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論　　　説

１．本稿の課題

　本稿の目的は、マイノリティ言語をめぐる政策論を概観しつつ、マイ
ノリティ文化を擁護する多文化主義の理論の有効性を検討することにあ
る。一般に多文化主義については、これを基礎づけるいくつかの有力な
アプローチがある。筆者はそれらが主題化するマイノリティの困難・ニー
ズ・社会問題に注目して、三つの類型にまとめて考えている（辻 
2013）。「文化アプローチ」はマイノリティが固有の文化を実践できるこ
とを目標にする。「支配・抑圧アプローチ」はマイノリティ集団と主流
派集団の間の支配・抑圧の関係を是正することをめざす。「コミュニティ
再建アプローチ」は、マイノリティ集団内の社会病理の克服に焦点をあ
てる。これらのアプローチの提唱する政策には、かなりの重なりがみら
れる一方で、相互に緊張が生じることもある。このうち本稿は「文化ア
プローチ」のなかのリベラル系の議論をとりあげる。このアプローチは、
多文化主義の議論の中でも最もよく知られたものであるが、近年の動向
をふまえて、その有効性を検討するものである。
　本稿の内容は以下のとおりである。はじめに、文化アプローチの起源
となるリベラル＝コミュニタリアン論争の論点を確認し、それをふまえ
て登場したウィル・キムリッカの多文化主義理論を検討する。キムリッ
カは、リベラル、コミュニタリアン両陣営の立場を、リベラルの要素を
基調にして統合するが、その過程で、「言語」が特別の重要性を付与さ
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れることになる。つぎに、キムリッカの議論を発展的に継承するアラン・
パッテンの議論を分析し、リベラル系の言語政策論の到達点について考
察する。さらに、議論に新たな要素を持ち込んだファン・パライスの理
論と、また、近年のキムリッカの立場の変化を検討して、リベラル系の
言語政策論にのこされた課題を明らかにする。

２．政策対象としての「言語」の特徴

　言語政策の内容の検討を始める前に、以下の議論を先取りして、「言
語」のもつ構造的特徴を指摘しておきたい。「言語」は、「宗教」となら
んで、マイノリティ文化の最も重要な要素として、多文化主義をめぐる
論争の中心におかれてきた。代表的論客であるテイラーやキムリッカの
議論において、言語は中核的な位置を占めている。ただし、言語は、他
の文化要素（たとえば、「宗教」など）と比較した場合に独特の性格を持っ
ており、これが政策のあり方を大きく規定する。我々は言語が以下の特
徴をあわせ持つ点に注意する必要がある。
　第一に、言語は「意味表現」の機能をもち、意味を分節化・表現し、
これを通じて文化の体系を成り立たせる。このため言語は、特定の文化・
価値規範・文化集団とむすびつき、それに所属する個人のアイデンティ
ティと結合していることが多い。個人にとって、その言語を通じた文化
実践が、自らのアイデンティティの一部を構成するのである。言語は、
この点において「宗教」と同様に、個人のアイデンティティにとっての
高い価値を持ちうる。
　第二に、しかしながら、個人のアイデンティティと言語の結びつきの
強さは、様々な条件に応じて変化するものであり、これを絶対視するこ
とは不適切である。言語は宗教とはことなり、内部に多様な価値を包摂
することが可能であり、とりわけ自由民主主義の社会においては、同一
の言語を共有する社会の中に多様な価値が共存している。それらの中に
は、言語の境界をこえて実践されているものや、他の社会から移入され
たものもある。さらに、個人が他の言語を修得して、他の社会に参加す
ることも不可能ではない。実際のところ、世界には複数の言語を日常的
に用いて生活する人は多い。このように、言語と価値志向やアイデンティ



論　　　説

北法71（6・59）1497

ティとの関係は、一義的ではない。
　第三に、言語は「意味表現」の機能にならんで、「コミュニケーション
の道具」としての側面をもつ。日常生活の必要や、職業上の作業におい
ては、後者の機能が重視されることが多い。この場合、言語には、深遠
な意味の表現よりも、多数の人々の意思疎通を媒介する役割が期待され
るのである。マイノリティ言語の流通範囲が限られている場合、マイノ
リティにとって、外部の人々と交渉し、また経済的機会を獲得するため
に、主流派の言語を修得することが有用なことが多い。この場合、マイ
ノリティは主流派の言語を身につける強い誘因を持つのであり、ここか
ら同化の圧力が生まれることになる。
　このように言語は、個人のアイデンティティと結びつきつつも、その
結合は絶対のものではなく、しかもマイノリティは主流派言語を修得す
る動機をもつ。これらの諸要素をどう評価するかに応じて、言語政策を
めぐる多様な議論が生み出されるのである。

３．寛容・受容・振興

　つぎに、言語をめぐる政策の類型を確認しておきたい。一般にマイノ
リティ文化の尊重の政策は、「寛容 toleration」・「受容 accommodation」・

「振興 promotion」の三つのレベルに分類される（Patten 2014, pp.188-
192; Patten 2009）。「寛容」とは、私的な場での文化実践を許容すること
である。寛容が問題になるのは、法令によって禁止されている行為（儀
礼のための薬物使用など）をマイノリティが求める場合である。「受容」
とは、公的な場が特定の文化によって運営されている場合に、これとは
異なる文化を持つ人々がこれにアクセスできるように、規則を緩和し、
特別の配慮をすることである。とくに公共サービスや、国家機関との交
渉（裁判など）、教育などにおける配慮が重要である。学校でのハラル・
フードの提供や、公共施設での宗教シンボルの着用許可などは、その例
である。「振興」は、マイノリティの文化実践を支援することである。
とくに公的な場で文化の実践を奨励・支援することが、振興のうえで重
要である。
　マイノリティ言語に関しては、「振興」政策の是非に関しては意見が
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分かれることも多いが、他方で、「寛容」および「受容」の政策は、容易
に受け入れられる傾向がある。言語使用は、他人に危害を加える悪質性
を持たず、しかも言語を話す行為は、他の重要な権利の実現と結びつい
ているため、「寛容」や「受容」が求められる局面が多いためである。と
くに、マイノリティ言語への「寛容」は人権尊重の観点から強く求めら
れる。「表現の自由」は、自由民主主義社会において、最も重要な人権
のひとつであるが、これが保護する対象が発言の内容だけでなく、その
表現方法（特定言語の使用など）をも含むことは、国際人権法学におい
ても、広い範囲の合意がある1。また、政府が言語使用を規制するために
私的な場における会話に介入することは、個人の「プライバシー権」の
重大な侵害であり容認できない。
　「受容」の政策も、重要な権利の保障のために、比較的容易に正当化
される。たとえば、裁判の場においては、マイノリティ言語の話者に「公
正な手続き」を保障するために、自言語の使用をみとめる、ないしは、
通訳をつけるなどの配慮が強く要請される。また、公立学校においては

「教育を受ける権利」を保障するために、主流派言語を話せない生徒の
ために、何らかの配慮が行われるのが通常である2。
　もっとも、「寛容」や「受容」のおよぶ範囲をめぐっては、意見が分か
れることもある。マイノリティの言語使用への「寛容」の要請も、他の
重要な理由によって、制約を受けることがある。たとえば、ある社会が
存続の危機に瀕する自言語を保全するために、他の言語の使用を規制す
ることがある3。また職場において、従業員の話す言語に対して規制が加

1 たとえばクルド語のメディアや出版を規制するトルコの政策は、表現の自由
に対する明白な侵害と考えられる（Patten 2009, p.108）。
2 アメリカでは、連邦最高裁の「ラウ対ニコルス」判決（1974年）において、英
語を理解しない生徒に対する救済措置を講じないことが、1964年公民権法に反
する差別的待遇であると判示された（牛田 2010, p.111）。
3 カナダ・ケベック州においては、英語の圧力に抗してフランス語の使用を促
進するために、商業看板の規制を行っている。またベルギーでは学校で生徒た
ちが話す言葉に規制を加えている。パッテンは、規制が軽微なものであり、そ
れに伴う不利益が、言語保全の目的に照らして合理的な場合には、そのような
規制が正当化される場合があるとしている（Patten 2009 p.208）。
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えられることもあり、その可否をめぐる論争が存在する。4

　「受容」の政策がもとめられる範囲も、必ずしも明確ではない。裁判
など重大な人権の保障が問題になる場合に、十分な配慮がなされるべき
ことに疑いはない。しかしながら、重要性の高くない公共サービスへの
アクセスに際して、どの程度の便宜を提供するべきかを、一律に決める
ことは困難である。広範な行政サービスをマイノリティ言語で提供する
ことは、主流派言語の習得までの例外的措置であることをこえて、むし
ろ当該言語を「振興」する政策に近いものになる5。

