
ポスト多文化主義における社会統合について

――戦後イギリスにおける政策の変遷との関わりのなかで――

安達 智史＊

グローバル化の進展は，先進諸国において移民やエスニック・マイノリティ

を増加させている．それにともなう文化的多様性の増大は，ホスト社会に対し，

社会的・経済的に寄与するとともに，マジョリティの存在論的不安と社会的緊

張を高めている．従来，文化的多様性は，多文化主義によって積極的に議論さ

れてきた．だが，文化的多様性の承認は，社会の結束の膠
にかわ

とならず，逆に人々

の不安を増大させるものとして批判されている．現在，社会的結束と文化的多

様性の両立という問題が，政策的・哲学的な課題として浮上している．社会的

結束と文化的多様性の両立のためには，それらの漸次的な融和が不可欠である．

一方で，文化的多様性を抑制しつつ共通の「所属」の感覚を高め，他方で，多

様化する環境に人々を馴致させ，差異を「安全／安心」なものとして提示する

ことである．本稿は，イギリスの社会統合政策を，所属と安心／安全について

の$つの方策の関係とその変化に焦点を合わせ，分析するものである．具体的

には，戦後からサッチャー政権以前（1948 79 年），サッチャー以降の保守党

政権（1979 97 年），そして新労働党政権（1997 年 ）という%つの時期に区

分し論じる．とりわけ，シティズンシップとブリティッシュネスという観念を

機軸に据える，新労働党の新たな社会統合政策と哲学に着目する．それにより，

ポスト多文化主義における社会統合の&つの形式を提示する．

キーワード：所属と安全／安心，シティズンシップ，ポスト多文化主義

1 背景と課題 社会的結束と文化的多様性の両立

グローバル化にともなう移民や多様なエスニック・コミュニティの増大は，先進

国社会に多大なインパクトを及ぼしている．それは，一方で，老齢化した社会の人

口不足を補い活力ある労働力を供給しインフレを抑制するとともに，脱産業社会に

おいて重要な文化生産に寄与することにより，先進国の社会的・経済的・文化的発

展に重要な貢献を行っている1)．だが，他方で，文化的多様性の進展は，アイデン

ティティの存在論的不安とコミュニティ間の対立を生み出し，極右政党の台頭に見

られる「不安の政治」を顕在化させている（Goodhart 2006)2)．
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ここで浮上している課題は，文化的多様性の活力を活かしつつも，社会的平等と

