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承認の政治と再配分の問題：
ジレンマは存在するか
辻

康

夫

多文化主義ないしアイデンティティ・ポリティクスに対して提起され
る疑問のひとつに、
「再配分」と「承認」の緊張の問題がある。「再配分」
の政治とは、経済的な不平等の是正をめざす運動であり、労働運動や社
会主義の運動などがその典型である。
「承認」の運動とは、劣等性の表
象をおしつけられたマイノリティ集団が、適切な社会的評価を求める運
動である。これら二つの運動の両立可能性ないし緊張関係をめぐって、
主として平等主義にコミットするリベラルないし左派の論客の間で交わ
されたのがこの論争である。1990年代中葉に、ナンシー・フレイザーに
よって定式化されたこの論争には、多くの論者が参入し、また新たな論
点も加えられて、
その帰結は必ずしも明らかではない。そこで本稿では、
この論争のうち、フレイザーが「再配分と承認のジレンマ」として定式
化した当初の論点、すなわち「承認の政治」がひきおこすアイデンティ
ティの固定化が「再配分」を阻害する可能性について、再検討したい1。

１．多文化主義と「承認の政治」
「多文化主義」は、マイノリティ集団の文化・コミュニティを尊重・
支援し、それを通じて全体社会への統合をはかる考え方である。それは
単一の体系にもとづく理論・実践ではなく、マイノリティ集団をめぐる
1

「再配分と承認」
をめぐるこれ以外の論点については、
別稿において論じたい。
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複数の政策課題に応える理論・実践の総称と考えられる。多文化主義の
理論・実践は、それが主題化するマイノリティのニーズに即して、三つ
のアプローチに大別される2。第一は、マイノリティと主流派との間に存
在する文化の差異から生じるあつれきに対処するものである。第二は、
マイノリティと主流派との間に存在する支配・抑圧の関係を是正するも
のである。第三は、マイノリティのコミュニティが直面するアノミーな
いし社会病理に対処するものである。これらのうち、
「再配分」と「承認」
の緊張が問題になるのは、第二のアプローチについてである。ここで想
定されるマイノリティは、典型的には、黒人や先住民など、差別の構造
によってその存在を規定された「構造的マイノリティ」である。不正義
の存在を前提にその是正をめざす点で、多文化主義の理論はロールズの
いわゆる「非理想理論」を含み、
ロールズ流の分析哲学的正議論に加え、
隠れた抑圧 ･ 権力を主題化する批判理論、ポストコロニアリズム理論な
どが援用される。
このアプローチをとるアイリス・ヤングやタリク・マドゥードらの議
論にしたがえば、想定される問題状況と、政策の方向性は、次のような
ものである3。マイノリティ集団は、主流派によって政治・経済・社会政
策のさまざまな領域で抑圧されているが、同時に、表象のレベルで「劣
等性のレッテル」を押し付けられている。彼らの劣った「本質」が、抑圧・
従属を正当化する根拠とされているのである。
抑圧されたマイノリティは従属関係からの解放を求めて運動するので
あるが、マイノリティは第一に、自己の集団のアイデンティティの再定
義を通じ、自らに肯定的な意味づけを付与することをめざす。その際、
既存のアイデンティティの核を保ったまま、それに肯定的な意味を与え
る場合もあれば、これを変更して新たなものを核に据える場合もある。
ブラック・パワーによるアイデンティティの再定義は前者の例である。
他方、有色人種として差別される移民集団が自らをムスリムと定義し、
宗教的アイデンティティを自尊心の源泉に据えることは後者の例であ
る。このようなイメージの転換をふまえて、マイノリティは公的領域に
2

以下については辻（2013）を参照されたい。

3

Young 1990, Modood 2007
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おける肯定的な承認を要求する。政府および主流派がマイノリティの固
有性を「尊重すべきもの」として公的に「承認」することを求めるのであ
る。これにあわせて、社会・経済的領域においても、諸制度のなかに織
り込まれた不平性の是正を要求することになる。このように肯定的な「承
認」と、社会経済的な支配・抑圧関係の克服の運動が、結びついて展開
するのである。

２．「再配分」と「承認」
フレイザーはこのような運動の論理に対して疑問を提起する。すなわ
ち、それは「承認」と「再配分」の間に存在する緊張を適切に認識しない
ままに、両者を組み合わせている、というのである。当時、マイノリティ
の文化的承認の運動が強まりを見せる中で、社会全体の経済的平等化と
いう課題が軽視されていると考える理論家も多かったため4、フレイザー
の問題提起は両者の関係をめぐる活発な論争を喚起することになった5。
フレイザーは、社会に存在する二つの種類の不正義を区別する6。その第
一は社会経済的なものである。今日、物質的な財の配分は主として戦略的
行為の体系である市場システムによって決定されており、それぞれの集団
は、分業体系の中で占める位置に応じて、物質的財の配分をうける。
「不
適 切な配 分 maldistribution」に対しては、その修 正すなわち「 再 配 分
redistribution」が求められる。第二に、それぞれの集団は「文化的価値パ

4

Fraser 1997, pp.1-6

5

フレイザーによる「再配分と承認のジレンマ」の定式化は、Fraser 1997b を

参照。一連の論争のなかでフレイザーの主張は軟化・複雑化するが、本論文で
は、このトピックを中心に議論を再構成したい。フレイザーの議論の変容の過
程については、Zurn 2003, Zurn 2004 を参照。
6

以下の概観は、主として以下による。Fraser 1996, Fraser 1997b, Fraser

2003, Fraser 2008b. これらには重複部分が大きいが、用語法や議論のニュアン
スには変遷がある。二つの不正義を被る集団の属性を表す「二価的 bivalent」
の用語は2003年の論文では「二次元的 two-dimensional」におきかえられ、
「再
配分と承認のジレンマ」も、1996年以降は「実践上の多元的緊張」の表現に置
きかえられる。本稿では必要な場合を除いて、
こうした細部には立ち入らない。
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タン pattern of cultural value」のなかで社会的地位を与えられる。この点
における不正義は「地位の序列 status order」における不平等であり、侮
辱 や 暴 行 が こ こ か ら 生 じ る。 不 正 義 の 核 心 は「 不 適 切 な 承 認
misrecognition」であり、
その是正のためには、
適切な「承認」が必要である。
フレイザーによれば、
二種類の不正義はしばしば連動し、マイノリティ
集団はこれらを同時に被ることが多い。
ある集団が、経済的不正義を被っ
て不遇の状態にある場合、その集団を侮蔑するような文化的価値パタン
がしばしば形成される。また、文化的価値パタンにおける差別が存在す
る場合には、その集団は雇用や公共サービスへのアクセスなどにおいて
不利な処遇を受けやすいから、その結果、経済的不正義をも被ることに
なりやすい。
しかしながら、被る二種の不正義の比重は、集団によって異なる。た
とえば「階級」をめぐる不正義の核心は、経済的なものである。階級構
造は、「その社会の成員の一部に対して、他の成員と同等な権利を持っ
て社会生活へと参加するために必要な手段と機会とを体系的に拒むよう
な」
「制度化された経済メカニズム」である7。たしかに、下層の階級に対
しては、これを侮蔑するような文化的価値パタンが存在しており、した
がって「不適切な承認」の不正義も存在する。しかしながらこれは、よ
り根本にある経済的分業から派生したものであるから、不正義の是正の
ためには、後者の変革をめざすべきである。これに対して、性的マイノ
リティが第一に被る不正義は「不適切な承認」であり、ヘテロセクシズ
ムを規範とする価値パタンの支配がその原因である8。性的マイノリティ
はしばしば、労働市場や公共サービスにおいて経済的な不正義を被るの
であるが、これは派生的なものであり、支配的な価値パタンの変革こそ
が第一にめざされなければならないのである。
諸集団のなかには、これらいずれとも異なって、二つの種類の不正義
が、それぞれ独自の起源をもって存在しているものもある。そのひとつ
は人種集団である。黒人などの人種集団やエスニック集団に対する差別
は、一部には文化的価値にもとづく地位の序列として生じると考えられ
7

Fraser 2003, pp.48-49.