４．キムリッカの多文化主義理論の形成

　後述のように、キムリッカの多文化主義理論は、1980年代に展開され
たリベラル＝コミュニタリアン論争への参入を意図して形成されたもの
であり、この点に注目することで、彼の議論の特徴を理解することがで
きる。「個人の自由・自律」と「文化・共同体への帰属」の関係を問うリ
ベラル＝コミュニタリアン論争は、広範な学問分野に波及し、その論点
は多岐にわたったが、論争は90年代前半に収束にむかう。この時期に学
界では、次の二点についてコンセンサスが生じてくる（辻 2002）。第一に、
人間存在の客観的条件をめぐるコミュニタリアンの議論が、広く受け入
れられるに至った。すなわち、人間は通常、何らかの諸価値に対する長
期的コミットメントを持ち、これがその人間のアイデンティティの重要

4 アメリカの職場の中には、従業員が英語以外の言語で会話すること自体を禁
じるものがある。これらについては、職場の秩序の維持のために必要な場合が
ないとはいえないが（Gonzarez 2006）、通常は使用者が従業員への統制を強化
し、また従業員相互を孤立させる効果を狙ったものも多い。同僚とのコミュニ
ケーションを妨げられることは、従業員に精神的な負担を課することも多く、
このような規制を批判する意見が強い（Gonzarez 2006, pp.754-757; Piller 2016; 
Mowbrey 2012）．
5 「受容」と「振興」の分岐点となるのは、主流派言語をある程度話せる人に対
して、マイノリティ言語を通じたサービスを提供するかという点である。この
点は、バイリンガル教育の位置づけをめぐる論争の最大の焦点のひとつである

（牛田 2010、p.111）。
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な部分を構成すること。人間が言語と伝統を共有する社会のなかで、善
の観念や世界観を形成すること。したがって個々人の自己実現と、一定
の共同体の繁栄が相互に補完しあうこと。自由民主主義の社会も一群の
価値の共有を前提とし、それに対する構成員のコミットメントを必要と
すること、などである。第二に、リベラルの重視する、個人の自由・自
律や平等の重要性が、あらためて確認される。これらの理念は西洋近代
を通じて発展を遂げてきたのであり、高い価値を持つ。人間の価値観・
アイデンティティの形成が、人間の帰属する文化に規定されるとしても、
人間はその中において、競合する諸価値の間で選択を行うことができ、
さらに批判的検討を通じて文化を変容させてゆくこともできる。した
がって、共同体の発展や文化の振興などの名のもとに、個人の自由・自
律を安易に制約したり、不平等な慣行を是認したりするべきではないと
される。このように、リベラル・コミュニタリアン論争は、一方では、
人間存在の共同体的な次元を認識しつつ、他方では、個人の自由を擁護
するという方向に収れんするのであるが、キムリッカは、この動きをリー
ドした理論家のひとりであった。
　キムリッカは最初の著作、『リベラリズム・コミュニティ・文化』（1989）
の成立の経緯を以下のように語っている（Kymlicka 2016, pp.67-69）。彼
は、政治理論の研究をはじめた当初、ロールズやドゥウォーキンのリベ
ラルリズムに賛同していたが、やがてテイラーらのコミュニタリアニズ
ムの理論に接して文化帰属の重要性を認識する6。もっともキムリッカ
は、コミュニタリアンの議論に全面的には賛同せず、卓越主義を拒否し、
リベラルな自律の理念の擁護を試みる。この二つの立場を統合すること
が、彼の最初のプロジェクトとなったのである。このようにして生まれ
たヴィジョンを、彼は、マイノリティの権利をめぐる議論に適用した。
当時、マイノリティの権利擁護は、諸集団の共通目的を重視するコミュ
ニタリアニズムの立場から行われることが多かったが、キムリッカの理
論は、コミュニタリアニズムよりも、リベラリズムの要素に比重をおく

6 キムリッカは、特に影響を受けた論文として、テイラーの二つの論文
（'Atomism' および 'Alternative futures'）をあげている（Kymlicka 2016, p.68）。
Cf. Taylor 1985; idem 1993.
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点で斬新なものであった（Kymlicka 2016, pp.69-70）。彼の理論は、リベ
ラル系の多文化主義論の枠組みを確立するものとなったのである。
　キムリッカは、コミュニタリアンの重視する「文化帰属」と、リベラ
ルの擁護する「自律・自己決定」という二つの要素を、「選択のコンテク
スト（context of choice）」という概念によって統合する（Kymlicka 1989, 
p.166）。彼の理論によれば、自由・自律は高い価値をもつが、人間が自
由な選択をなしうるためには、それに先立って、意味のある複数の選択
肢が、与えられている必要がある。この条件を提供するのが「文化」で
ある。文化は、それに帰属する人間に対して、様々な行為の意味を与え、
人生の選択肢を提示する。すなわち、どのような生き方に意味があるの
かは、文化の中に蓄積された経験が、言語をとおしてストーリーとして
開示されることで明らかになる。したがって「豊かで安定した文化の構
造を通してのみ、人々は自らの選択肢を鮮明に意識し、それらの価値を
明瞭に吟味することができる」のである（p.165）。このように、文化に
アクセスすることにより、人間は自由を行使するために不可欠の「コン
テクスト」を獲得するのである。
　ところで、人間のアイデンティティは、特定の文化の中で物事の意味
づけを理解し、選択を積み重ねることによって形成されるので、アイデ
ンティティを形成したのちに、他の文化に移動することは困難である

（p.175）。「われわれは、人々に新しい言語や文化を学ぶ機会を提供した
としても、彼らをある文化から他の文化へと簡単に移植することはでき
ない。人間の成長過程は消去することができない。そしてそれは、その
人間がだれであるかの、重要な部分であり、将来もそうあり続ける」

（p.175）。特定の文化の中でアイデンティを形成した人は、その外の世
界では、意味のある選択肢を獲得することが困難なのである。このため、
キムリッカによれば、自らの文化へのアクセスは、意味のある人生をお
くるために不可欠であり、すべての人にとって不可欠な基本財（primary 
good）のなかに数えられるべきである。
　文化は周囲の文化の圧力によって、その存続を脅かされる場合がある。
キムリッカによれば、ある文化が解体されれば、そのメンバーは意味の
ある人生を送る環境を失い、大きな不利益を被ることになる。特定の生
き方（way of life）は、個人が選択するものであるが、その選択を行う
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文化的コンテクストは、自らが選択したものではない。したがって、マ
イノリティが文化的コンテクストの保全のために、主流派の負わないコ
ストを負うことは正義に反する（ch.9）。かくして、マイノリティ文化の
存続が外部の圧力により脅かされる場合には、これを保護する政策が必
要となる7。
　他方で、キムリッカは、文化保全の政策が、個人の自己決定を制約す
べきでないと主張する。個人は自己の所属する文化を批判的に吟味し、
変容させる自由を持つべきであり、文化の保全の目的のためにこれを制
約することは許されないのである。キムリッカはこのような主張のため
に、文化の外枠である「構造 cultural structure」は、その内実である「性
格 character」を区別する。前者はより根本に存在し、選択を行う能力
の前提となるものである。これに対して、後者は特定の生き方にかかわ
るもので、人々の選択を通じて変化する。前者は、人間に意味のある選
択肢を開示することで個人の選択を可能にするから、保全されなければ
ならない。これに対して、後者を固定することは、個人に特定の生き方
を強要し、個人の選択を制約することになるから、避けなければならな
い。とりわけ、自由・自律をさまたげる保守的な慣行が存在する場合に
は、これを内部から改革し自由化してゆくことが求められるのである

（ch.8）。
　キムリッカはこのように、リベラルとコミュニタリアンの要素を統合
する。一方で外圧による文化の破壊を避けながら、他方で、内在的な変
革を是認する。このような方法で両者のバランスをとる解決策は、のち
に多くのリベラル系理論家が採用することになる。また、その際に、自
律の価値を中核におき、それをささえる手段ないし資源として「文化」
を位置づけ、他方で自律を妨げる保守的な文化の変革を主張したことは、