それを生み出すための一体性はいかにして可能かということにある．それは，政治

哲学の分野において多文化主義をめぐる議論のなかで，1990 年代以降論じられて

いる問題である．周知のように，多文化主義は，〈公／私〉という区分と公的領域

の中立性の仮定に基づき，文化現象を私的な領域に押しとどめようとする旧来のリ

ベラリズムを批判し，あらゆる文化を真性なものと捉え，その公的承認を求めた．

それは，主流の政治過程においてマイノリティの声と代表性を高めることに貢献す

るものであった．だが，ポスト冷戦期に突入する 90 年代に入ると，多文化主義は

その社会環境と緊張をはらむようになった．共産圏の崩壊とグローバル市場の進展

は，移民や難民の流出入を促進し，その受入国の文化的複雑性をこれまでにない規

模とスピードにおいて拡大させた．それは，同時に社会の一体性や安定性を掘り崩

す要因となっている．そのようななか，多文化主義による文化的多様性の無条件の

称揚は，社会的結束を掘り崩し，結果としてコミュニティ間の隔離と不平等を生み

出すという批判を招いている．以後，多文化主義をめぐる議論は，平等か承認かと

いう問題から，多様性と結束をめぐる新たな段階，すなわち文化的多様性をいかに

して社会的結束へと収容させるかという問題へと移行している（Kymlicka［1990］

2002＝2005: 475 540）．

異質性を基調とするグローバルな社会において社会的連帯を生むためには，結束

と多様性の漸次的な融和が不可欠である．つまり，一方で，文化的多様性を抑制し

つつ共通の「所属（belonging）」の感覚を高め，他方で，多様化する環境に人々を

馴致させ，差異を「安全／安心（security）」なものとして提示することが求めら

れる（Uberoi 2007: 143）．だが，アイデンティティや所属の規定と多様性への馴

致という方途は，政
・

治
・

的
・

に
・

は対極的な方向性を有しており容易に折り合うものでは

ない．前者はマイノリティの側に社会の一体性のための条件を課す傾向にあるのに

対し，後者はマジョリティの側に多様性への適応を要求する傾向にあるからである．

では，所属と安全／安心は，どのような形態で，そしてどのような政治的事由によ

り両立するのだろうか．

この問に&つの回答を与えるため，戦後イギリスの社会統合政策の変遷を考察す

る．イギリスの社会統合政策については，佐久間孝正による包括的な研究（佐久間

1998, 2007）や，その成立過程を詳細に描いたいくつかの研究（Freeman 1979;

Bleich 2003）がすでに存在している．それに対し，本稿では，戦後イギリスの社会

統合政策を，所属と安全／安心という両立困難な$つの課題を両立させるための政

策的・哲学的な方策として捉え分析している．なかでも，所属の感覚を与えると同

時に，安全／安心と関わる多様性の位置づけやそれが許容される程度を規定する，

シティズンシップの役割に注目する（Karatani 2003）．そのような視点に基づき，

以下では，イギリスの社会統合政策の特徴を，戦後からサッチャー政権以前

（1948 79 年），サッチャー以降の保守党政権（1979 97 年），新労働党政権（1997

年 ）という%つの時期に区分し論じる．とりわけ，新労働党の新たな社会統合政
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策に着目することにより，ポスト多文化主義における社会的結束と文化的多様性の

両立のための&つの政策哲学の可能性を照射する．

2 戦後からサッチャー政権以前（1948-79 年）

!度の政策バーター

所属と安全／安心という相対立する方策は，戦後から 1970 年代まで労働党と保

守党との間の「合意の政治」において融和が図られた．具体的には，移民制限法と

人種関係法の%度のバーター（交換取引）というかたちで実現された．

2.1 所属と移民制限法

まず，前者の移民制限法を考察する．それは，1962 年英国連邦移民法，1968 年

英国連邦移民法，1971 年移民法を指している．イギリスは戦後まもなく，寛大な

1948 年国籍法を成立させた．それが「寛大」であるというのは，この法律は英国

連邦諸国を含めた(つのシティズンシップを分類したが，イギリス本国に対し「イ

ギリス市民（British Citizen）」という特別なカテゴリーを設定せ
・

ず
・

，植民地諸国に

も本国同様の権利を付与したからである．この法律に基づき，おもにアイルランド

やヨーロッパ系を中心に移民を受け入れてきた．ところが，52 年の西インド諸島

からの移民を制限するアメリカのマッカラン・ウォルター法の成立を契機に，イギ

リスへの非白人移民の流入が本格化した．その後，58 年のノッティンガムやノッ

ティンヒル地区の人種暴動に見られるように，移民やエスニック・マイノリティは

徐々に政治問題化していった．

このような背景のなか，1962 年に移民規制が盛り込まれた英国連邦移民法が，

保守党政権のもとで成立した．この法律の目的は，労働バウチャーの発行により，

移民の数を統制することにあった．重要なことは，労働バウチャーの発行数が増え

たことに加え，アイルランド共和国で発行されたイギリスのパスポートを有する者

は規制の対象から外されたのに対し，非白人によって構成されている新英国連邦諸

国からの移民への労働バウチャーが厳しく制限されたということにある．このこと

は，イギリスを構成するのにふさわしい者は白人であるということを暗に，しかし

公的に表すものであった．68 年には新たな英国連邦移民法が，労働党政権のもと

で成立した．この法律は，60 年代のアフリカの植民地諸国の独立にともなう，イ

ンド系アフリカ人のイギリスへの大量移民を規制するために設けられた．だが，そ

こには，非白人移民を制限しつつ，アフリカ在住の白人をいかに救出するかという

もう&つの課題が存在していた．このような問題に対し，この法律は，｢パトリア

リティ（patriality）｣という概念を導入し，移民の制限を図った．パトリアリティ

とは，両親か祖父母のいずれか&人がイギリスで出生するか帰化した者，あるいは

養子縁組か登録によりイギリスおよび植民地の市民となった者を指している．この

規定が意味することは，イギリス人となることができるのは，その先祖がイギリス
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本国に由来がある者，すなわち実質的には白人であるということであった．その結