8

Ibid. pp.17-18.
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るが、資本主義の秩序は、この序列を変容させつつ、労働市場の分業関
係の中に取り込む。これらの集団は、経済上の分業体系の周縁に位置づ
けられ、劣悪な条件の仕事を割当てられたり、まともな仕事から排除さ
れてアンダークラスの地位に置かれたりすることになる9。ジェンダーを
めぐっても、二つの不正義の力学が並存する。ジェンダー集団としての
女性への差別は、
一部には文化的に規定される社会的地位から生じるが、
これが資本主義の目的に応じて捻じ曲げられて、賃金労働とケア労働の
分業体系の中に組み込まれている。これによって、女性はケア労働の負
担を求められ、雇用上の不利を強いられるのである10。
現代社会においては、社会システムが分化し、経済システムの力学が
文化的価値の領域からの相対的自律性を持つ以上、ふたつの従属の要素
も、相互に一定の自律性を持ち、互いに還元することができない11。た
しかに20世紀の中葉までは、承認をめぐる政治が政治の舞台に上ること
が少なかった。これはフォーディズムの時代には、配分問題が政治の舞
台を支配し、承認の問題はこれに従属する形となっていたためである。
しかし、ポストフォーディズムの時代になると、この構造がこわれて承
認の問題が浮上する。またグローバル化は文化のあつれきを増加させて
差異への関心を高め、承認をめぐる闘争が激化している12。このように
近年になって「承認」をめぐる政治が活発化したのであるが、問題はそ
れ以前から存在していたのであり、その意義を軽視するべきではない。
たとえば人種・ジェンダー・性的マイノリティをめぐる問題は、文化的
価値秩序に由来する部分も大きく、
階級の問題には還元できないのである。

３．承認をめぐる正義
ところでフレイザーによれば、正義の観点から「承認」を問題にする
場合、その基準の設定は客観的におこなわれる必要がある。その基準と

9

Ibid. pp.57-58.

10

Ibid. pp.14, 61-62.

11

Ibid. pp.50-54.

12

Ibid. pp.90-92.
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なるのが、
「参加の平等 participatory parity」である13。すべての人が平
等な条件で社会参加を果たす条件を確保するために、物質的な資源を適
正に配分するとともに、文化的価値にもとづく「地位」の不平等を除か
なければならないのである。
このような定式化に際して、フレイザーはテイラーの議論の含意を限
定しようとする14。テイラーの定式化によれば、不適切な承認はそれ自
「不十分なあるいは不名誉な、あるいはいやし
体、重要な害悪である15。
むべき像を投影」された人々は現実の害悪を被る。それは「抑圧の一形
態となりうるのであり、それはその人を、偽りの、ゆがめられ切り詰め
られた存在の形態の中に閉じ込める」のである。それは「自己嫌悪を被
害者に押し付け、深刻な傷を負わせる」
。適切な承認は、「人間にとって
不可欠な必要物」であり。不適切な承認に対しては、是正策が要求され
るのである。
これに対して、フレイザーは承認の問題を、個人の主観に与える影響
一般ではなく、もっぱら「社会的地位 status」をめぐる正義の問題とし
て論じる16。承認の問題は、当事者の主観から独立に客観的に評価され
なければならないのである。
「不適切な承認」
が政治の問題となるのは、
それが構造的な抑圧・従属関係と結びつく場合である。すなわち、当該
集団を軽視する文化的価値パタンが社会的に制度化され、これが広い範
囲で相互行為を規定する場合、それが人々の間に不当な地位の序列を設
け平等な社会参加を妨害する場合である。このような場合、平等な条件
での社会参加を保障するために、不適切な規範・観念を排除し、序列を
解体することが正義の要請となる17。
13

Ibid. pp.36-37

14

Ibid. pp.27-30.

15

Taylor 1994, pp.25-27.

16

Fraser 2003, pp.27-30.

17

Ibid. pp.16-17, 37-42. 承認の問題を正義論の枠組に接続するフレーサーの手

法は、多文化主義の政策を論じるうえで妥当であると思われる。もっとも、
Kompridis 2008が指摘するように、正義の規範の内実をめぐってマイノリティ
が支配的な観念に異議を唱えるような場合には、
個人の主観への引照なしには、
その主張の妥当性の判定は困難であるから、両者の区分は厳密に考えられるべ
北法67（3・343）835
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他方で、平等な参加を妨げないかぎり、承認の獲得は、正義の問題と
しては扱われず、市民社会の交渉にゆだねられるべきものである。個人
および集団は自由な活動の結果、社会的評価を獲得するのであり、これ
は政治的闘争や公権力による介入の対象ではない。諸集団は、完全に等
しい社会的評価を受ける権利を持つわけではない。
諸運動の掲げる承認の要求は、社会的地位をめぐる正義の観点から評
価されなければならない。抑圧されたマイノリティが、その社会的地位
を改善するために行う「承認」の要求と、支配的地位にある集団が自ら
の優越性を強化するために行う「承認」の要求とは、道徳的に正反対の
意味を持つ。前者は尊重に値するが、
後者は批判されなければならない。
同様の理由で、抑圧されたマイノリティ集団による承認の要求が、当該
集団内のメンバーの自由や平等を侵害する場合には、批判の対象にな
る18。従属的な集団には正義の名において、承認を要求する権利がある
が、その場合、あらたな価値パタンが序列を解消しうること、また、新
たな不平等を生まないことなどが、正当な要求の条件となる19。
フレイザーの提唱する、
「アイデンティティの脱構築」も、正義の実
現に必要な限りで要請されると考えられる。フレイザーはポスト構造主
義の理論家とは異なり、あらゆるアイデンティティが必然的にはらむ歪
曲や抑圧を問題にするのではないのである。

４．肯定的手法と構造変革的手法
フレイザーは不正義の是正のための二つの手法として、
「肯定的手法
affirmative strategy」と、
「構造変革的手法

transformative strategy」

を区別する。前者が、
集団間の差異を生み出す構造を変更しないままに、
不利益を減じることのみをめざすのに対し、後者は、集団間の差異を生
み出す構造それ自体を変更するものである20。

きものではない。
18

Ibid. pp.37-42.

19

Ibid. pp.47-48.

20

Ibid. pp.72-78.
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経済的配分の是正に関しては、
「肯定的手法」は資本主義経済体制の
もとで階級構造を温存したまま、事後的な再配分によって、不正義の効
果を緩和しようとするものであり、福祉国家の政策がこれにあたる。こ
れに対して「構造変革的手法」は、社会主義のように、資本主義の階級
構造自体を解体することで、階級間の不平等を解消するものである。こ
の政策は、不正義によって存立している階級間の差異自体を解体するも
のである。
文化的価値パタンの是正に関して、
「肯定的手法」は、おとしめられ
た集団的アイデンティティを肯定的なものに転換し、社会的評価を改善
することをめざす。一般の「多文化主義政策」や「アイデンティティ・
ポリティクス」の実践は、多くの場合この形をとる。「構造変革的手法」
は、差異の脱構築によって、不平等な関係の解体をめざすものである。
これは文化的価値パタンの基礎に存在する象徴的対立を脱構築すること
を通じて、
社会的地位に関する従属関係を是正しようとするものである。
この手法は既存の差異自体を揺るがし、すべての人のアイデンティティ
に影響を与えうるものである。
フレイザーによれば、正義の実現のためには、経済構造、文化的価値
パタンのいずれの側面においても、肯定的手法より構造変革的手法の方
が望ましい21。肯定的手法は不正義の構造から生じる困難を軽減するの
みで、これを根絶することができず、さらには現存の構造を固定する効
果すら持ちうるからである。
「再配分」の領域においては、不利な労働
条件を放置したまま福祉給付を行う政策は、受給者の経済状況を劇的に
改善させられないばかりか、場合によっては、意図に反して不正義を強
化してしまうこともある。福祉受給者が福祉に依存する怠惰な人々とし
てステレオタイプ化され、これにもとづく差別が生まれる場合などがこ
れにあたる。
文化的価値パタンの是正についてみれば、貶められた文化的アイデン
ティティの「肯定的承認」の政策は、差別の弊害を緩和することはあっ
ても、主流派との区別を除去するものではないから、社会的序列の完全
な払拭は難しい。しかも肯定的承認の戦略はマイノリティ集団の本質化
21

Ibid. pp.76-78.
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（フレイザーは「物象化」の語を用いる）を引き起こす点で問題がある。
すなわちこの戦略は、集団の特定の属性を強調することで、構成員のア
イデンティティの多様性や対立関係を隠蔽してしまう。それは集団への
順応の圧力を生み出し、異なる意見を抑圧する。また集団内部に存在す
る従属関係を固定し強化する傾向がある。対外的には、境界を超えた交
流をさまたげる危険が存在する。これに対して、
「構造変革的」な脱構
築のアプローチは、アイデンティティの基準が複雑で多様であることを
示し、「支配的な二分法を、中心のない小文字の差異の寄せ集めに変換
しようとする」
から、
その原理からして本質主義を生み出す危険がなく、
差異をまたいだ相互行為を促進する傾向を持つのである。