7 キムリッカは、北米の先住民集団などの事例を参照しつつ、マイノリティが
固有の文化を守るために広範な権利を享受すべきことを主張する。文化を保全
するためには、独自の文化政策をおこなう権力が必要である。また土地が外部
の主体によって買収される場合や、政府に収用される場合には、共同体は解体
の危機にさらされるから、これを防止するために、経済力を持つことに加え、
土地の売買を規制する権限も不可欠なのである（ch.9）。
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リベラルの要素に重点をおくキムリッカの特徴を表すものである。この
ようにして、キムリッカはリベラルの議論を基礎にして、ここにコミュ
ニタリアンの洞察を取り込む有力な枠組を提示したのである。
　キムリッカが次に取り組んだのは、このような抽象的な原則を具体的
な集団に適用するための枠組みの構築である。『多文化時代の市民権』

（1995年）において、彼は「社会構成的文化 societal culture」の概念を導
入し、保護の対象となるべき「文化」の単位と内実を特定する（Kymlicka 
1995, ch.5）。前著で、保護の対象とされていた「文化の構造」は、「社会
構成的文化」の概念によってとってかわられる。キムリッカの定義によ
れば、社会構成的文化は、一定の地理的領域を基礎にし、共有された言
語にもとづき、人間の生活の全領域に意味を付与する包括性をもつ。社
会成的文化は、高度な自己完結性をもつものと想定され、人間は自らの
社会構成的文化と、それを具体化した包括的制度のなかで、一生を送る
ことが想定されている。社会構成的文化は、人間にとって「選択のコン
テクスト」となるものであり、意味のある人生をおくる前提として、そ
の保全が必要になる。
　キムリッカは、社会構成的文化の単位をネイション（国民集団ないし、
民族）と想定する。中央集権的な近代主権国家が形成される過程で、全
国を統一する公用語と社会制度が作られ、これにもとづく均質な国民文
化がうまれる。これが社会構成的文化であり、それを共有するのがネイ
ションである（ibid.,ch.5）。他方で、公用語の地位を獲得できなかった言
語の使用領域は縮小し、それと結びついた文化も衰退を運命づけられる。
したがって、ある文化を十全に保全するためには、そのネイションが一
定程度の自治を獲得し、自らの言語を公用語に採用し、自らの文化にも
とづいて、諸制度を構築する必要がある。
　この想定にもとづいて、キムリッカはマイノリティの集団を分類し、
それぞれのニーズを特定する。「ナショナル・マイノリティ」は、かつ
ての独立した集団として存在した歴史を持ち、現在も固有の「社会構成
的文化」を保持するものである。これらは主流派の形成する国家に組み
込まれながらも、固有の言語文化と包括的な社会制度を保持し、自治を
維持してきた（ch.2）。北米では、カナダのフランス語系マイノリティや、
先住民の諸集団がこれにあたる。ナショナル・マイノリティは、主流社



マイノリティ言語の地位をめぐる考察

北法71（6・66）1504

会の圧力に抗して、固有の社会構成的文化と社会制度を維持することを
望んでおり、これを実現することが正義の要請である。
　これに対して、独自の社会構成的文化を持たないのが、移民に代表さ
れるエスニック集団である。移民は出身地の社会構成的文化を自発的に
離脱し、新しい社会構成的文化への統合をめざす人々である。これらの
人々は、出身文化にもとづく包括的社会制度の再建を望んでおらず、文
化実践の一部を保持することのみを望む。したがって、キムリッカによ
れば、これらエスニック集団にたいしては、主流派の社会構成的文化へ
の公平な統合を図ることが適切な政策とされる。すなわち、自由民主主
義の原理に抵触しないことを条件として、マイノリティが社会制度によ
る不利な処遇を受けずに、自己の文化慣行を実践できるように配慮する
のである。

５．キムリッカ理論の問題点

　キムリッカは、多文化主義を論じるための多くの概念を作り、刺激的
な議論を展開した。それらの論点の多くについて、賛否の論争がおこっ
たが、ここでは、多文化主義政策の正当化の成否に関係する点に絞って、
キムリッカの議論の特徴と、その問題点を検討したい。
　（1）第一の問題は、リベラルとコミュニタリアンの理論の統合の仕方
にかかわる。すなわち、キムリッカの理論が、どの程度、コミュニタリ
アンの議論の力を取り込めたかという点を検討したい。コミュニタリア
ンの思想家チャールズ・テイラーは、キムリッカの試みを高く評価しつ
つも、キムリッカの理論と、コミュニタリアンの議論のあいだには、依
然として大きな隔たりがあることを指摘する（Taylor 1994a）。キムリッ
カの多文化主義論があくまで、個人の自由・自律の価値を究極の根拠に
しており、共同体の集合的目標へのコミットメントという、マイノリティ
の運動の本質をとらえていないと考える。
　テイラーによれば、キムリッカと、コミュニタリアンが、マイノリティ
文化を保全する動機は異なっている（ibid, pp.259-261）。キムリッカの理
論においては、〈その文化が、人生の選択肢にアクセスするための、利
用可能な唯一の媒体である〉、ということが、マイノリティ文化の保全
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政策の根拠である。したがって、もし他に利用可能な媒体があるならば、
当該文化を保全する必要はなくなってしまう。これに対して、コミュニ
タリアンにとって、自らの文化は、共通のコミットメントの対象であり、
それ自体で保存する価値をもつ。他に利用可能な文化があったとしても、
自文化は代替不可能であり、彼らはその存続を望むのである。
　この違いは、政策上も重要な相違をもたらす。キムリッカの考えるよ
うに、〈個人の選択肢の確保〉のみが問題であるならば、同化を行った
方が、その目的にかなう場合もあり、この場合には文化保全政策が基礎
づけられなくなる。また、マイノリティは多くの場合、子孫の代までの
文化の存続という目標を掲げるが、現存の個人の自由を基礎とするキム
リッカの議論では、その正当性を基礎づけることが困難である。さらに、
文化の保全のためには、集団的な協力が不可欠であるが、キムリッカの
議論はその可能性を制約する。すなわち、個人の自由の尊重をすべてに
優先させるため、集合的目的に賛同しない人々に、負担を負わせること
が困難になってしまう。このように、〈個人にとっての資源〉としての
有用性によって、文化の保全を基礎づけるキムリッカの主張は、〈文化
への共通のコミットメント〉というコミュニタリアンの思想の本質的な
要素を受け継いでおらず、文化保全政策を十分に正当化できないとテイ
ラーは考えるのである。
　キムリッカは、これに対して、〈人間が他の文化に移動することが困
難である〉として、この疑問を封じるのである。すなわち、他の文化へ
の移動可能性が存在しない以上、人間は他の文化への同化を望まず、自
文化の保全を追求する、と考えるのである。しかしながら、このような
応答の説得力が不十分なことは、以下の「社会構成的文化」をめぐる考
察が明らかにするとおりである。そして、文化間の移動可能性が存在す
ることを認めるならば、テイラーの批判は、キムリッカの議論の有効性
をただちに脅かすものになる8。

8 ウォルドロンなど、リベラルの論客は、他の文化を資源として利用すること
が可能であると論じ、これを根拠に、キムリッカのマイノリティ文化擁護論を
批判するのである。この点については、松元（2007）, ch.4を参照。
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　（2）第二の問題は、「社会構成的文化」という独特の概念の導入に伴っ
て生じた問題である。キムリッカは最初の著書『リベラリズム・コミュ
ニティ・文化』において、一方で外圧による文化破壊を防止し、他方で
文化の内在的な変化を是認する立場をとったが、これ自体は、マイノリ
ティ文化を尊重するための、一般的な手法であろう。これを概念化する
ために、キムリッカは文化の「構造」を「性格」から区別し、前者を保全
しつつ、後者については、変容を是認することを提唱した。問題は、制
度や政策を構築する際に、この原則をどのレベルの文化に、どのように
適用するかである。「文化」は様々なレベルで多元的・重層的に存在し
ている。たとえば、われわれは「西洋文明」、「国民文化」、「宗教」、「言
語」、「地域の慣習」などのレベルを区別することができるが、これらの
うちのどの単位の文化を保護の対象とするかが問題になる。またその際
に、保全すべき文化の「構造」を「性格」から区別する手段も必要になる