果，ケニア，ウガンダ，タンザニアのアジア系は，年間わずか 1,500名がイギリス

への移住を許されたにすぎなかった．71 年には，62年と 68 年の移民法を統合した

新しい移民法が，保守党政権下において成立した．そこでは，「パトリアル（pat

rial）」と「非パトリアル（non patrial）」とがカテゴリー的に区別され，後者の入

国が制限された（Freeman 1979: 62）．パトリアルに該当する者は，イギリス本国

のパスポート保有者であろうがなかろうが，イギリスに自由に入国することができ

るようになった．同様に，アイルランド共和国の市民もパトリアルとして扱われた．

これらのことが意味することは，英国連邦諸国に住む多くの白人に，イギリスへの

自由なアクセスの権利が付与されたということである．その背面が，非白人が大半

を占める新英国連邦諸国市民の，イギリスへの自由なアクセスからの排除であった．

これら一連の移民制限法はたんに多様性を抑制するということだけではなく，

「誰がイギリス人なのか」という長年の問題に対する解決への第&歩を踏み出すこ

とを意味していた．1948 年の国籍法における英国連邦諸国市民のイギリス本国へ

の自由な移住権の付与は，イギリス本国も従属国もともに「女王の臣下」であり，

等しい権利を有するという帝国主義的なイデオロギーに基づくものであった．とこ

ろが，戦後の非白人移民の増大のなか，アイデンティティの問題が浮上し，その再

編が求められたのである．一連の移民制限法は「パトリアリティ」という規定によ

り，白人であることをイギリスのアイデンティティの中核に位置づけ，マジョリテ

ィの所属の感覚を高めるものであった（Karatani 2003: 168 70）．

2.2 安全／安心と人種関係法

以上のようなアイデンティティの限定と所属の感覚を提供する方策は，ある種そ

の交換条件として，多様性の馴致に関わる安全／安心についての政策と結びついて

いた．それは，各々の移民制限法の前後に成立した 1965年，68 年，76年における

一連の人種関係法に見られる．最初の人種関係法は，労働党が政権を奪取した翌年

の 65 年に制定された．1965 年人種関係法は，肌の色，人種，あるいはエスニシテ

ィなどの起源に基づく表現による人種主義を禁じた．また，差別の不満や問題が，

設立された「人種関係評議会」による調停によって対処されることとなった．68

年には新たな人種関係法が成立し，懸案であった住宅供給，雇用，労働組合，貸付，

保険，サービスなどの私的領域における人種差別が禁止された．また，人種関係評

議会の権限が強化され，訴訟の際に裁判所と直接関係をもつことができるようにな

り，実際差別が行われていない時にも人種差別の訴えを調査する義務が課された．

さらに，「コミュニティ関係委員会」という補完的組織が設立され，差別の禁止だ

けでなく，地域社会の調和のとれた人種関係の構築が企図された（Bleich 2003:

84; 佐久間 1998: 420 1）．76 年には，労働党政権による%度目の人種関係法が制

定された．差別の調査と是正，機会の平等化や良好な人種関係の推進，法律運営の

監視，就労規則の制定などの権限を有した「人種平等委員会」の設立などが実施さ
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れた．また，弱い形式の積極的差別是正措置である「ポジティブ・アクション」が