５．「再配分」と「承認」のジレンマ
アイデンティティの「肯定的承認」の戦略のもつ難点は、経済的な「再
配分」の政策と組み合わせられる際に、いっそう大きなものになる。あ
る集団が
「承認」
「配分」
の不正義の一方のみを被っている集団、あるいは、
二つの不正義を被っていても、それらが一方の不正義のみから生じてい
る場合には、それを正すことによって、不正義の解消が可能である。「階
級」や「同性愛」をめぐる不正義はこれに相当する。しかしながら、そ
の集団が両方の不正義を被っており、しかも両者の要素が独立の起源を
持つ場合には、両者それぞれに対する是正策が必要となる。この際に両
者の間に生じるジレンマをフレイザーは問題にする。
経済的な「再配分」の政策の目的は、集団間の差異を減少させること
を目的としている。分業体系のあり方はより平等なものにならねばなら
ず、また配分される報酬もより平等にならなければならない。また集団
の境界が個人の移動を妨げてはならない。集団間の格差は、労働の形態
においても、報酬においても、解消される必要がある。
「肯定的手法」
と「構造改革的手法」の間にはその徹底さに差があるものの、両者は階
級間の差異の緩和ないし消滅を目指す方向を共有している。
他方、文化的価値秩序の適正化のために、肯定的な承認の運動や政策
が行われる場合、これらは集団およびその文化に対する構成員のコミッ
トメントを強化し、集団間の差異を強化する可能性が高い。しかもこの
［53］
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文化の内実は、ときに経済的な周縁性と結びついているから、文化への
愛着は周縁性を固定し、経済的不平等の是正を阻む。この結果、再配分
と承認の戦略が相互にその効果を減殺してしまうのである。これが、
「再
配分と承認のジレンマ」である22。
フレイザーによれば、このようなジレンマを避けるためには、「承認」
をめぐって、「肯定的手法」ではなく、
「構造変革的手法」がとられる必
要がある。承認における構造変革的手法は、集団のアイデンティティを
脱構築し、境界を流動化する戦略であるから、経済的再配分の目標とも
親和性が高いのである。したがって、厳密にいえば、「再配分と承認の
ジレンマ」
という表現は正確ではなく、
「再配分」の運動と衝突するのは、
「承認」の運動一般ではなく、
「肯定的な承認」の戦略なのである23。現在
では、承認の運動の多くが「肯定的承認」を追求しているために、ジレ
ンマが生じている。
ジレンマを解消するためには、運動は「脱構築的承認」
を目標にすべきなのである。

６．「パースペクティブ二元論」
以上のようにフレイザーは、アイデンティティの肯定的承認を追求する
多文化主義やアイデンティティ ･ ポリティックスに批判をくわえるが、以
下では、この批判の妥当性について検討をくわえたい。フレイザーの議論
は、本稿が念頭におく、少数民族・エスニシティ・人種集団をめぐる多文
化主義の政策や運動に対する根本的な批判となりうるのであろうか。
「はじめに確認すべきは、不正義をめぐる「二元論」の性格である。フ
レイザーは、社会的不正義を「配分」と「承認」の二つの観点から分析す
る「パースペクティブ二元論」を提唱するが、その前提には、相互に自
律性をもつ二つの力学によって不正義が構造化され、集団の境界が形成
されていることが想定されている。しかし二つの力学は、存在論的な次
元において、どの程度相互に独立しているのであろうか。
多くの論者は、両者を峻別することの不適切さを指摘する。ジュディ
22

Fraser 1997b, p.12ff.

23

Zurn 2004, p.165.
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ス・バトラーは、フレイザーが性的マイノリティへの不正義を、「文化
的価値パタン」
から生じるとしたことに批判を加えている24。バトラーに
よれば、クイアをめぐる問題の核心は、その文化的地位が低いことにあ
るのではない。クイアに対する「嫌悪」が存在し、ヘテロ・セクシュア
リティが「自然化」されることで、支配的なセクシュアリティの再生産
が行われていることが重要なのであり、このような権力作用こそが問わ
れなければならない。しかも、このようなメカニズムを「経済」と切り
離された「文化」の問題として理解することも不適切である。かつて社
会主義フェミニズムが論じたように、ジェンダー化された分業は、セク
シュアリティの再生産によって支えられており、したがって、二つの再
生産過程は密接に結びついているのである。しかも、クイアが被ってい
る社会経済的不利益を考えれば、これを「文化的なもの」として区別す
る根拠も見当たらないというのである。
アイリス・ヤングも、正義を二つのカテゴリに峻別するフレイザーの
議論を批判する25。彼女によれば、ピエール ･ ブルデューやカルチュラ
ル・スタディーズの業績は、文化が階級構造の再生産を媒介しているこ
とを示しているのであって、社会的分業や職場組織の編成における不正
義は、文化的要因と経済的要因の両者が作用することで成立していると
いうのである。後述のように、アクセル ･ ホネットも、経済的不平等が
文化的価値パタンから独立しているという想定を批判する。経済的分業・
配分の構造は、規範的構造に媒介されており、単なる市場の論理によっ
てのみ構成されるものではないというのである。
フレイザー自身の議論は、当初からあいまいさを孕んでいたが26、こ
24

Butler 1997

25

Young 2008

26

Armstrong 2008によれば、集団の分類をめぐるフレイザーの議論には、①

「二つの不正義を被っている集団と、ひとつの不正義のみを被っている集団が
ある」
、②「すべての集団が二つの不正義を被るものの、一方に究極の原因が
ある場合がある」
、③「すべての集団が二つの不正義を被っているが、両者の
重要性が異なる」
、という表現が混在しており、論争を経るにつれ、強い①の
主張から、より弱い②、③に重心が移っているという。また、二つの不正義を
生み出す力学の関係についても、Fraser 2003は、一方で社会システムの近代
［55］
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のような批判をうけて、
フレイザーは議論を後退させている。すなわち、
二つの不正義の力学の独立性の主張を弱める一方で、改革のための一般
的な方針の提示を控え、個別のコンテクストにおいて、二つの不正義が
連動する仕組みを見極めるという立場に後退している27。すくなくとも
フレイザーの議論が、
「再配分」と「承認」のジレンマの必然性を、体系
的に論証しえていないことは明らかなのである。

７．分業とアイデンティティ：パラダイムとしてのジェンダー
問題
第二に注意されるべきは、
「ジレンマ」をめぐるフレイザーの議論が、
ジェンダーの問題を念頭において構築されていることである28。ジェン
ダー集団は特殊な構造を持つ存在であり、これを他のマイノリティ集団
一般に適用しうるかどうかは、自明ではない。そこで以下では、ジェン
ダー政策に即してフレイザーの議論の実践的含意を概観した後に、民族・
エスニシティ・人種集団についての含意を考えてみたい。
フレイザーによれば、ジェンダーは、
「男性らしさ」
「女性らしさ」と
いう文化的契機と、社会的分業の中での男・女の位置づけという経済的
契機を含む。女性はその身体的構造のゆえに出産の役割を担い、乳児の
ケア、
さらには育児の多くの部分を担ってきた。
女性のアイデンティティ
は、こうしたケア労働の分業と結びつく形で歴史的に形成され、今日ま

における分化によって、あらためて二元論を基礎づけつつも、他方では、
「す
べての」従属を両者の次元において扱う必要を述べている。ホネットの指摘す
るように、
フレイザーの議論の大部分は、
分析的学流の正義論の枠内にとどまっ
ており、二つの不正義の力学の関係については、体系的な議論を欠いていると
いえる（Honneth 2003b, pp.256-65）
。
27

Fraser 2003においては、
「ジレンマ」の提示自体が控えめになったうえに、

一定の条件下で「肯定的承認」をみとめる「非改革的改革 nonreformist reform」
(pp. 80-82) や、
「再配分」と「承認」を相互に代替する「改善策の組み換え crossredressing」(pp.83-85) などの戦略が提唱されることで、その意義がいっそう減
じられている。
28