（Eisenberg 2019）。仮にその文化の存続に不可欠な要素を「構造」とし
て定義するとしても、何をもって、当該文化の存続とみるかは、解釈者
の見解に左右されるから、この区別は容易ではない。また、「外圧」に
よる破壊と「内在的変化」を区別しようとしても、実際には、外部から
の影響と、内部の運動はしばしば連動するから、両者を区別できないこ
とも多い。
　キムリッカはこれらの複雑な問題に対して、「社会構成的文化」の概
念の導入により、明快な解決策を提示した。すなわち、保全されるべき
は、「社会構成的文化」であり、その境界は第一に、国家ないしはそれ
に準じる自己完結的な政治体の境界、第二に、公用語を共有する国民文
化ないし民族文化の範囲によって確定される。社会構成的文化の地位を
持つマイノリティ文化は、保護を享受する。他方、社会構成的文化の地
位を持たない下位の文化要素の盛衰は、中立な制度条件の下での競争に
ゆだねられるのである。
　なぜ、国家ないしは自治権をもつ政治体のレベルの文化のみが、保護
の対象とされるのであろうか。この点を、キムリッカの理論に内在して
考えるならば、つぎのようなことが指摘できる。第一に、ある文化を保
全することが、特定の善の構想にコミットすることになるならば、その
ような政策はリベラルの中立性の原則に反することになってしまう。こ
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のため、保全の対象になる文化は、多様な価値観を含んだ、「薄い」も
のでなければならない。このためキムリッカは、特殊性のつよい文化要
素への支援を回避し、国家・民族レベルの文化のみを支援の対象にする
と考えられる（Carens, 2000, pp.69-73）。
　もう一つの理由は、文化を保護する根拠にかかわる。キムリッカの理
論において文化保全政策の根拠は、メンバーにとってその文化が唯一の
帰属対象であり、他の文化に移動することが困難なことである。すなわ
ち、それは高い自己完結性をもち、多くの人々の人生がその中で完結す
ることが想定されている。これにあてはまる単位として、国境と言語に
よって区分された国民文化ないし民族文化の単位がえらばれると考えら
れる。
　キムリッカは、「社会構成的文化」相互間の断絶を強調し、相互間の
通約不可能性を指摘する。キムリッカにおいて、社会構成的文化は特定
の言語と結びつき、凝集力のある意味の秩序を構成している。その内部
の諸要素は、しばしば対立を含みつつも、交渉や調整をつうじて、一定
の関係を形成している。したがって、外部から新しい文化実践を持ち込
むにあたっては、自言語への翻訳と、他の文化実践とのすり合わせ、な
いしは交渉のプロセスが必要となる。それによってはじめて、その実践
は、社会のなかで理解可能になり、存在できるものになる。このように、
社会構成的文化の自己完結性と、断絶性が強調されることになる

（Kymlicka 1995, pp.103-105）。
　しかしながら、社会構成的文化の概念を用いたこのような解決策に対
しては、多くの疑問が提起されている。第一に、ナショナル・マイノリ
ティが社会構成的文化を持つという想定の適切さが疑問視される。固有
の社会構成的文化を持つ社会は自己完結性を持ち、人々の生活が内部で
完結していることが想定される。このためにはマイノリティ社会が相当
規模の人口を持ち、独自の経済・政治・教育制度を備え、多様な活動の
場を提供できる必要がある（Spinner-Halev 2016, p.18）。しかしながら、
先進諸国のナショナル・マイノリティのなかで、これに該当するものは
ごくわずかである（Carens 2000, pp.61-64）。キムリッカが保護の対象と
して想定するマイノリティ集団のうち、カナダの先住民集団は、実際に
はこの条件を満たしていない。カナダの先住民集団の多くは、自らをネ
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イションと称しているが、それぞれの人口は数百から数万人程度にとど
まり、しかもそれぞれの構成員の半分程度は、保留地のコミュニティを
離れて都市部に居住している。彼らはまた、文化的な自足性も保持して
いない。保留地をふくめて、伝統言語のみで生活する先住民はごく少数
であり、ほとんどの先住民は英語・フランス語を用いて生活している。
このように、先住民の多くはその生活の一部を主流派社会・主流派文化
のなかで行っているのであり、自己完結的な社会構成的文化を喪失して
いるのである。
　キムリッカのあげるもう一つの例は、フランス語系住民の集まるケ
ベック州である。このコミュニティは、数百万の人口規模をもち、連邦
制の下で高度な自己完結性を備えている。しかしながら、この場合でも
自己完結性は完全なものではない（Carens 2000, pp.64-69）。ケベック州
は高度の自治権をもっているが、連邦レベルの憲法や法律は、すべての
州に適用される。住民が直接に連邦政府機関や連邦の制度と交渉する局
面も多い。連邦議会の下院は国民による直接選挙でえらばれ、主要な三
大政党は、州をまたぐ全国政党である。このように彼らの政治生活は、
州境をまたいで展開している。経済活動も同様であり、労働者は州境を
こえて各地の労働市場にアクセスできる。このようにマイノリティが主
流派と同一の国家に帰属する以上、自己完結性は必然的に限定されるの
である。キムリッカは、自己完結的文化を失ったナショナル・マイノリ
ティを、本来のモデルを逸脱した「難しい事例（hard case）」と呼び、
自らの理論があてはまらない例外的なケースと見なしている（Kymlicka 
1995, pp.100-101）。しかしながら、現実の世界においては、ナショナル・
マイノリティの多くは、自己完結性を持たないのであり、それは「例外」
であるよりも「本則」なのである（Carens 2000, pp.61-64）。
　第二に、「社会構成的文化」相互間の通約不可能性の想定も疑問視さ
れる。キムリッカ自身、今日の社会において、社会構成的文化の内実が
自由化し、多元化することを認めている。このような自由化がすすめば、
ある文化実践が、国境をまたいで実践されることも多くなる。たとえば、
キリスト教、ユダヤ教、イスラーム教は、言語や国家の境界を超えて実
践されている。各国の社会や文化のあり方によって、国ごとに一定の変
異が存在するとしても、同一の宗教的源泉が、社会構成的文化の境界を
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超えて存在し、信者に対して意味の秩序を供給している。このように通
約不可能性の想定が不適切な局面が多くなっている（Carens 2000, 
pp.69-73）。
　第三に、社会構成的文化の間の移動の不可能性についても、疑問が提
起される。キムリッカ自身みとめるとおり、移民は、自らの社会構成的
文化を離脱して、移住先の社会構成的文化への統合を求める人々である。
たしかに、社会構成的文化の境界をこえるコストは低くはないであろう
が、他の社会でも意味のある人生をおくる可能性があると想定するのは
妥当であり、移動の障害はキムリッカの理論の額面よりは、低いもので
あると思われる。
　第四に、自己完結性を持たないマイノリティ文化に保護が与えられな
い点が問題になる。自己完結性を持たない文化は、社会構成的文化の中
に存在する、ひとつの要素に過ぎないものとみなされる。このような状
況のなかでは、当該の文化が失われても、メンバーにはこの他に意味の
ある活動を行う余地が存在しているから、この文化を保全の対象にする
必要がない。国家が保障するのは、自由の条件である社会構成的文化の
存続のみであり、その内部においては、国家は個々の文化実践に対して、
中立を保たなければならない。国家はマイノリティ文化を、差別的処遇
から保護しなければならないが、それ以上の支援を与えることはできな
い。結果として、このような環境においては、マイノリティ文化が、主
流派文化の圧力に直面して、衰退することも考えられる。
　しかしながら、国家や自治政府と結びついた自己完結的言語文化のみ
に、支援を限定するのが適切なのだろうか。もともと、コミュニタリア
ンの理論は、文化や共同体が幾重にもかさなって存在することを想定す
る。テイラーの文化論からも明らかなように、人間は西洋近代の文明の
なかで、キリスト教をはじめとする宗教を信仰し、個別の国家、特定の
言語圏に属し、さらにローカルなコミュニティの伝統のなかで生きる。
そのそれぞれのレベルにおいて、文化への帰属と、個人の自由の間には、
相互補完性と緊張の両方が存在する（Taylor 1998; Parekh 2006; Parekh 
2008）。コミュニタリアンの議論は、これら多様なレベルのそれぞれに
おいて、共同性と個人の自由のバランスをとることをめざす。キムリッ
カの理論は、社会構成的文化の概念によって、これらの一部をとり出し
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て保全の対象としたが、それ以外の多くの要素を切り捨ててしまうので
ある。この点でも、キムリッカとコミュニタリアンの距離は大きい。

　以上のように、キムリッカの理論は、個人の自律と国家の中立性とい
うリベラルの原理を核にしつつ、〈個人の選択のための資源〉として文
化を位置づけることで、マイノリティ文化の保全のための広範な政策を
正当化した。しかしながら、この議論は、他の文化へのアクセスや移動
が不可能なことを前提にしている。「社会構成的文化」の概念は、この
点と整合するように構成されており、「通約不可能性」「自己完結性」「相
互の断絶」を特徴とするものであった。しかしながら、ここに見たように、
今日の民主主義諸国のマイノリティ集団がこのような性格を持つ社会構
成的文化を持たないとすれば、キムリッカの議論の説得力は大きく減じ
られることになる。