導入され，組織や社会におけるエスニシティの代表性に配慮するため，「エスニッ

ク・モニタリング」が積極的に行われるようになった（Bleich 2003: 108 9）．

人種関係法はその対となる移民制限法とは異なり，白人マジョリティに多様性へ

の適応と馴致という苦痛をもたらすため反発が予想された．にもかかわらず，%度

その法案が通過したのは，一方で，移民制限法成立を容認・支持した労働党のリベ

ラルが，その苦い経験とトラウマを和らげるものとして人種関係法を利用したとい

う点が挙げられる．他方で，保守党がその成立を認めたのは，治安への配慮や世論

の動向に加え，人種というホットなイシューを政治過程から排除するという点で，

労働党との間に一種のコンセンサスが成立していたからである（Freeman 1979:

43 9）．このように，所属と安全／安心のための対極的な政策は，保守党と労働党

の立場の差異（保守／リベラル）を反映する一方で，「合意の政治」によってバー

ターというかたちで妥協的に成立した．

3 保守党政権（1979-97 年) 〈ナショナル／ローカル〉の分化へ

ところが，1980 年代に入り，アイデンティティおよび所属と安全／安心の問題

への解決は，それまでのバーターから〈ナショナル／ローカル〉の区分に基づいた

分化・分断へと導かれた．それは，ナショナル・レベルにおける排外的な同化主義

の昂進と，ローカル・レベルにおける多文化主義への転換によってなされた．

3.1 所属と同化主義 ナショナル・レベル

所属と安全／安心をめぐる議論における変化は，1979 年のマーガレット・サッ

チャー率いる保守党政権の成立とともに始まった．その背景として，60 年代以降

の長期不況と高失業率，70 年代のウガンダからのアジア系の大量移民が挙げられ

る．多様性の増大によるモラル・パニックや白人労働者の困窮などの存在論的不安

を支持へと転化することが，この時期，保守党が政権を奪取するために不可欠であ

ると認識された．

サッチャーは 1975 年に党首の座に就くと，異なった文化をもつ移民やマイノリ

ティに対する白人マジョリティの存在論的不安を声高に叫び，その不安の抑制に向

け，パトリアリティに沿ったかたちで新しいシティズンシップを設定することを宣

言した（Karatani 2003: 182）．政権を奪取した 81 年に，その公約どおり従来の国

籍法と移民法とを一致させることを目的とした，新たな国籍法を制定した．この法

律では，「イギリス市民」という本国独自のカテゴリーが初めて創出され，68 年と

71 年の移民法において居住の権利を与えられた者，つまりパトリアルにその地位

が与えられた．それに加え，$つのカテゴリーが創出された．&つが，「イギリス

属領領域市民」であり，もう&つが「イギリス海外市民」であった．重要なことは，

これら$つのカテゴリーに該当する者には，自由な入国と居住の権利が与えられな
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いということであった．換言すれば，1981 年国籍法は海外市民にイギリスへの自