この点は Fraser 1996において特に明らかである。
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で持続している。資本主義の経済システムは男女間の文化的差異を利用
しつつ、分業構造を組み立てるのであり、二つの契機は密接に結びつい
ている。すなわち「男らしさ」
「女らしさ」は、社会的分業のあり方を重
要な構成要素として構成されているのである。ケア労働自体には高い内
在的価値が含まれるが、それが不正な社会構造のなかで実践されている
ことが問題である。
女性は二つの側面のそれぞれにおいて不正義を被っている。文化的価
値ないし社会的地位に関しては、男性中心主義にもとづく女性蔑視が存
在し、女性らしさが劣等性と結びつけられ、ここからハラスメントや暴
力が生じている。経済的な配分をめぐっては、
男性が有給労働に従事し、
女性が無給の家事・ケア労働を担当する構造が存在する。多くの職種に
おいて女性の参入に障壁が存在する一方で、大量の女性を雇用するケア
関連の職種では報酬が低く抑えられている。このように、文化的価値に
関しては、女性への侮蔑的な評価が改善される必要があり、社会的分業
においては、差別的な分業が解体される必要がある。
フレイザーは、
ジェンダー関係の改善をめざす三つのモデルを提示し、
それらが二種の不正義を適切に是正しうるかどうかを検討する29。第一
のモデルは「総稼ぎ手モデル universal breadwinner model」であり、女
性が男性と同様に労働市場に参入できるように、ケアを公的に提供する
ものである。このモデルにおいては、ケアの相当部分が、市場や国家に
よって提供され、女性がケア労働の負担から解放されることになる。第
二のモデルは「ケア提供者対等モデル caregiver parity model」であり、
家庭内のケア・家事労働に対して、公的資金によって報酬を支払い、そ
の不利を是正するものである。女性は自らの家庭におけるケアの仕事の
増減に応じて、「フルタイムの雇用」
、
「パートタイム雇用とパートタイ
ムのケア労働」
「フルタイムのケア労働」という就労のパタンを行き来す
ることが想定され、これに伴う不利益を緩和するような配慮がなされる
のである。第三のモデルは「総ケア提供者モデル universal caregiver
model」である。これはあらゆる人がケアを提供しかつ雇用労働を行う
ものであり、これを可能にするために雇用労働の時間を短縮する。ジェ
29

以下は、Fraser 1996, Fraser 1997b による。

［57］

北法67（3・336）828

承認の政治と再配分の問題：ジレンマは存在するか

ンダーによる雇用労働とケア労働の分業を解体し、ジェンダーを脱構築
することをめざす。
第一のモデルは、アメリカのフェミニストやリベラルの多くが支持す
るモデルであり、ステレオタイプを克服し男女間の平等をめざす「平等
のフェミニズム」
に親和性がある。このモデルは
「再配分」を重視し、ジェ
ンダー間の経済的不平等の是正の効果が期待できる。しかしながら、女
性の特殊性を承認しない点で「承認」の課題に応えていない。それは男
性の伝統的なスタイルを一般化させる反面、ケア労働に社会的な価値を
付与しない。この結果、男性中心主義が強化され、従来女性と結びつい
てきた美徳や能力が、男性にも普遍化されるどころか、女性からも失わ
れてしまう恐れがある。
「再配分」の側面に関しても、このモデルには
限界が存在する。このモデルはケアおよび家事労働を、可能な限り国家・
社会が提供するサービスによって置き換えることをめざすが、出産、緊
急時のケア、子育ての相当部分は、代替が困難であり、家族が行わざる
を得ない。しかも、
ケア・家事労働への評価が低いままにとどまるから、
男性にとってこれを分担する動機が生じない。結果として、女性がこれ
を負担しつづけることになり、女性は「できの悪い労働者」にとどまる
ことになる。このように女性は雇用上の不利を免れることができず、平
等な「配分」の実現も困難なのである。
第二のモデルは、ヨーロッパにおいて有力であり、女性の固有性の「承
認」を重視する「差異のフェミニズム」に親和性がある。女性の行って
きたケア労働に社会的評価を与えるメリットがあるが、他方で、ジェン
ダーによる分業を固定し、雇用の世界における女性の不利を持続させる
恐れがある。すなわちもっぱらフルタイムに雇用される男性と、雇用形
態を頻繁に変更する女性に対して、異なるキャリア・パスが用意され、
女性は就職や昇進における不利を被るのである。
フ レ イ ザ ー に よ れ ば、 現 在 の 社 会 に は「 女 性 の 固 有 性 を 軽 視
underfeminize」し て 同 化 を 強 い る 作 用 と、 女 性 を「 過 度 に 女 性 化
30
overfeminize」して差別する作用とが並存している 。すなわち一方で社

会制度のさまざまな局面において、男性のあり方が自明の規範とされ、
30

Fraser 1996, pp.50-52.

北法67（3・335）827

［58］

論

説

女性はそれに対して同調することを強いられる。他方で女性は、男性と
同一にはなりきれない異質で劣った存在とされ、その固有性が物象化さ
れ、女性はその中にとじこめられる。上述の二つのモデルは、この構造
の一部を改善しようとするものであるが、問題を根本的に解決するもの
にはなっていない。第一のモデルは、
「配分」の改善のために、アイデ
ンティティにおける同化を通じて「過度な女性化」を克服しようとする
が、女性の固有性を一層軽視する結果に至っている。すなわち承認の秩
序に内在する不正義を是正しないがゆえに、
女性のニーズが考慮されず、
結果的に「再配分」も阻害される。これに対して第二のモデルは劣等視
された差異に肯定的承認を付与するものである。しかしながら、その差
異が不公平な分業と結びつき、配分上の不正義の一要素をなしているが
ゆえに、不正義の是正が困難になるのである。
第三のモデルは、このジレンマに対処するために、女性の固有性とケ
ア労働の価値を尊重しつつ、しかも物象化によって社会的分業が硬直化
するのを防ぐことをめざす。
女性に雇用労働の機会を保障するとともに、
男性によるケア労働の分担を実現することで、両者における公平性を実
現するのである。そのためには、男女の分業の根本的な見直しと、男女
のアイデンティティの「脱構築」的な変容が必要なのである。
このように、「肯定的承認」が「再配分」を妨げるジレンマが、ジェン
ダーにおいて顕著に現れるのは、
「女性らしさ」
「男性らしさ」の定義が、
雇用労働およびケア労働という経済システム上の分業と強く結びついて
いるからである。ジェンダー問題においては、現存する女性のアイデン
ティティを称揚することが、現行の分業構造を固定し、配分の改善を妨
げる危険がある。したがって一方では、男女間の分業構造を大きく変更
し、他方では、それに対応するかたちでアイデンティティのあり方を修
正することが不可欠なのである。それでは、
こうした議論は、フレイザー
の主張するように、人種・エスニック集団などにもあてはまるのであろ
うか。
今日では、かつての奴隷制度やジム・クロウ制のように、集団的アイ
デンティティと経済的役割を強固に結びつける公的制度は存在しない。
しかしながら、周縁化された人種・エスニック集団の文化・アイデンティ
［59］
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ティが、不利な経済的位置と結びついて形成される例はすくなくない。
人間は自らのおかれた条件のもとで人生を送るが、その際に人生に意味
を与える文化の体系を構築する。このためマイノリティ集団のもつ文化
は、周縁化された条件に結びつくことは多い。
先住民の事例をとりあげてみよう。世界の先住民の多くは、拡大家族
を社会生活の単位とし、自然との共生の観念を中核にもつ文化を維持し
てきたが、このことは、近代以降の経済発展の過程において、彼らが周
縁化されてきたことと無縁ではない。すなわち先住民は多くの場合、一
方で同化政策の対象となりながら、他方では社会生活のうえでの差別の
もとにおかれ、国家の政策によって教育・雇用・企業の機会を奪われて
きた。彼らの相当部分は、遠隔地のコミュニティに閉じ込められ、原初
的様式の自給自足的生業を続けることになった。彼らは豊かな文化的伝
統をもつが、他方において、主流社会からの排除に伴う失業・貧困・社
会病理に苦しんでいる。ところで近年、各国で進行する権利回復の政治
過程のなかで、先住民は先祖伝来の土地への権利を回復するために、伝
統文化を援用する。後述するように、彼らは古来の狩猟や漁業が持続し
ていること、当該の土地がその実践に不可欠であることを主張する。こ
うしたプロセスを通じて文化が本質化される場合、現代社会に生きるた
めの文化の創造が妨げられる危険が存在するのである。
同様な懸念は、アメリカの黒人のような、人種化された集団について
も提起しうる。アメリカ大都市の貧困地区に住む黒人は、貧困・犯罪・
社会病理とむすびついた独特のサブカルチャーを持つが、その諸要素は
当事者の視点からみて一定の合理性を備えていることも多い。たとえば
黒人男性が頻繁に見せる、怒りないし威嚇の表情である「ゲーム・フェ
イス」や、ときに他人を侮辱するような態度、ギャングスタのファッショ
ンなどは、犯罪の蔓延する社会で攻撃を振り払い、仲間から一目おかれ
31
て生きのびるための手段である 。黒人女性に十代の出産や、シングル・

マザーが非常に多いのも、
当事者にとっては合理的な理由がある。学歴・
職歴がほとんどない女性にとって、出産の年齢を遅らせても生活の改善
の見込みは存在しない。また、若い男性の失業や犯罪が蔓延する貧困地
31

