクロに落としこまれていくのか、ど
のように受容され、抵抗されるのか。それが、まさにジェンダー視角からの調査の腕の見せ所であるか
と思うからです。
これは私自身の課題として、いつもそれに悩んできたことです。ミクロなものがフラクタルにマクロ

なものに集約されていくわけではない、そのダイナミクスを作り上げるのが、社会的な関係、ジェンダ
ー、エスニシティー（ethnicity）、階級であり、それらが複合的に交差する中でさらに生まれるダイナ
ミクスをとらえる重要性をリマインド（remind）してもらったという気がします。マクロなダイナミ
クスとともに、ミクロな企業経営とか、組織の中でジェンダー関係を一生懸命見る。その意味を改めて
かみしめています。
ありがとうございます。

辻村みよ子：ありがとうございました。では、本日の質疑討論はこれで閉じさせていただきます。
今回、こういうかたちで総括研究会を持てて、本当に良かったと思います。ご協力に感謝申し上げま

す。閉会あいさつは、拠点サブリーダーも務めていらっしゃる、研究科長の水野先生にお願いします。
水野紀子：本日はお暑い中、シンポジウムにご出席くださいまして、どうもありがとうございました。グロ
ーバルCOEが始まった2008年には、アメリカに端を発したリーマンショックが世界を覆いました。そ
して昨年、2011年3月には、東日本大震災が日本を襲いました。世界はグローバル化して共通する問題
を抱えるとともに、各国のそれぞれのその「国のかたち」が経済恐慌へのリアクションにも自然災害の
リアクションにもそれぞれに異なった様相をもたらすように思います。本日の4つのプロジェクトから
のご報告を伺い、おかしな言い方ですが、それとパラレルに見えるように思いました。つまりジェンダ
ー平等と多文化共生という問題は、グローバル化が世界を覆うように、すべての研究分野を通じて共通
した課題をもたらすのですが、それぞれの専門の報告者がその専門領域の伝統的な知恵のかたちを武器
にその課題に迫っているように見えました。他国の国のかたちを知ってはじめて、自分の国のかたちや
個性を認識することができるように、他の専門の報告を伺うと、自分の専門の個性がわかるように思い
ます。本日ご出席の皆様には、共通の感想をおもちだと思いますが、伺っていても知的興奮を覚える非
常に興味深い報告と討議で、まことに実り多い成果であったと思います。報告者の皆様をはじめ、この
場においでくださってご参加いただいた皆様に心よりお礼を申し上げます。
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仙台という被災地におりますと、あの途方もない災害がのこした爪痕と断絶がどれほど大きなもの
か、折に触れて痛感いたします。震災前の日々と同様に仕事や生活で日常的に接触する人々が、わずか
なタイミングの違いで大切な人が亡くなってしまった喪失感や、育った土地が根こそぎ消えてしまった
痛みを、心のうちにかかえていることが少なくありません。まして復興の目処の立たない被災地で、仕
事や家を失ったまま、先の目処がたたない生活を送る人々は、震災のもたらした断絶に苦しんでいます。
仮設住宅では、ストレス下にある男性たちがアルコールやギャンブルにおぼれ、DVや児童虐待も増え
ています。最後のセッションで扱われたように、被災という場面においても、ジェンダーと多文化共生
の問題は、その姿をくっきりと浮かび上がっています。しかし悲惨と課題がある一方では、震災故に見
えてきた連帯の力も大きなものでした。共同体の連帯もそこでの苦闘を支えていますし、ボランティア
や義援金に見られるように日本全国や世界から寄せられる連帯も大きな支援になっています。私たちの
GCOEの研究も、脆弱性をもち苦しんでいる立場の人々への連帯の意識に支えられてきたように思い
ます。もとより簡単に解決が見つかるような課題ではありませんが、それでも冷静な知力と暖かい人間
的な共感をもって、努力を続けるしかないのでしょう。その努力を続けるなによりの励ましになるのは、
やはり同じような努力を続ける人々との交流であると思います。グローバルCOEは、今日のシンポジ
ウムに顕著なように、その貴重な交流と励ましの場となってきました。今までの皆様のご協力に改めて
心より感謝申し上げます。本当にどうもありがとうございました。

 （質疑討論　終了）
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