由な入国の権利を保障しなくなり，イギリスに生まれた者が自動的にイギリス国籍

を取得できる「出生地主義（jus soli）」をも否定し，部分的にそれを「血統主義

（jus sanguinis）」に置き換えたのである（Ward 2004: 131）．以降も，サッチャー

とメージャーによる保守党政権は，移民と難民のさらなる制限と不法移民に対する

罰則強化のための法律を成立させた．

所属をめぐる方策についての，サッチャー政権におけるもう&つの重要な法律が，

1988 年教育法である．この法律の趣旨を一言で要約すれば，これまで教育行政を

独占的に担っていた――付け加えるならば，労働党の支持基盤であった――「地方

教育局」の権限を，両親や校長，および理事会を中心とした個々の学校の運営団体

へと移し，同時にナショナル・カリキュラムの導入により中央政府による教育全体

の管理を可能にするものである．後者のナショナル・カリキュラムは，同化主義的

な性質を有していた．この改革において強調されたのが，イギリスの歴史，標準的

な英語の使用，そして宗教教育や祝祭におけるキリスト教の優先化であったためで

ある．また，統一的なカリキュラムの導入と成績という観点から学校をつねにモニ

タリングすることは，授業において中核教科以外の科目に時間を割く余裕をなくさ

せ，多文化主義や異文化の理解を進めるようなプログラムの実行を困難にした

（Troyna and Carrington 1990: 76 111）．それに対し，前者の地方教育局からの理

事会と学校の自律と権限の強化は，入学の自由登録制や親への学校選択権の付与，

学校の地方教育局からのオプト・アウト（＝離脱）を通じてなされた．

学校の自律性の強化という多文化主義的にも見える法律は，逆説的にも同化主義

を強化・補完するものであった．というのもそれは，さまざまな文化的･宗教的な

独自性の承認をもたらす一方で，自律という名の隔離により，主流社会をそれらの

異質な文化から保護することが企図されていたからである（佐久間 1998: 499

519）．

3.2 安全／安心と多文化主義 ローカル・レベル

ナショナル・レベルにおける同化主義がもたらしたエスニシティ間の隔離による

負のつけは，ローカル・レベルにおいて払わされなければならなかった．多文化・

多エスニック社会における軋轢の問題を直接被っているのは，都市部であったため

である．そのため，中央政府がニューライトにシフトしたまさにそのときに，人々

を多様性に馴致させ，安全／安心のためのローカルな運動として多文化主義や反人

種主義が影響力をもつようになった（Sarup 1991）．

ノッティングヒルの暴動（1958 年），総選挙におけるスメジック地区の移民排斥

運動の成功（1964 年），移民の脅威を訴えた保守党政治家イーノック・パウエルの

「血の河」演説（1968 年）などに見られるように，1960年代には移民の問題はロー

カルな政治において中心的な議題へと成長していた．それに対して，一連の人種関

係法をはじめ，66 年の「地方政府法」第 11条項，69 年の「地方政府助成金法」な
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ど，移民コミュニティを含めた貧困地域へのサービスや財政的支援を行う法律が存