Anderson 2010, pp.35-38.
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区で、犯罪と無縁で安定した職を持つ夫を得ることは難しい。したがっ
て、安定した愛情の関係を築くためには、そのパートナーとして子供を
持つのが合理的なのである32。これらの行動のパタンは、劣悪の環境の
中で当事者が生きてゆくためのものであり、それが文化へと統合され当
事者の生を意味づけている。しかも、若者は教育や就業の機会を否定さ
れた環境の中で、自尊心を保つため、しばしば主流社会に敵対的な文化
を身につける。先住民や黒人のコミュニティにおいて学業に励むことが
「白人の真似をするふるまい」として忌避される事例は多数存在する。
これらの理由から彼らは自らのアイデンティティ・文化を称揚するので
あるが、彼らの実践や文化をそのままの形で尊重することには問題が大
きい。犯罪・薬物中毒・自殺などの社会病理の蔓延から明らかなように、
このような文化が当事者に充実した生をもたらす力はごく限られている
からである。
かつて、社会学者のポール ･ ウィリスは、
『ハマータウンの野郎ども』
において、イギリスの下層労働者階級の持つ文化が、階級構造を再生産
する機能をもつことを描いて見せた33。下層労働者階級の子弟にとって、
学校および教師は不公平な社会体制を体現する存在であり、反抗の対象
である。彼らの多くは、
「反学校の文化」を実践し、権威に従順な生徒
を軽蔑する。それはまた、使用者と対立しながら働く、男性肉体労働者
の世界の価値観と行動様式を模倣するものでもある。生徒たちは、反抗
の文化のもとで、
学業から脱落し、
下層労働者のキャリアに入ってゆく。
逆説的なことに、生徒の主体性を媒介として、不平等な分業構造が再生
産されてゆくのである。もちろん、ウィリスの議論は、雇用が安定し、
下層労働者の世界が一定の魅力を持っていた20世紀中葉のものであり、
これを今日のマイノリティの問題にただちにあてはめることはできな
い。しかしそこに働く基本的な力学、すなわち、社会経済的周縁化、そ
こに成立するローカルな文化、マジョリティへの反抗と自己主張、これ
による排除の再生産、などはマイノリティ問題一般に対しても重要な示
唆をあたえるものである。
32

Anderson 2010, pp.78-80.

33

Willis 1977.
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このように考えれば、
当事者たちの「文化的承認」の要求が、適切な「再
配分」を妨げる局面を想定することは可能である。構造的不正義から生
じた文化を本質化することに関するフレイザーの懸念には、一定の理由
が存在するのである。
しかしながら、我々は、このような議論の限界にも注意しなければな
らない。ケアをめぐる分業の構造が、アイデンティティの定義と密接に
結びついているジェンダーの場合に比べれば、人種・エスニック集団に
おいては、アイデンティティの定義に柔軟性が存在する。たとえば人種
としての黒人のアイデンティティは、奴隷制、ジム・クロウ制などを通
じて形作られ、
今日でも階級的分業と結びついていることが指摘される。
しかし他方で、これが常に黒人のアイデンティティの中核に存在するわ
けではなく、不正義や周縁化と不可分の属性以外にも、その表象を改善
し、自尊心を生み出す資源は存在するであろう。たとえば音楽、宗教、
スポーツ、親族組織、政治運動の伝統など、さまざまな可能性が存在す
る。したがってアイデンティティの主張が、周縁化された位置を固定す
るとはかぎらないであろう。
実際のところ人種・エスニック集団においては、女性の場合以上に、
主流社会からの経済的排除が深刻で、その克服が当事者たちの切実な願
望である場合が多い。ヤングによれば、マイノリティ集団にとって、経
済的条件の改善が社会運動の大きな推進力となっているのが通常であ
る。集団的アイデンティティを軸にした連帯も、
「配分」の改善を目的
34
とするものあって、
「承認」それ自体が目的の場合は多くない 。マイノ

リティのリーダー多くは、子弟の教育や就労の改善を重視しており、ア
イデンティティや文化復興の運動も、これを促進する形で定義されるこ
とが通常である35。フレイザーの議論は、マイノリティの運動における
ジレンマの存在を過大視していると考えられるのである。

８．普遍性の承認と特殊性の承認
34

Young 1997; Parekh 2008, ch.3

35

伝統の復興を志向する先住民の運動も、自立の前提としての高等教育の重

要性を強調する。Alfred 2005.
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集団の特殊性の価値を承認することが、集団への愛着を強め、再配分
における平等化を妨げるというのが、フレイザーの指摘したジレンマで
あり、そのために、差異の承認をめぐっては、脱構築を重視するという
のが、当初の主張であった。しかしフレイザーはやがてこれを修正し、
次のように論じる。
「不適切な承認を受けている人間が平等な構成員と
して社会生活に参加するために何を必要としているかは」
、コンテクス
トによって異なる。フレイザーは「脱構築」の手法を中心に据えつつも
当初の主張を緩和し、コンテクストに即したプラグマティックな対応を
推奨するのである。たとえば、ある場合には、排除された人々に「過剰
に押しつけられた差異を取り除く」ことが必要である。これは「普遍主
義的な承認」であり、アパルトヘイトにみられるように、不適切な承認
が当事者を「他者化 othering」し、共通の人間性を否定している場合に
必要となる36。またある場合には、既存のアイデンティティの脱構築が
有用である。さらに、当事者に特有な特徴が否定されている場合には、
特殊性の承認が必要なこともある。これらに加えて、主流派集団に焦点
を当て、彼らの集団の持つ特殊性を主題化し、その属性が「これまで誤っ
て普遍的なものとして通用していたことを暴露する」べき場合も存在す
る。フレイザーは、これらの手法をコンテクストに応じて、プラグマ
ティックに使い分けることを提唱するのである。
このように細分化されたフレイザーの処方箋は、たしかに個別事例に
対処する際のメニューを増やしてはいるものの、これら多様な形態の承
認相互の関係は整理されておらず、明確な見通しを与えるにはいたって
いない。たとえばジェンダーについての議論を取り上げてみよう37。前
述のように、フレイザーによれば、女性の差異は一面において過剰に強
調される一方で、他の局面においては、これに対する適切な配慮がなさ
れてこなかった。これは、女性を「過剰に女性化する」とともに、女性
の固有性を「過小評価する」ことであり、これに対応するために、一方
では普遍主義的な承認、他方では差異を重視する承認が必要であり、さ
らに脱構築的承認が与えられるべきであるとされている。このように列
36

Fraser 1996, pp.32-35;, Fraser 2003, pp.45-48.

37

Fraser 1996, pp. 50-52.
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挙された三つの承認の関係は明らかでなく、政策の指針は見えにくく
なっている。
しかもフレイザーの議論においては、
「承認」が「配分」に与える影響
が包括的に検討されているとはいえない。前述のように、フレイザーが
主として取り上げてきたのは、アイデンティティの特殊性を強調する形
態の承認が、集団間の境界を固定し配分の平等化を妨げるという力学で
あった。しかしさまざまな形態の承認が、配分を規律する規範それ自体
に影響し、再配分の帰結に影響するという回路は、フレイザーにおいて
十分に扱われていない。このような多様な論点を整理し、承認の政治が、
再配分にあたえる影響を検討する必要が存在する。
この点を考えるために、承認の構造をより包括的に論じたアクセル ･
ホネットの議論を参照したい38。ホネットによれば人間は三つの異なる
社会関係をとおして、三種の承認を獲得することで、健全な自己関係・
アイデンティティを形成する。第一に人間は、無条件な愛情の関係にお
いて自己信頼（Selbstvertrauen）の態度を達成する。これは身体的な安
全への信頼を基礎とし、
自らの身体を自律的にコントロールできること、
これを暴力的に侵害されないという感覚である。人間はこれによって自
己と、それを取り巻く世界の安定性を信じることができる。この実現の
ためには愛情に満ちた配慮と、暴力からの解放が必要である。このよう
な感覚が失われる場合、能動的な主体として生きること自体が難しくな
る。
第二に人間は、他者と同等な権利を持つ存在として、自己への尊重
（Selbstachtung）の態度を獲得する。民主的社会においてはすべての構
成員は同等の道徳的責任能力を認められ、相互に平等な存在として処遇
される。普遍的な権利が与えられ、他者を平等な存在として扱う義務と
ともに、自らの人生の計画を自由に決定する権利を与えられる。
第三に人間は、固有の個性を持ちながら、共有された目標に貢献する
ことを通して、自己を評価し、名誉（Ehre）を獲得する。共通の価値を
もつ地域コミュニティや、国家レベルの共通の目的への参加によって、
38