６．アラン・パッテンのリベラル多文化主義論

　それでは、「社会構成的文化」の概念の難点を解消したときに、キム
リッカ流のリベラル多文化主義論は、マイノリティの文化を保全する政
策をどの程度まで基礎づけられるのだろうか。この問いを追求したのが、
アラン・パッテンである。パッテンは「選択のコンテクストとしての文
化」、および「国家の中立性」の原理を、キムリッカから引き継ぎ、マイ
ノリティの権利の基礎づけをめざすのである9。以下ではパッテンの理論
を概観したのちに、それがマイノリティ言語の保全政策をどこまで基礎
づけられるかを検討したい。
　パッテンによれば、文化の境界を、言語やその他の単一の要素によっ
て判断することには、本質主義におちいる危険があり、回避するべきで
ある。そこでパッテンは、文化をその内実によらずに、形式的に定義す
ることを提唱する（Patten 2014, ch.2）。それぞれの社会は、メンバーを
社会化する仕組みを持っており、そこで共有されるのが文化であると定
義するのである。子供や新入者に、家族、学校、職場、メディア、政府

9 パッテンの理論の諸側面の検討として、河村（2019）、同（2020）を参照。
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機関、言語などをとおして、さまざまなルール・規範や、スキル・ノウ
ハウを教えこむ。ある集団がこのような社会化のプロセスをコントロー
ルしている場合、固有の文化を持っているとみなされる。また、社会化
の過程を共有した人々が、コミュニティの構成員とみなされるのである。
　このように定義された文化の単位は、重層的に存在するが、このうち

「言語」によって区分された単位の文化について、パッテンは詳細な検
討をくわえる。彼は、キムリッカの理論の中核概念である「社会構成的
文化」を、以下のように再構成する。文化の層のなかで、最も基礎的で
あり、構成員のすべてが共有するスキルやルールが社会構成的文化であ
る（Patten 2014, pp.62-64; Patten, 2009）。これには、読み書きや計算の
技能や、勤労の習慣、社交のルール、など、社会全体に共有される最も
基礎的な規範やスキルが含まれる。なお人々は、これを修得した後に、
さらに特殊化された規範やスキルを身につけることで、特定の活動の選
択肢にアクセスすることができるようになるが、これらの特殊な規範や
スキルは、社会の一部のメンバーのみが身につけるものである。通常、
社会構成的文化の単位は、言語の境界によって区画される。人間は、基
礎的なスキルやルールを、特定の言語で運営される制度や組織において
身につけるからである。これらのスキルやルールは、言語の適切な使用
を重要な要素としており、特定の言語と密接に結びついているのである。
したがって人間は、当該言語と、これと結びついた基礎的スキルやルー
ルの通用する範囲で、生活を営むことになる。もっとも、言語と文化の
結合は、絶対のものではない。ある集団が固有の言語を失い、他の言語
を使用するようになった場合でも、共通の制度を維持して、子孫や新入
者の社会化のプロセスをコントロールし続けるならば、社会構成的文化
と、文化実践・価値観の多くを持続させることが可能である。
　パッテンにおいて、社会構成的文化ないし言語文化は、「薄い」概念
である。彼は、言語が文化の内実を強く拘束するとは考えない。言語は
柔軟であり、中長期的にはさまざまな価値観を受け入れることができる。
リベラルな社会においては、多様な実践の選択肢が存在している。した
がって、ある社会において展開する様々な活動や信条を、他の社会でも
実践できる可能性は小さくない。
　パッテンはまた、人間が他の言語文化に移動する可能性を指摘する
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（Patten 2014, ch.3）。マイノリティの構成員は主流派社会の言語や基礎
的ルール・スキルを身につけることで、主流派社会の提供する様々な活
動の機会にアクセスすることが可能である。実際のところ、自己完結性
の低い文化集団の構成員は、二つの社会に所属して活動することが多い。
たしかに、新しい社会の言語や基礎的スキルを習得することには相当の
負担が伴うが、適切な支援が与えられれば、決して不可能なことではな
い。とくに、若い世代にとっては、このような移動の可能性は、比較的
大きい。
　以上のような、言語・文化の観念を前提として、マイノリティの話者
への適切な処遇が検討される。通常、マイノリティ言語の話者は、その
言語が保全され、それを通じた活動が持続できることを望むものである
が、このような願望は、どこまで尊重されるべきなのであろうか。この
問題を考えるにあたって、パッテンは、他の言語・文化への移動・アク
セスの可能性の有無を重視する。自言語が失われた場合に、個人が、他
の言語・文化に移動できず、人生の選択肢を持てなくなるのであれば、
正義の観点から、その消失は可能な限り防がれなければならない。他方
で、その言語が消失しても、主流派文化に移動して、意味のある人生の
選択肢を獲得できる場合には、マイノリティ言語を保全する必要は大き
く低下する。パッテンは、この二つの場合のそれぞれについて、とられ
るべき政策を検討する。

　（1）主流派文化への移動・アクセスが困難な場合として、パッテンは
次の二つのケースを想定する（pp.78-92）。①マイノリティが、主流派文
化を習得するうえで多大な労力がかかる場合。新しい社会の制度によっ
て提供される選択肢を利用するためには、言語を修得し、社交やふるま
いなどの基礎的な社会規範・スキルを習得する必要がある。こうした社
会規範のなかでも、ジェンダーや、権威への態度、労働、友情、家族な
どをめぐる規範には、文化による差異がおおきい。新入者がこれらを習
得するためには、時間と労力が必要である。②主流派が社会の主たる諸
制度をコントロールしており、マイノリティへの差別的態度により、こ
れらに対する公平なアクセスを認めない場合。この場合には、マイノリ
ティが主流派社会において、意味のある人生をおくることが困難になる。
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　これらの場合には、公平性の観点から、国家はマイノリティ文化を保
全する義務を負うと考えられる。意味のある人生の必要条件を否定する
ことは、正義の原理に照らして許されないからである。
　しかしながら、パッテンによれば、このような強力な保護が要請され
る場合は、多くない。「①言語や基礎的スキルの習得」は、年長のメンバー
については困難かもしれないが、若いメンバーについては、比較的容易
なことが多い（Patten 2014, pp.83-85, 90-92）。しかも政府は移行のため
の教育支援を行うことによって、この困難を減じることができる。また、
マイノリティ文化が衰退しつつあるとき、その文化が魅力的な選択肢を
提供できなくなっていることが多い。この場合、マイノリティのメンバー
の多くは、すでに主流派の文化を部分的に受け入れ、主流社会の中で活
動していることが多い。たとえば、主流社会のポピュラー・カルチャー
を楽しんだり、高等教育や就業のために主流派社会の制度にアクセスし
たりする。言語や文化的スキルの習得も進行しており、文化を移動する
困難は大きくないのである。このような場合、衰退したマイノリティ文
化の保全に資源を投入するよりも、主流文化への移動の支援に資源を投
入すること方が、マイノリティのメンバーに、多くの選択肢を確保する
という、政策の目的をよく達成できると考えられる。
　「②差別にもとづく排除」の問題も、過大評価するべきではないとさ
れる（Patten 2014, pp. 83-85）。たしかに、マイノリティが主流社会のな
かで不平等な処遇を受け、魅力的な選択肢へのアクセスが制限される場
合は存在する。しかしながら、マイノリティ文化が衰退している場合、
差別の影響を考慮しても、主流社会の方が、多くの選択肢を提供できる
ことが多い。この場合も、個人の選択肢の拡大のためには、マイノリティ
文化の保全よりも、主流社会への統合をめざし、差別解消の政策に、資
源を投入する方が望ましい。以上のように、パッテンによれば、文化を
移動することが困難な場合には、マイノリティ文化への強力な保護が正
当であるが、実際にはこれに該当するケースは少ないとされる。