在していた．だが，それに多文化主義というより積極的な施策や哲学が組み入れら

れるようになったのは，80 年代においてであった．その&つのきっかけが，81 年

のロンドンのブリックストン，サウソール，リバプールのトックステスなど，都市

部における一連の人種対立に起因する暴動であった．これらの暴動は，ローカル・

レベルにおける都市部剝奪地域のエスニック・マイノリティの困窮状態や彼女／彼

らが直面する特有な困難とともに，その文化的・宗教的なニーズに対する人々の関

心を高めた．

ここでは，多文化主義の問題について考察するため，ブラッドフォードの事例に

ついて紹介する．ブラッドフォードは，北イングランドに位置し，繊維業や製造業

により発展した中規模都市である．戦後にはインド亜大陸からの移民を大量に受け

入れ，エスニック・マイノリティの割合が 20％を超す（2001 年時点）多文化・多

民族都市である．多文化主義とブラッドフォードの名が結びつくようになったのは，

諸都市において暴動が生じた 1981 年末に，人種関係改善についての先駆的な声明

である「人種関係――12 の重点計画」を発したことによる．その声明のなかで，

ブラッドフォード議会が，自身を雇用者やサービス供給者としたポジティブ・アク

ションを通じて，エスニック・マイノリティが被る不利益や不公正を改善するとと

もに，多様な民族的あるいは文化的アイデンティティを尊重することがうたわれた

（Singh 2002: 198）．具体的には，行政機関における人種差別認知トレーニングや

エスニック・モニタリング，ムスリム児童のためのハラール・ミートの給食への導

入や女子の別学級など，宗教や文化に配慮した政策が実行された．

ところが，多文化社会に向けた展開には激しい抵抗が待ち受けていた．たとえば，

1983 年に多文化主義の推進のための地方行政メモが発表されたが，各学校の校長

は，それを学校の伝統的な権威と権利に対する地方教育局の官僚主義的介入として

受け止め，全国校長協会のブラッドフォード支部はそのメモに正式に反対した（富

岡 1998: 602 14）．84 年には，ドラモンド中学校の校長が，多文化主義寄りの地方

教育局や，エスニック・マイノリティの児童とその両親を批判し物議をかもした

「ハニフォード事件」が起こった．ハニフォード校長は後に職を追われることとな

るが，多文化主義をめぐる全国規模の論争が続いた．それは，以後優勢になる多文

化主義と旧来の伝統的なイギリスの価値との間の対立を表象するものであった．

イスラムやその他の宗教やエスニック・マイノリティの影響力の増大も，微妙で

困難な雰囲気をもたらした．地方教育局は，その影響下からムスリム・コミュニテ

ィの離脱を恐れるために譲歩し，労働党も保守党もその票をめぐりムスリムの要求

に対して妥協を図った．そのことは，ブラッドフォードに「沈黙の文化」をもたら

し，後に見るように，エスニック・コミュニティの主流社会からの隔離に拍車をか

けた．また，人種主義認知トレーニングに対する反発や財政的・道徳的支援の欠

如は，職員間に潜在的な対立を残し，人種差別をより巧妙なものへと変化させた

（Singh 2002: 120 1）．中央政府の多文化主義への無理解もこの状況を悪化させた．
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この時期，所属と安全／安心の政策の関係において重要なことは，ローカル・レ

ベルにおける多文化主義が，結果として，ナショナル・レベルにおける同化主義に

おいて統合困難な者を排除するために，補完的に機能していたということである．

4 新労働党の社会統合政策（1997 年- ）

シティズンシップとブリティッシュネス

冒頭で見たように，多様性と結束の両立の問題はグローバル化が本格化した近年

とみに議論されている．1997 年に政権を奪取したブレア率いる新労働党も，その

課題を当初から強く意識していた．とりわけ，2001 年におけるニューヨークの同

時多発テロ，および後に見る北イングランドにおける人種対立に起因する暴動は，

新労働党に，社会的結束と文化的多様性の両立，およびそれを可能にする所属と安

全／安心をめぐる新たなる哲学と政策の本格的な構築への着手を促した．

労働党の 18 年ぶりの政権獲得は，1976 年以来途絶えていた人種関係改善と平等

のための法律の更新をもたらした．その動きを後押ししたのが，99 年の『マクフ

ァーソン報告』の発表であった．『マクファーソン報告』は，93 年にロンドンにて

生じたカリブ系の若者スティーブン・ローレンス殺害事件についての調査報告書で

ある．この報告書が焦点を当てたのは，事件そのものではなく，その事件に対する

警察の捜査とその組織のあり方であった．『マクファーソン報告』によると，警察

はローレンスの母親を見下したり，事件の目撃者かつ被害者であるローレンスの非

白人の友人を不当に容疑者として捉えるなど，マイノリティに対し差別的に接し，

その証拠や証言をまともに取り扱わなかった．結果，容疑者であった2人の白人の

若者は証拠不十分で無罪となった．『マクファーソン報告』は，ローレンス事件に

おける警察によるマイノリティの取り扱いを，「制度的人種主義」と規定し，組織

に根づく不平等と差別を克明と描き出した（Macpherson 1999）．この報告書は社

会に大きな衝撃を与え，制度的人種主義という考えは中央政府を含め広く受け入れ

られた．

その結果，イギリスの社会制度と組織に根づいた人種主義を防止し，良好な人種

間関係を促進するため，2000 年に人種関係法が改定された．この法律は，雇用者，

政策立案者，サービス供給者などの公的機関に人種的平等やより積極的な人種関係

の構築のための義務を課し，限られた例外を除き，警察を含めた公的機関における

差別のさらなる撤廃を目的とした．人種間の平等のための消極的な義務だけでなく，

その関係を積極的に促進する一般的な義務も課された．それは，不法な人種的不平

等や差別が生じる前に，予防措置を講じることを求めるものであった．多くの組織

は，新規採用を含め，人種間のバランスにも配慮しなければならなくなった．その

ような義務は 1976 年の人種関係法においても存在していたが，より広い機関に適

用され，活動の成果に対する評価を個々の公的機関に委ねないようにするなど，よ

り厳格なものになった．加えて，人種平等促進のための計画や戦略の作成，公開，
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職員の採用，訓練，昇進等におけるエスニック・モニタリングがなされ，その結果