Honneth1992; Honneth 2003
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これが達成される。個人は独特の性格と能力を持ちながら、共有された
プロジェクトに貢献できる存在として承認を受ける。このような承認は、
個人の社会への貢献が否定されたり、マイノリティの価値の地平が主流
派に貶められたりするときに妨げられる。以下ではこの枠組にしたがっ
て考察をすすめたい。
マイノリティにおいては、
これら三つの承認がしばしばさまたげられ、
それが「配分」
（社会経済的境遇）に悪影響を与えると考えられる39。第一
に、マイノリティはしばしば偏見や憎悪に由来する暴力や、その脅威に
さらされる。それは世界の安定性にたいする根本的な信頼を動揺させ、
社会生活のさまざまな局面に積極的に参加することを妨げる。たとえば、
学業、職業生活、社交、政治参加において負の影響を持つことが考えら
れる40。第二に、マイノリティはしばしば、法的権利における不平等に
直面する。すなわち、
主流派が享受している権利を実質的に享受できず、
それが経済生活上の不利を引き起こすことも少なくない。第三に、マイ
ノリティはその独自の価値観にしたがった生き方を評価されず、これに
対する偏見と直面することが多い。これは彼らの社会への貢献を過小評
価することにつながり、職業適性や、適正な給与などの判断に影響を与
え、
「配分」の改善を妨げることが考えられる。
それでは、これらのそれぞれにおいて、固有性の「肯定的な承認」は、
「配分」の状況を改善しうるのであろうか。第一に、暴力からの安全に
ついて考えてみよう。暴力を防止するにはさまざまな方策がある。暴力
を取り締まる法制の整備や、通報制度の改善など、アイデンティティに
直接かかわらない施策も効果が期待されるが、あわせて、マイノリティ
を侮蔑する文化のあり方の修正も重要であろう。集団に加えられる暴力
は、その集団に対等な道徳的地位を否定するところから生じる。この場
合、マイノリティがその差異のゆえに、人間の価値を貶められているの
ならば、その偏見を除去し、肯定的なイメージを広めることには意義が
あると考えられる。
第二の種類の承認についてはどうであろうか。マイノリティが主流派
39

以下の議論について、Zurn 1997を参考にした。

40

暴力の脅威の重要性は、ヤングも指摘するところである。Young 1990, ch.2.
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と同等な権利を保障されていない場合、マイノリティは当該の権利の普
遍化を要求することになるが、その場合、マイノリティの特殊性の承認
が問題になることが多い。マイノリティの権利実現の障害になるのは、
マイノリティのニーズが、主流派によって合理的なものと認知されてい
ないこと、あるいは、マイノリティが道徳的な自律の能力を欠くとみな
されていることなどである。例として、公共空間におけるムスリム女性
によるベールの着用の問題を取り上げてみよう。ベールの着用の禁止は、
「宗教の自由」という一般的権利の享受を妨げ、法的平等性を侵害する
ものと解釈することが可能である。またこの規制は、信仰を持つムスリ
ム女性の社会進出をさまたげ、配分上の改善を妨げる一因となりうる。
したがってこの問題は「法的平等性」の侵害が「配分」の不公平を生みだ
す事例と見なしうる。周知のように、この問題は、「宗教の自由」にく
わえて、
「国家の中立性の要請」
、
「抑圧的文化からの女性の解放」など
の複数の論点が絡み合う複雑なものであるが、ここで注意したいのは、
それらの考量にあたって、
「ムスリム女性」をめぐる多数派の理解が大
きな影響を与えるということである。たとえば、次のような理解は、今
日の西洋社会に少なからず見られるものである。イスラム教は内面の信
仰よりも外面の戒律を重視し、それゆえに迷信を含む劣った宗教である
こと。女性のベールは、男性による女性の抑圧の象徴として機能してき
たこと。ムスリム女性は周囲の圧力のゆえに、ベールの着用を拒むこと
が困難であること。ムスリム女性は保守的環境で育てられ、共同体から
離脱する能力をもたないこと、等々。このような理解を前提とすれば、
ムスリム女性の宗教実践の権利を拡張する動機は生じにくい。むしろ非
合理的な慣習から彼女たちを解放するために、ベールの着用を禁止する
ことが望ましいという考えが生じやすい。ここから明らかなように、
「宗
教の自由」
の範疇によって、
ムスリム女性のニーズを保護するためには、
彼女たちが自らの自発的な意志によってこれを実践していること、その
信仰には尊重すべき価値があり、その実践が理性的で自律的な選択と矛
盾しないことを、主流派に認識させる必要がある。このように、マイノ
リティが、基本的権利を獲得してゆくうえで、固有の文化への評価の改
善は少なからぬ意義を持つと考えられる。
第三の種類の承認、すなわちマイノリティの持つ固有性の価値への承
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認は、物質的配分を規制する規範に影響を与えることが考えられる。ホ
ネットによれば、社会的な収入の配分は、市場の力学のみによって決ま
るのではない41。経済システムにおける配分は、実は相当程度、規範に
媒介されたものであり、そこには諸集団の貢献についての評価が含まれ
ている。たとえば、女性の賃金が男性より低く抑えられたり、女性が多
数従事する職業の賃金が低かったりすることには、経済的には合理的根
拠が存在しない場合も多い。むしろ多くの場合、女性の生産性や、社会
への貢献の低さが暗黙のうちに想定される結果、制度上のバイアスが生
じているのである。このような場合には偏見を払拭することで、女性の
経済的状況が改善することがありうる。マイノリティの労働者の職業適
性や業績評価、マイノリティ集団が多数従事する産業分野の賃金水準の
決定においても、同様な議論が妥当するであろう。このように、マイノ
リティの固有性の肯定的な承認は、当該集団の「業績」の正当な評価に
つながり、彼らが受けるべき経済的処遇についての観念を改善する可能
性がある。
このように考えれば、
「配分」に影響を与える「承認」のさまざまな局
面において、マイノリティの固有性についての表象の改善が、有用であ
ると考えられるのである。

９．脱構築のエトスをめぐって
フレイザーは、アイデンティティを称揚することで従属的な地位を脱
しようとする試みが、本質主義につながることを懸念し、アイデンティ
ティの脱構築の手法を提唱する。この手法は、不正義の解消のために、
どの程度の有効性を持つのであろうか。
フレイザーは「肯定的手法」と「構造変革的手法」を、経済的配分と承
認のふたつの領域にまたがる概念として提示し、両者の優劣について、
次のように評価する42。本来、望ましいのは不正義を根本的に解決でき
る「構造変革的手法」であるが、それは人々の日常の願望からかけ離れ
41

Honneth 2003, pp.151-155.

42

Fraser 2003, pp.76-78.
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ているがゆえに、支持をうけにくい。多くの人々は、短期的な視野で、
目下の困難に対処することを考える一方で、問題の根本的な解決まで思
いを致さない傾向がある。他方、
「肯定的手法」の改革には限界がある
ものの、人々の願望に沿ったものであるから支持をうけやすい。フレイ
ザ ー は こ の よ う な ジ レ ン マ を 見 す え た う え で、
「非改革的改革
「構
nonreformist reform」
の選択肢を推奨する43。これは「肯定的手法」と、
造変革的手法」の中間であり、長期的な視点で構造変革をにらみつつ、
当面はそれにいたらない方策を積み重ねてゆくものとされる。
しかしながらこのような議論には問題が多い。その第一は、
「肯定的
手法」
と
「構造変革的手法」
の関係の評価をめぐるものである。たしかに、
経済的再配分の政策については、このような整理が可能かもしれない。
経済的配分の場合には、ふたつの手法は資源配分を平等化する方向につ
いては一致しており、穏健な改革の積み重ねが、ラディカルな変革に行
き着く可能性が存在する。しかし承認をめぐる「肯定的手法」であるア
イデンティティの称揚と、
「構造改革的手法」であるアイデンティティ
の脱構築の関係については事情が異なる。共通のアイデンティティの是
認を志向する前者と、これを脱中心化する後者とでは運動の方向が異な
り、前者を穏健な、後者をより徹底した手法として分類することは不適
切である。人々がアイデンティティの称揚を支持するのは近視眼的であ
り、熟慮をへて意識が高まれば、人々はアイデンティティの脱構築を望
むようになると考えることには無理があろう。
この点に関してニコラス・コンプリディスは、人々が望まない「アイ
デンティティの脱構築」を唱えるフレイザーの議論が、彼女の義務論的
な正義論の枠組みに矛盾すると指摘する44。本来、フレイザーの議論は、
正義の観点から社会的地位の序列を是正することをめざすものであり、
個人のアイデンティティの問題には立ち入らないはずである。フレイ
ザーが
「正」
と
「善」
を分割するカント主義の正議論にコミットする以上、
「善」
の観念に大きく影響する脱構築の要求はなしえないというのである。
彼はまた「脱構築による承認の是正」が、社会的実践として成り立つ
43

Fraser 2003, pp. 78-82.