　（2）マイノリティが、主流派文化に移動できるにもかかわらず、自文
化の中にとどまることを望む場合には、状況が大きく異なる。この場合、
自文化が衰退してもメンバーは、人生の意味喪失の危機に陥るわけでは
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ない。彼らは自らの好む生き方ができなることを理由に、自文化の保全
を望んでいるにすぎないから、その権利は弱いものにとどまる（pp.92-
92）。
　たしかに自文化の存続を求めるマイノリティの願望は自然なものであ
る。主流社会の文化が、マイノリティの望むような選択肢を提供できな
いことはしばしばおこるからである。パッテンは、この問題を「外部性」
の問題として定式化する（pp.93-94）。パッテンによれは、リベラルな社
会は多元的であるから、外部の文化要素の流入を拒否する傾向は小さい。
しかしながら、新たな文化要素の導入にあたって、賛同者の数の少なさ
が障害になる。文化実践は他人と共同で行われ、諸制度と結びついて発
展するので、賛同者が少なければ、十分な展開が難しいのである。マイ
ノリティ文化と主流派文化の間の異質性が大きい場合、賛同者を探すこ
とに困難が生じうる。このような場合に、マイノリティは自らのミュニ
ティと文化を維持することで、自らの望む生き方を継続しようとするの
である10。
　しかしながら、これによって正義の原理が、マイノリティ文化の保全
を要求することにはならない。主流派文化への移動が不可能な前述の場
合においては、個人は自文化の中にとどまるしか選択の余地がない。こ
れに対して、移動が可能な場合には、主流派文化に移動するか、移動し
ないかについて、「選択」を行うことができる。リベラルの正義の理論
において、人間は自律的な選択をおこない、その責任を引き受ける存在
である。しかも人々は自らの「選好」の形成に対しても、責任を負わな
ければならない。個人が特定の生き方をするために、自らの文化にとど
まるならば、それは個人の「選好」にもとづく自発的な「選択」である。
そして、リベラルの原理にしたがえば、「選択」からは、「責任」が生じ
るのである（Patten pp.99-102）。主流派文化への統合という選択肢があ
るにもかかわらず、自文化にとどまることを望むのであるから、マイノ
リティ自身も、それを実現するためのコストを引き受けなければならな
いのである。すなわち、社会の資源は、マイノリティと主流派の構成員

10 パッテンは、出身文化やコミュニティの存続を望み、これに帰属するとい
う願望も、このような主観的な選好に含める。
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との間で、公平に分配されなければならず、マイノリティ文化の保全の
ために要求できる資源は、主流派との公平性の考慮から、一定程度に制
限されるのである。
　パッテンは、言語集団間の正義にかなった処遇を実現するために、諸
言語集団に対して中立な制度を構想するが11、この目的のために、「中立
性」の概念を再定義する。「中立性」の定義ついては、一般に「意図

（intention）の中立性」と「効果（effect）の中立性」という二つの概念が
対置されて議論されるが、パッテンによれば、これらのいずれもが不十
分であるとされる。「意図の中立性」とは、特定の善の構想を奨励する
ことを意図した制度や政策を禁止するものである12。国家の政策がこの
基準を満たすのは、容易であり、マイノリティへの公平な処遇のために
はこれだけでは不十分である。たとえば、この基準の下では〈国家によ
る特定の宗教の優遇政策〉は、それが「その宗派の信仰内容の卓越性」
を根拠とする場合には許されないが、「政治の安定」などの、別の目的
の手段である場合には許容されてしまう。今日の自由民主主義の常識に
おいては、このような政策は容認されていないから、「中立性」の条件
はより厳しく解釈されるべきなのである（Patten 2014, p.112）。
　他方、「効果の中立性」は、その政策や制度の効果が、多様な善の観
念にもとづく活動を、同じ程度に促進する効果をもつことを要求する。

「効果の中立性」のハードルは極めて高く、ほとんどの政策がこれをパ
スできずに否定されてしまう（ibid, pp.113-114）。どのような政策でも、
様々な活動に対して、異なる効果を持つことが通常だからである。
　パッテンはこれら二つの概念の中間に、「処遇（treatment）の中立性」
の概念を提唱する（ibid, pp.115-119）。これは、公的な制度・政策が、異
なる善の観念に対して、同等の支援を提供することを求める。社会は、
それぞれのプロジェクトに同等の支援をすれば足り、すべての文化が同
程度に繁栄する効果までを追求するものではない。

11 ここでいう「中立性」は、正義の根本原理としての中立性ではなく、制度の
属性という限定された意味である（Patten 2014, pp.108-111）。
12 「意図の中立性」にはさらに、「目的（aim）の中立性」と、「正当化（justification）
の中立性」のバリエーションがある（Patten 2014, p.112）。
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　「処遇の中立性」を具体化するために、パッテンは、市場のモデルを
提示する。このモデルにおいては、すべての人が等しい購買力をもって、
多様な言語によって提供される公共サービスを購入すると想定される。
この場合、大きな言語集団むけのサービスには、それだけ多くの需要が
あり、これに対応した資源が投じられるであろう。パッテンはこのよう
な推論にもとづいて、それぞれの言語のサービスに投入される資源を、
それらの言語を選択する人数に比例させるべきと考える。マイノリティ
言語で提供される行政サービスは、その人口比を反映して、主流派言語
よりも少ない予算の範囲でまかなわれる必要がある。主流派言語による
サービスに比べて、その利便性が低下するかもしれないが、これは正義
の観点からは適切である。個人は、コストと便益を勘案しつつ、いずれ
かの言語を選択する。このような手続きが整えられれば、最終的にマイ
ノリティの文化が保全されなくても、正義の要請はみたされるというの
である。このように、キムリッカの議論と比較した場合、マイノリティ
言語の保全策は大幅に縮減されることになる。

　ところで、マイノリティ言語を公用語として振興する場合には、これ
を特定の地域と結びつける領域主義（territorialism）とることが通常で
ある。すなわち、マイノリティの集住する地域の公用語にマイノリティ
言語を採用し、これによって社会制度を運営することで、マイノリティ
のニーズを充足するのである。しかしながらパッテンは、リベラルの原
則に忠実に、個人ごとの対応を考える（Patten 2014, ch.6）。すなわち、
特定の領域と言語を結びつけず、すべての地域において、主流派言語お
よびマイノリティ言語による公共サービスを、個人の希望に応じて提供
することを提唱する。特定地域と言語を結びつける場合に比べて、個人
の選好がより公平に尊重されるためである。しかしながら、このような
パッテンの構想に対しては疑問が生じるであろう。言語の選択が全面的
に個人に委ねられた場合に、マイノリティは自言語を守ることが、可能
なのだろうか。
　この点は、テイラーの指摘した集合的行為の問題を提起する。テイラー
によれば、個人のニーズのみに基礎におくリベラルの理論は、集合的行
為の可能性を制約する。文化の保全のための集団の行為は、主流派文化



論　　　説

北法71（6・79）1517

への同化を望む一部のメンバーへの不利益となるため、正義に反するこ
とになってしまい、実行することが困難になるというのである。パッテ
ンは、この問題をどのように扱うのであろうか。
　パッテンは、この問題に対応するために、個人単位の政策を基本とし
ながらも、一定の場合に、領域主義的な制度を採用することを許容する

（Patten 2019）。これは、マイノリティ言語の保全を願いながらも、自
分だけはその負担を免れて、主流派言語を用いる（たとえば、子供を主
流派言語で運営する学校に通わせる）ような、フリーライダーの出現を
防ぐためである。言語は誰もが自由に理由できる「公共財 public good」
であるから、「ただ乗り」が生じやすく、人々の協力を確保する困難（「集
合的行為の問題 collective action problem」）が生じやすい。このような
場合に、全員を拘束する領域主義が許されるというのである。
　パッテンはこの点を、ケベックの言語立法に則して説明する（Patten 
2019）。ケベック州ではフランス語を唯一の公用語と規定し、その維持
をはかっている。その一環として、英語系住民（両親がカナダで英語で
教育をうけた者）の子弟以外が、英語で教育する公立学校に通うことを
禁止している。フランス語系住民にとっても、英語力の向上は、将来の
職業の機会を改善するので、子弟を英語系の学校に送る動機が存在する。
そこでケベック州は、フランス語の衰退を食い止めるために、フランス
語系の住民が、子弟を英語系公立学校におくることを禁じているのであ
る。
　パッテンはこの規制の正当性を、以下のように説明する。フランス語
系の住民の大多数は、フランス語コミュニティの保全を強く望んでいる
が、個人の行動がフランス語コミュニティに与える影響はわずかである
から、子供の英語教育を優先させる動機が生まれる。しかしながら、多
くの人がこのような行動をとれば、結果として、フランス語コミュニティ
自体が維持できなくなり、彼ら自身の願望が実現されないことになる。
したがって、フランス語の保全を望む人には、そのための貢献をしても
らう必要がある。ただし、ここでやっかいなのは、フリーライダーの特
定が不可能ということである。ある人が、英語系学校に子弟を送ること
を希望する場合、その人が、フリーライダーであるのか、あるいは、フ
ランス語コミュニティの維持を望んでいないのかは、外見から判断でき
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ない。フランス語を守るための規制が導入されれば、これを望まない人
の自己決定の権利が侵害されることになる。
　パッテンによれば、このようなジレンマに直面した場合、いくつかの
要素を考量して、最も公平と思われる判断を下さざるを得ない（Patten 
2019）。この事例について考えるならば、フランス語系住民の大多数が
言語の保全を望んでおり、保全に反対する人がすくないこと、また、規
制による負担が深刻でないことなどを考慮して、パッテンは規制が容認
されると考えるのである。
　このような議論を拡大すれば、パッテンの理論もある程度の集合的行
為を基礎づけることは可能になる。しかしながら、この解決策は現存の
政策を正当化するのに十分ではないことに注意すべきである。たしかに
この議論は、フランス語の存続を望んでいるフランス語系住民への規制
を正当化する。しかしながら、この議論は、英語系学校に通うことを希
望する移民の子弟に、それを禁じることを正当化しないのである。この
ような規制の是非を論じるためには「個人の選択」に加えて、移民のケ
ベック社会への統合においてフランス語の果たす役割を考慮する必要が
あり、これはケベックの共同体生活についての理解をふまえなければな
らない。実際のところ、後述のように、パッテンも「個人の自己決定」
とは別の筋からこのような考慮を行う余地を認めている。ここで検討し
たパッテンの理論は、言語政策をめぐる考慮事項の全体をカバーするも
のではないことに、注意しなければならない。