著しい人種間の不公正が発見された場合，是正を行うなどの特別な義務も課された

（岡久 2008: 228 9）．また，人種間の平等と関係構築のために，人種平等委員会に

より強い権限が与えられ，差別についての法的根拠を有する公的機関への就労規則

の策定が義務づけられた．

人種間の安全／安心を作り出す人種関係法の成立は，サッチャー保守党政権以前

と同様にバーターとしての移民法の制定を予感させ，事実，新たな移民関連法が成

立した．だが，それはかつてのような妥協と折衷を意味するものではなかった．そ

の事情は，新たな移民法の枠組みを提示するために 2002 年に提出された，内務相

ディビッド・ブランケットによる白書『ゆるぎない境界，安全な避難所――現代イ

ギリスにおける多様性をともなう統合』のなかに看取することができる．この白書

の目的は，タイトルに示唆されているように，社会統合のための$つの指針を示す

ことにあった．第&に，移民や難民に対する圧力に対し，イギリスにとってより有

益な労働力を計画的に選別し，それ以外の移民に対する境界をコントロールするた

めの指針を示すこと，第$に，移民の統合のための条件を提示することであった．

このような目的が掲げられたのには，冒頭でも述べた両立困難な$つの課題の克服

が背景として存在している．すなわち，グローバル化および成熟化した社会におい

て，安価で質の良い労働力を獲得し市場の需要を満たすこと3)，そして，大量の移

民の到来やエスニック・マイノリティ人口の増大に対する国内の反発を和らげるこ

とである（Blunkett 2002: 23 8）．

後者について具体的に念頭に置かれている事態が，2001 年の北イングランド

――オルダム，バーンリィ，そして 1980 年代に多文化主義へと転じたブラッドフ

ォード――における，過去最悪規模の人種間関係に起因する一連の暴動であった．

暴動の後，政府機関によるさまざまな報告書が提出され，そのなかで，暴動の原因

としてコミュニティ間の「平行生活」が問題視された．平行生活とは，｢互いのコ

ミュニティについての無知が，恐怖や悪魔化に発展｣し，「その結果，非寛容，差別，

そして極端な場合，暴力」を生み出すような負のサイクルが存在する状態を指して

いる（Cantle 2001: 9）．そこで，異なったコミュニティが共属するようなアイデン

ティティや交流のための基盤の欠如が指摘された．

アイデンティティの問題を克服し，両立困難な$つの課題を乗り越えるために提

示されたのが，「シティズンシップ」という考え方であった．ブランケットによる

白書が提示しているように，新労働党によるシティズンシップとは，たんにイギリ

スのパスポートを有しているという権利の問題ではなく，「イギリス社会への完全

な参加への強いコミットメントと，新しい市民が社会的結束へ貢献する際，その部

分になることができるということへの承認」（Blunkett 2002: 30）を意味するもの

である．つまり，ルールを遵守し，市民社会へ参与し続ける義務と意思こそが，イ

ギリス社会に参入するための条件とされた．

この白書による提起は，シティズンシップについての重要な法律に帰結した．そ
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れは，2002 年 11 月に成立した国籍移民庇護法である．この法律では，移民の帰化