44

Kompridis 2007, pp.295-309.
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可能性についても、疑問を呈している。フレイザーは、正義の規範の要
請に沿って、
文化変容を目的どおりに起こせると考えるきらいがあるが、
文化的価値パタンにもとづく「地位」の変更をコントロールすることは
難しい。政府が法的な承認を与えれば、
「平等な地位」の承認の規範が
公的に定立されようが、これに対する抵抗も生じるかもしれず、期待さ
れる文化変容が社会レベルで起こるかどうかは定かではない 。しかも
アイデンティティの「肯定」と比べて、その「脱構築」には大きな困難が
伴う。フレイザーの指摘するように、
「脱構築」の手法は、すべての人
のアイデンティティの変容を迫るものである。
一般に、アイデンティティ
とは、個人にとっての日常の実践、家族・友人などとのつながり、個人
の来歴や将来の見通し、人生の意味づけなど、さまざまな要素によって
成り立っており、このすべての側面を脱構築することは容易ではなく、
望ましくもない。それらを批判の対象とする脱構築は、強い抵抗を引き
起こすのが普通である。しかもこれを民主的討論の中で行う場合、その
帰結は不透明にならざるをえないのである。
アン・フィリップスも脱構築をめぐるフレイザーの議論に疑問を呈し
ている45。フィリップスは「ジェンダーの脱構築」のアプローチに一定の
共感を示しつつも、脱構築のアプローチが広く適用されれば、それは「文
化」の差異の重要性を減じる結果になると指摘する。脱構築の手法は、
人々がジェンダー、人種、エスニシティなどの境界に挑戦し、これを越
えて移動し、文化を逃れることを指摘して、集団の境界を解体しようと
する。これは一面において、これらのアイデンティティからの解放を意
味するが、しかし他の角度から見れば、それはすべての障壁や区別を消
滅させ、多様な価値やアイデンティティを主流派の文化へと収斂させる
同化主義のプロジェクトともなりうる。フレイザーはヤングがあらゆる
文化を尊重することを批判するが、
逆にフレイザーは、人種やジェンダー
の不平等の解体を論じる一方で、エスニック集団、宗教、言語など、尊
重すべき文化の差異について十分な注意を払わないとされるのである。
前述のようにフレイザーは、いわゆる脱構築論者とは異なり、アイデ
ンティティ一般を抑圧の産物と見て、これらの絶えざる脱構築を追求す
45

Phillips 1997, pp.143-53.
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るわけではない。脱構築が必要となるのは、不正が存在し、これに対処
する必要がある場合である。フレイザーにおいて改革の枠組みを示すの
は、正義論の枠組みであり、アイデンティティの脱構築の議論は、これ
に従属する形で存在する。この意味では、フレイザーの議論を卓越主義
とみなすコンプリディスの批判は、
強すぎるといえよう。しかしながら、
アイデンティティが人間にとって持つ重要性、これを破棄することへの
強い抵抗、同化の圧力に抗してこれを維持するマイノリティのニーズ、
などを考えれば、脱構築の政策の意義は、限定されるべきであろう。

10．「肯定的承認」と「脱構築」の政治的有効性について
アイデンティティの「肯定的主張」と「脱構築」の優劣を論じる際に重
要なのは、その評価を政治的行動の指針としての妥当性の観点から行う
必要が存在することである。
「承認の政治」ないし「アイデンティ ･ ポリ
ティクス」の理論は、不正義の存在を前提に、その是正をめざす「非理
想理論」を中核とするものであり、正義にかなった状態を論じる「理想
理論」とは区別される必要がある。たとえば「理想理論」のうえでは、
アイデンティティが脱中心化され、
流動化した状況が望ましいとしても、
そこにいたるための有効な戦略が、アイデンティティの脱構築であると
は限らないのである。アイデンティティの観念の恣意性を言論によって
批判することで、
マイノリティが負の表象から逃れられるとは限らない。
実際のところ、レイシズムの生物学的根拠が否定され、人種の観念の恣
意性の指摘が繰り返されても、アメリカの黒人に対するレイシズムは衰
えることがない。アイデンティティの本質化を引き起こし、それをマイ
ノリティに押し付けている力は何か。それに対する有効な抵抗の手段は
何か。これらの点は理想理論とは別に、あらためて問われなければなら
ないのである。
フレイザーにおいては、この二つの次元、理想理論と非理想理論が安
易に連続しているきらいがある。
すなわち、
抑圧がなくなりアイデンティ
ティが流動化した状態のイメージが、そのまま運動や政策の指針にされ
てしまう。マイノリティによる承認のための闘争を核にすえるホネット
の議論においても、この点が十分に論じられているとはいいがたい。ホ
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ネットは、文化的アイデンティティの承認の要求の背後には複数の目標
が存在すると考え、これを次のように分類する46。（１）第一の類型は、
個人的なニーズにかかわるものであり、個々のメンバーが人間ないし国
民としての基本的権利を享受するうえでの障害の除去を求めるものであ
る。（２）第二の類型は、集団としてのニーズにかかわり、集団生活の
条件の確保・改善をめざすものであるが、
これは次のような要求を含む。
①共同体の文化的再生産への妨害の排除
（言論・集会・宗教の自由の保障、
文化実践の障害となる法規の適用除外など）
。②文化的再生産への支援。
③共同体の文化や価値志向が公的に尊敬を受けること。
これらのうち、
（１）および（２）の①②の要求は、主流派集団の構成
員が享受する権利や便益を、マイノリティにも与えることを要求するも
ので、
「法的平等性」
の原理によって基礎づけられる。③についても、
「侮
辱の防止」という消極的なレベルまでは、
「法的平等性」の原則によって
基礎づけられる。マイノリティ文化への侮辱は、個人の尊厳を毀損し、
活動の自由を侵害することにつながるからである。
ところで③については、
マイノリティは
「法的平等性」の問題を超えて、
その固有性にもとづく「社会への貢献」
「業績」をより正当に評価するよ
うに求めることもある。この場合には、既存の業績評価の基準が自らに
正統に適用されていないこと、あるいは、既存の業績評価の基準を拡大
することで、適切な評価がなされることを要求することになる。ただし
この場合には、マイノリティがその業績を証明できることが承認の条件
になるから、
つねに肯定的な評価が得られるとは限らない。マイノリティ
が要求できるのは、自らの社会的貢献が「好意的に検討される」ことで
あって、その判断の内実までを指図する権利は存在しないのである。
以上のようなホネットの議論は、理想理論としては妥当なものと考え
られるが、不正義を是正するための、政治運動や政策の指針を十分に与
47
えるものではない 。構造的な不正義の存在する社会においては、マイ

46

Honneth 2003, pp.161-70.

47

なおホネットの議論は、承認の構造の包括的な検討であるが、社会構造の

全体的な分析を意図したものではない。たとえば経済システムに由来する不平
等が、承認のあり方にどう作用するか、などの点は、体系的な分析の対象になっ
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ノリティの貢献を「好意的に検討する」姿勢は乏しく、むしろこれを意
図的に中傷・歪曲し、貶める行為が広く存在する。このような状況にお
いては、こうした悪意の影響を緩和し、
「自由な討論」や「好意的検討」
が可能になる条件を整えることが、政府の任務として要請されようが、
それはいかにして達成されるのであろうか。またこのような環境を作り
出すためのマイノリティの運動は、どのような戦略をとるのが有効なの
であろうか。理想理論はこうした点について、十分な指針を与えること
がないのである。
アイリス ･ ヤングの主張はまさにこの点にかかわるものである。ヤン
グによれば、抵抗のためにおこなわれるアイデンティティの主張が、集
団の境界を強化し、本質化を進めるものであるとは限らない48。社会の
差別的構造のなかで、マイノリティのアイデンティティはすでに本質化
され、メンバーはこの中に閉じ込められているのであり、文化の肯定的
承認の主張はこの支配構造を解体するために行われるのである。マイノ
リティ集団を本質化して支配する差別主義者の実践と、これに抵抗する
ための集団的アイデンティティの主張は性格を異にしており、これらを
同一視することは不適切なのである。しかも多くの運動は、文化的特徴
の承認を要求するが、その本質を定義したり、それを全面化したりする
わけではない。集団内のアイデンティティの多様性が維持される限り、
その主張は是認しうるものとされるのである。
フレイザー自身も一連の論争をつうじて、
「アイデンティティの肯定」
が運動のなかで持つ意義を、一定程度、認めるにいたっている。すなわ
ち、アイデンティティの肯定的主張は、
「非改革的改革」の一環として
有効でありうる、というのである49。それは不正義の根本的是正にいた
らないまでも、それを間接的な形で促進しうる。たとえば女性のケア労
働の能力を称揚することは、一方ではジェンダー分業を固定化する危険
をはらむが、他方では、男性に対してケア労働を分担するように促し、
ジェンダー分業を揺るがす効果を持ちうる。また女性の固有性を肯定す
ていない。この点については、次を参照。Zurn 2003, p. 526.
48

Young 2008, pp.55-58.