７．ファン・パライスの「共通語」論：主流派言語の普及の力学

　ここまで論じてきたように、言語は、意味を表現し分節化する機能を
持つため、その言語の話者にとって、大きな価値を持つ。しかしながら、
言語はこれと並んで、「コミュニケーションの手段」としての機能をも
つ。我々は、日常生活や職業生活などにおいて、日々の生活の課題に対
処するために、多くの人々と交渉する必要があるが、そのつど、意思疎
通のための言語が必要になる。フィリペ・ファン・パライス（Van 
Parijs 2011）は、このような特徴に着目して、言語政策について理論を
構築した。
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　この二つの観点から見た、個々の言語の有用性の評価は、必ずしも一
致しない。「意味表現」の機能のためには、深く微妙な意味を表現でき
ることに価値がある。他方で、「コミュニケーションの手段」としての
言語は、価値観を共有していない人を含め、より多くの人に共有される
ことで有用性を増す。マイリティの言語は、その話者にとって、意味表
示の機能において高い価値をもつ場合でも、コミュニケーションの機能
において、有用性が低いことがありうる。このためマイノリティにとっ
て、外部の人々と交渉し、経済的機会にアクセスするために、主流派の
言語を修得する動機が存在することが多いのである。
　ファン・パライスは、ここから、個々人の行動をとおして、「共通語
lingua franca」が生み出されてくる仕組みを、以下の二つの法則によっ
て説明する。第一に、人間が学習する言語を選択する場合には、使用す
る機会の多い言語を選択する動機が働く（Van Parijs 2011, pp.11-13）。
そのような言語を修得することで、様々な利益を得られる可能性が高い
からである。第二に、異なる言語を話す人々が集まって意思疎通をする
場合には、参加者のなかで、最も多くの人が話せる言語が選択される

（pp.13-15）。このため、話者の多い言語は、日常的な場面で使われるこ
とが多くなる。この二つの法則は結びついて相乗効果をひきおこす

（pp.15-17）。話者の多い言語はより頻繁に話され、これによって、これ
を学ぶ動機が強化され、話者がいっそう増えてゆくのである。
　ファン・パライスは、この例証として EU の組織運営に使用される言
語の変遷をあげる（ibid, pp.15-17）。EU では加盟国の言語の多くを公用
語に指定してきたが、実際に組織運営に使われてきたのは、英語・フラ
ンス語・ドイツ語の３言語であった。ところが、1995年と2004年に加盟
国が拡大し、EU 諸組織内にフランス語・ドイツ語を話せない人々が増
えたことにより、英語のみがもっぱら共通語として使われるようになっ
た。また、これをうけて、ヨーロッパでは英語の学習者が急速に増え、
多くの国民が、英語の能力を身につけるにいたったのである。
　こうしたモデルにしたがえば、マイノリティ言語は必然的に衰退の圧
力をうけることになる。マイノリティ言語の使用者が少ない分だけ、学
習のインセンティブは低くなり、話者は縮小の一途をたどるだろう。マ
イノリティ言語の意味表現機能を重視する人であっても、コミュニケ―
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ション機能に優れた主流派言語を子供に学ばせる動機が強まる。
　したがってマイノリティ言語の衰退を防ぐためには、国家や地方政府
が、自らの言語を保全するための規制を導入することが必要になる（ibid, 
pp.139-146）。しかも、その規制は、異なる言語の話者の権利に配慮し
つつも、領域主義に立つものであることが望ましい。当該の言語を公用
語に指定し、職場や教育の場での使用を義務づけることで、マイノリティ
言語の使用機会が増加し、これが、言語学習の動機を生み出す。これに
より、話者の数が増え、これがさらに使用機会を増加させる。このよう
な政策によってはじめて、マイノリティ言語は衰退を免れることができ
るのである。
　ここでは、ファン・パライスの言語的正義の理論には立ち入らないが、
彼の示した言語の盛衰の力学を考慮に入れるならば、パッテンの制度構
想の妥当性は、疑問に付されることになろう。パッテンが提唱する「個
人単位で提供される、行政サービス」は、マイノリティ言語の衰退を防
げないと考えられる。人口比によって資源が配分されれば、マイノリティ
向けの行政サービスは、主流派向けのサービスよりも劣ったものになる
ことが想定されるので、学習動機の劣位を悪化させるのみだからである。
パッテンにしたがって、個人に対する正しい処遇をめざすとしても、そ
の原理の具体化の形態として、〈人口比の資源配分〉の政策が妥当であ
るかどうかは、再考の必用があるように思われる。

８．キムリッカの立場の転換

　パッテンはキムリッカの枠組みを継承しつつも、「文化」の観念を修
正することで、マイノリティの権利を、大幅に後退させることになった。
これに対して、キムリッカは、かつての枠組みを大きく修正し、パッテ
ンに批判的なコメントを加えている（Kymlicka 2018）。その内容を要約
すれば、個人の文化的ニーズを核にする、リベラルな「文化アプローチ」
の議論を相対化し、諸集団と国家の支配関係を直接に主題化する手法に
転換するものということができる13。

13 キムリッカは自らが、第二の著書である『多文化時代の市民権』において、
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　キムリッカは、自らの初期の議論をふりかえり、それがリベラル＝コ
ミュニタリアン論争の問題意識に拘束され、その射程が限定されていた
と告白する（Kymlicka 2016; Kymlicka 2018）。そのうえで、これに対し
て、以下の２点を認識して議論に修正を加える。第一に、「選択の文化
的コンテクスト」に焦点をあてた議論の仕方をあらため、より包括的な
集団間の支配・従属を問題にする。第二に、この点を考えるにあたり、
国家による「ネイション形成 nation-building」への対処という観点から、
マイノリティの権利を論じる。
　キムリッカは、かつて、マイノリティの文化的ニーズを究極的根拠に
して、ここから派生して、マイノリティへの経済的資源の配分や、自治
権の付与を主張した。しかしながら、実際にはマイノリティ抱えるニー
ズの中核は、文化的なものとはいえない。たとえば先住民の集団は、そ
の意に反して、植民地化されて自治や領土を奪われ、強制的同化の対象
となってきた（Kymlicka 2018, p.84）。これを正当化するために、人種
主義的なイデオロギーがつくられ、先住民は自治の資格を否定され、主
流派社会からも排除された。文化の喪失の原因は、不正な政治的支配と、
領土のはく奪である。このような植民地主義の構造に取り組むためには、
文化を保全することにとどまらず、「先住民の主権」と、「主流派社会の
主権」との間に、適切な関係を築くことこそが必要である。
　フランス系カナダ人などのナショナル・マイノリティは、編入の当初
は自治権や、固有の宗教、言語の保持が保障され、正当に処遇されるこ
とも多いが（Kymlicka 2018, p.84）、やがて主流派がこの約束を破り、
マイノリティの権利を縮減するのが通常であった。不正義の是正のため
には、当初の合意に立ち戻って、両集団の関係を再構築する必要がある。
移民についても、不当な差別や同化政策をうけてきた歴史が存在する。