49

Fraser 2003, pp.80-81.
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ることで、女性を団結させ闘争を支援するのならば、これも長期的には
不平等な分業の解体につながりうるとされる。
このようにフレイザーは、
政治過程における権力・資源を「承認」を通じて変化させるという発想
を採用し、議論の重点を、理想理論から非理想理論にシフトさせるので
ある。
もっともフレイザーは根本的な点では、従来の立場を変更しない。具
体的な戦略の妥当性は個別のコンテクストに依存するとしつつ、ジェン
ダー政治をめぐっては、アイデンティティの肯定の戦略から期待される
効果よりもリスクが大きいことを指摘し、
その妥当性を否定する。今日、
ジェンダーをめぐっては、それを本質化する伝統主義と、脱構築するポ
ストモダニズムがせめぎあっており、前者の勢力が強い。こうした状況
では、アイデンティティの肯定は、本質化・物象化の弊害を引き起こす
危険が大きく、このためフェミニズムは後者へのコミットメントを行う
必要があるとされるのである。このように、フレイザーは一定の譲歩を
しつつも、肯定的な承認の主張に抵抗するのである50。
しかしながら、ジェンダーを自然化する力とこれに対抗する力の雌雄
を決するのは、アイデンティティの観念をめぐる理性的討論なのであろ
うか。仮にそうであるとすれば、フレイザーの判断は正しいかもしれな
い。他方、自然化の背後に権力的支配が存在するのであれば、有効な抵
抗こそが重要であり、政治運動の論理が前面に出ることになろう。この
場合、ヤングの主張するように、連帯を可能にする集合的アイデンティ
ティの構築や、肯定的承認を通じたシンボリックな資源の獲得をより重
視する余地がある。ヤングとフレイザーの立場を分けるのはこの点であ
ると思われる。

11．周縁化を回避する承認とは
最後に、肯定的承認が「本質化」や周縁への固定を引き起こさない条
件について、若干の論点をあげておきたい。
第一に、
承認の核となる文化的属性の位置づけについて考えてみたい。
50

Ibid., p.81.
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一般に「承認の政治」においては、マイノリティ集団が、共通の属性に
肯定的な評価をあたえ、否定的な評価の転換をめざす。前述のように、
フレイザーは、このような自己主張の意義を部分的に承認するにいたっ
ているが、その際に、その属性が不正義と結びついていないことを重視
する。もしその属性が、マイノリティの置かれた周縁性や不正義と結び
ついているならば、そのような固有性の強調が、不正義の克服を困難に
すると考えられるからである51。
しかしながら、この主張は常に正しいとは思われない。そもそも、不
正義に由来する差異と、そうでない差異を厳格に区別することは、多く
の場合に不可能である。さらに、不正義と結びついた差異であっても、
尊重すべきものは存在すると考えられるのである。
アメリカ黒人の例をとりあげてみよう。アメリカ黒人のコミュニティ
には、黒人英語、音楽、黒人教会、家族構成など、白人には見られない
独特の文化が存在する。これらには、アフリカ起源の要素も含まれるも
のの、その多くは原初的に存在したものではない52。ジャズは黒人と白
人の協働によって作られたものであるし、黒人英語は、英語の変異であ
ることはもちろん、スコットランド・アイルランド系の方言の要素も取
り込んでいる。黒人教会は、奴隷制、ジム・クロウ制、公民権運動とい
うアメリカの歴史のもとで発展してきたものである。片親家庭、拡大家
族などが混在する家族構造は、人種差別や周縁化による社会経済的困難
への適応として生じてきたところが大きい。
人間は、自らのおかれた条件下で、日々の生活に意味を見出すために
文化を必要とするのであるから、差別の構造は文化のあり方の多くを規
定する。したがって、黒人文化の固有性は、過去における不正義、社会
経済的な困難、それに対する抵抗の歴史と切り離すことができない。し
かも、これらの困難に対処する過程で生じた文化のなかには、現在の困
難を克服し、また改善に向けてコミュニティを支える要素も存在する。

51

Fraser, 2003, pp.80-82. 前述したように、抑圧と結びついた「ジェンダー」の

アイデンティティも、
「非改革的改革」において活用しうるが、フレイザーは
それに伴うリスクを強調する。
52

Anderson 2007, pp.164-176.
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こう考えるならば、歴史の中でマイノリティの生み出した成果を評価す
るとともに、その実践を未来にむけて発展させるために、公正な環境を
実現することが求められるであろう53。
マイノリティの文化は、しばしば本質化され、抑圧の正当化に利用さ
れる危険が存在する。実際のところ、黒人の独特な文化様式は、黒人の
貧困の原因とされることが多い。このような否定的な本質化に抵抗する
とき、これらの評価を反転させて、これに自尊心の源泉を見出すだけで
は不十分であることが多い。誇りの源泉とするべく強調された文化は、
容易に差別の正当化にも利用されてしまうからである。たとえば、貧困
や抑圧のもとを生きぬく過程で発達した黒人の家族の紐帯や黒人女性の
母性は、男性の勤労意欲を阻害するものとして槍玉に挙げられ、黒人の
貧困を正当化するために利用されてしまう54。したがって、周縁性と結
びついたマイノリティの文化を不変のものとして本質化するのではな
く、むしろ不正義とそれへの抵抗の歴史を刻印されたものとして、評価
することが有効であると思われる。それは周縁性・不正義を反映したも
のであるとともに、それに抵抗する力を与えるものである。それは誇り
の源泉であるとともに、さらに修正されてゆくべきものでもある。この
ように理解することで、承認の主張は、再配分の要求と連動するものに
なりうると思われる。
第二に、多様な運動が競合するダイナミズムに、本質化の回避の鍵を
見出す議論がある。アイリス・ヤングによれば、土地権を要求する先住
民の運動、貧困地区への投資を呼びかける黒人の運動、組織化をめざす
労働組合運動、女性にシェルターを提供する運動はどれも、物質的な要
求とともに、文化的承認の要求を掲げている。これらの運動それぞれの
力は限られているが、これらが相互に結びつくことで、社会構造を変革
する可能性が高まる。したがって個々の運動はその目的の達成のために
協力し合い、相互の視点を尊重する必要があり、これによってその本質
55
この
化が防がれ、アイデンティティの柔軟性が維持されるのである。
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黒人教会の持つこうした性格について黒崎（2015）を参照。
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Macdonald 2000, p.205.

55

Young, 1997, pp.59-60.
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ように個々の運動をそれ自体で評価するのではなく、他の運動とのかか
わりの中で評価することで、本質主義を回避する可能性を認識しうると
いうのである。
第三に、文化的アイデンティティの主張が、特定の権利要求に直結し
ている場合には、
権利確定のプロセスの適切さが検討される必要がある。
たとえば、先住民による土地への権利の回復の過程において、主流社会
の政府はしばしば、先住民に対して文化を本質化する圧力を加える。た
とえばカナダでは土地への権利の認定の過程で、先住民の古来の文化が
持続していること、当該の土地がその文化実践に不可欠であることの証
先住民が伝統文化を維持しつつも、
明を要求する56。このような要求は、
これを近代社会に適応させてきた営為を評価せず、先住民に対して、本
質主義的な文化主張をすることを余儀なくさせる。マイノリティの権利
主張が権利要求に連動するこのような局面にあっては、マイノリティ文
化の持続的発展を支援する観点が、政治過程に取り入れられる必要が存
在するのである。
本稿においては、フレイザーの定式化した「再配分と承認のジレンマ」
について、その妥当性を検討した。フレイザーの懸念には一定の根拠が
あるものの、
「ジレンマ」が必然的に生じるという存在論的な根拠は示
されていない。またフレイザーの議論はジェンダー問題をパラダイムに
して構築されており、マイノリティ集団一般への適用可能性は限定され
ると考えられる。さらに、
「普遍的な権利」の実現に際しても、「特殊性
の承認」が重要な契機となること、
「脱構築」を中核とする政治の有効性
が疑われることも、認識されるべきであろう。さらには、フレイザーが
理想理論と非理想理論を連続して論じており、後者における「承認」の
意義を十分に議論していない点も重要である。
このように考えるならば、
「承認の政治」一般が、マイノリティの境遇の改善に否定的に働くと想
定することはできない。むしろ、周縁化を克服し、「再配分」に資する
56

司法手続きにおける先住民の権利の認定において、厳格な審査手続きが文

化概念の本質化を引き起こしやすいこと、コミュニティの発展の観点から先住
民の権利を定義すべきこと、について Eisenberg (2011) を参照。
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ような「承認」のあり方が模索されるべきであると思われる。
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