この転換を開始したとしている。たしかにキムリッカはこの著書において、社
会構成的文化の概念を形成する際に、ゲルナーのナショナリズム論を引用した
り、集団の類型論を構築するなど、集団と国家の関係を主題化している。しか
し多文化主義の理論構成は、依然として個人の文化的ニーズの充足を基礎とし
ている。転換が鮮明にあらわれるは、『土着語の政治』（Kymlicka 2001）におい
てであり、ここで、彼は、ネイション形成、リベラル・ナショナリズム、マイ
ノリティ・ナショナリズム、などの問題を集中的に論じることになる。
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　このような歴史的不正義が存在する場合、国家がこれらのマイノリ
ティを支配する正統性は損われ、マイノリティによる抵抗が正当化され
る（Kymlicka 2001 ch.11）。逆に言えば、国家の支配が正統なものにな
るためには、これらの集団がしかるべき権利を保障され、正当な条件で、
国家に編入されなければならない14。
　ここでキムリッカが強調するのは、近代国家において、「ネイション
形成」が不可避なことである。すなわち近代国家は、主権を担う、集団
的な行為主体たる「ネイション」を作り出すことをめざす（Kymlicka 
2001, ch.11; Kymlicka 2018, p.88）。このために国民を、共通の言語で営
まれる公的制度に統合し、言語やシンボルによって、共通の帰属意識と
アイデンティティを涵養する。キムリッカは「リベラル・ナショナリズム」
の理論にしたがって、「ネイション形成」が、自由民主主義の原理にて
らして、容認されるべきものであると考える。
　すなわち第一に、社会経済的正義の実現のために、ナショナル・アイ
デンティティの涵養が有用である。国民が共通の言語と教育制度に参加
することで、経済的機会の均等が実現する。また福祉国家を維持するた
めには、個々の国民が、困窮した他のメンバーのために犠牲を払う意志
を持つ必要があるが、見知らぬ人々の間にこのような信頼関係を生み出
すうえで、ナショナル・アイデンティティの共有が有用と考えられる。
　第二に、民主政治の機能のうえで、政治的熟議のための共通の言語が
あることが望ましい。また、民主政治においては、国民の間の信頼感が
必要であるが、ナショナルな文化とアイデンティティの共有がそのため
に有用であると考えられる（Kymlicka 2001, ch.11）。このように、均質
な言語文化とそれにもとづくナショナル・アイデンティティの涵養は、
容認されるべきなのである。

14 キムリッカによれば、リベラルの理論にしばしば欠落しているのは、国家
がマイノリティを支配することの正統性を問う視点である。ロールズ流の理論
構成において、国家の正統性は議論の前提になっており、正面から問われるこ
とがない（Kymlicka 2018）。しかしながら、歴史的には、マイノリティはしば
しばその意に反して、不利な形で国家に編入されてきたのであり、マイノリティ
によるそのような抵抗の正当性も、考察されるべき問題なのである。このよう
に、マイノリティが正当な形で国家に編入される条件が探求される必要がある。
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　このようにキムリッカによれば、単一の公用語の採用は、近代国家形
成に伴う意図せざる弊害ではなく、むしろ、ネイション形成の中核的な
要素であり、意図的なものである。すなわち国民はその言語を受け入れ、
その言語を話す国民としてのアイデンティティを涵養することを求めら
れる。これにコミットしないマイノリティは、国民集団への帰属を拒む
ものとして、強制的同化や、排除の対象となってきた。基本的人権の観
念が強まり、強制的手段が禁止される今日においても、このような同化
の圧力が働くリスクは依然として存在している。したがって、マイノリ
ティ集団への適切な処遇のためには個人へのサービスを適切に配分する
だけでは不十分であり、ナショナルなアイデンティティに修正を加え、
マイノリティ集団により強い形の承認をあたえる必要がある。そのため
には、多文化主義の一連の政策が必要である（Kymlicka 2001, ch.2; 
Kymicka 2018, pp.88-89）。すなわち、多様な人種・エスニシティ・宗教・
習慣に開かれたナショナリズムの形成、差別の除去、主流制度への「受容」
の措置、意見表明の機会の保障、マイノリティを包摂するための公的歴
史や教育カリキュラムの変更、文化に配慮した公共サービスの提供、メ
ディアにおける扱いの改善、など。独自の言語文化を持つナショナル・
マイノリティに対しては、公的承認をあたえ、複数ネイション国家とし
て、公共空間を共有する必要がある（p.57）。
　言語や文化の自己決定の権利も、以上の構想の一部に位置づけられる
べきである。キムリッカによれは、「文化的ニーズ」に焦点を絞った議
論それ自体が無効になったわけではない。それは、依然として有効であ
り、マイノリティ集団が望むのならば、そのような主張をすることが可
能である（Kymlicka 2016, p.71）。しかし、パッテンにみられるように、

「個人の文化的ニーズ」のみによるマイノリティ言語の擁護論は、単独
ではそれほど大きな力をもつわけではない。かくして、キムリッカは、
あつかうべきニーズや考慮事項の範囲を拡張し、より包括的なアプロー
チを併用する必要を強調するのである。国家と集団の支配関係全体を視
野に入れることにより、言語の保全の主張は、より強い力を獲得すると
いうのである。
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９．おわりに：リベラルな言語政策論の射程の限界

　さいごに、前期のキムリッカからパッテンに至る、リベラルな言語政
策論の到達点と射程についてまとめておきたい。第一に、理論の内在的
な説得力の程度について考えてみたい。パッテンの理論は、リベラルな
分析哲学系の理論のなかで、最も洗礼されたものであるが、重要な点で
未解決な問題をのこしている。第一に、言語を「個人の選択」の対象と
するのか、あるいは個人の選択できない「環境」と見なすかという問題
である。これを「環境」としていたキムリッカの主張を、パッテンは180
度逆転し、これを「選択」とするのであるが、この点に関しては、異論
がある（De Schutter and Ypi 2012）。少数言語集団に所属するという事
実に、補償されるべき「運」の要素を認める余地も存在するように思わ
れる。第二に、パッテンの主張するようにこれを個人の「選択」の問題
とした場合でも、選択をおこなう際の公平な背景の構造が、いかなるも
のであるかは、いまだ不確定である。ファン・パライスの指摘するよう
に、言語の盛衰に、言語集団の相対的規模が大きく影響するとすれば、

〈人口比による行政資源の配分〉という構想が妥当か否かは、再検討の
必要がある。しかも、その相対的規模が、過去の不正義に大きく規定さ
れている以上、パッテンが考慮から除外した、過去の問題を、扱う必要
が生じるであろう。このようにパッテンの議論の本筋も、盤石ではなく、
マイノリティ言語への保護をさらに拡大する余地も存在している。
　第二に、パッテンが議論から自覚的に除外した考慮要素を確認してお
く必要がある。彼は自らの言語政策論が多くの考慮要素を除外した、限
定されたものであることを明言している（Patten 2014, pp.11-24）。すな
わち、①彼の議論は、正義によって内在的に要請される点のみを扱って
おり、他の目的（たとえば平和の維持）に対して、言語政策がおよぼす
影響を考慮していない。換言すれば、正義の原理から確実に要請される
権利のみを扱い、政策決定において熟慮にゆだねられる点については扱
わない。②このうちでもさらに、正義が〈文化的ニーズ〉に関して直接
要請することのみを扱い、正義に由来する他の原理（たとえば差別の克
服など）から派生的に導かれる要請は除外している。③マイノリティ自
身の福利を根拠とする要請のみを扱い、マイノリティ言語の保護が、主
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流派などにもらす利益や、言語保全の持つ非人格的な価値などは扱わな
い。このように、マイノリティ文化を支援する様々な根拠のうち、〈正
義の観点から、マイノリティ集団の個人の文化的ニーズをみたすこと〉
のみに関心を限定しているのである。
　パッテンは、このような限定性を意識するがゆえに、他の考慮事項が、
正義に基づく自らの理論の結論を覆すことがあることをみとめる

（Patten 2014, pp.24-27）。（もちろん、その場合においても、正義の要請
が消滅することはなく、国家は当該のマイノリティの権利を実現する義
務を負い続けるのであるが）。ここで〈他の考慮事項〉としてパッテン自
身が念頭におくのは、キムリッカの指摘するような、ネイション形成に
かかわる問題群である。もっとも、これらの考慮事項を加えたときに、
マイノリティの言語権が強化されるのか、弱められるのかは見解が分か
れるところである。パッテン自身は、マイノリティの言語権が弱められ
る可能性を示唆するが、キムリッカは前述の通り、それが強化されると
考えるのである。いずれにせよ、パッテンの理論は、「正義」の概念を
掲げた固い論証を標榜しながらも、他の考慮要因によって、すくなから
ず制約されることが想定されている。我々は稿をあらためて、議論の範
囲をひろげ、マイノリティ言語をめぐる他の考慮要因を含めて検討を進
めることにしたい。
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