のための新たな要件が規定された．それは，市民としてのアイデンティティの感覚，

共有された諸価値，英語能力，そしてイギリスについての諸知識と，生活のための

実践的な能力である4)．帰化のための英語能力は 1981 年の国籍法においてすでに

課されていたが、厳格に実施されてこなかった．だが，主流社会への参与と統合の

ためにも，英語能力や生活に必要な基礎的・実践的知識は不可欠である．加えて，

シティズンシップ獲得のための式典と宣誓が義務づけられた．これは，オーストラ

リア，カナダ，アメリカなどの伝統的移民国において行われているもので，新たに

市民となる者により広い社会への貢献を促し，その一員として自覚させることを目

的としている．市長や町の有力者，市民も，移民を受け入れ，歓待するために式典

への出席が促されている．

シティズンシップの規定は、移民の帰化条件という外在的な区別によってだけで

はなく，教育を通じて内在的にも行われている．ブレア新労働党政府はその成立直

後から，白書『学校における卓越（Excellence in Schools）』（1997 年）をはじめと

してシティズンシップ教育の義務化に向けた積極的な姿勢を示していた．シティズ

ンシップは，1988 年教育法においても必修ではないが，「カリキュラム横断テー

マ」として教えることが提唱されていた．だが，すでに述べたように，基礎学力重

視のカリキュラムにおいて重要な意義を与えられてこなかった．それに対し，ブレ

ア政権は，道徳の退廃，市民社会の衰退，若者のアパシーなどを課題とし，望まし

きネイションの資質としてシティズンシップを強調した．シティズンシップのなか

にはマイノリティとマジョリティとの関係構築も含まれており，とりわけ，2001

年の暴動の後は市民社会やコミュニティを巻き込み，多文化社会への理解が促され

ている．このことは，イギリス人の条件は肌の色や文化的生活様式のなかではなく，

民主主義，寛容，参加を通じた社会への持続的なコミットメントのなかに存在する

ということを意味している．

シティズンシップという抽象的な価値を，結束のための具体的な社会的表象へと

結実するために提唱されているのが，｢ブリティッシュネス＝イギリス人性（Bri

tishness）」という観念である．新労働党政府は，多文化社会における対立を抑制

し，一体性を形成するためにこの用語を用いている．重要なことは，ブリティッシ

ュネスの強調が，1980 年代以降展開されてきた多文化主義の限界への認識から生

じてきているということである．新労働党および中道左派の論客によると，一方で，

多文化主義は「黒人のための，黒人による，黒人の問題についてなされるプログラ

ム」という狭隘な目的に終始し，白人マジョリティを含めた主流社会の改変を妨げ

る「賄賂」として機能している．他方で，それはマジョリティの存在論的不安への

配慮を欠き，極右勢力による反動を呼び込んでいる（Alibhai Brown 2000: 48 53）．

そのため，多文化主義による文化の過剰摂取は，2001 年の暴動に見られるように，

事態を悪化させてしまうだけである．統一性なき多様性は社会に分裂をもたらし，

多文化主義を補完する寛容，自由，民主主義といった抽象的な諸価値もそれ自身で
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は結束を生み出すことができない．そこで，多様性を許容しつつも，さまざまな

人々がコミットすることのできる具体的な社会表象が要請されている．

その表象として新労働党が提示しているのが，ブリティッシュネスという観念で

ある．一見するとそれは同化主義的な響きを有しているが，その内容は，保守党や

極右政党が規定しようとするような，白人，イングランド，ビクトリア期を中心と

する過去志向的なものではない．むしろ，「『われわれは誰か？』ということではな

く，『われわれは誰になりたいのか？』」（The Guardian, January 13, 2006）とい

う新労働党議員ジョン・デンハムの言葉に表されているように，それは現在と未来

の議論に開かれたものとして捉えられている．その観念は，白人のみならず，アイ

ルランド，イスラム，ユダヤなどの諸価値や文化による貢献が含まれていると同時

に，それらを包摂する民主主義的な価値を表すものとして提示されている5)．ブリ

ティッシュネスという共通のアイデンティティと所属の感覚とが，差異あるコミュ

ニティの間の媒介となることで，その平等と交流を担保すると考えられている．そ

のため，人種平等委員会の委員長トレバー・フィリップスは，「統合とブリティッ

シュネスとが，人種主義に対する戦いと無関係であるとする者に同意しない」と宣

言している（The Guardian, May 28, 2004）．

以上のように，ブリティッシュネスというアイデンティティの共有と多様性の尊

重や差別への闘いは，新労働党にあってかつてのように妥協やバーターによる関係

ではなく，不可分なものとして結びつけられている．

5 結びにかえて ポスト多文化主義における社会統合

イギリスにおける政策の変遷の分析は，政治哲学における，とりわけポスト多文

化主義をめぐる論争に，有益な素材を提供するものである．冒頭で示したように，

多文化主義は，一方で，公的領域における公正と承認を目指し従来のリベラリズム

を批判した．だが，他方で，多文化主義それ自身は社会を結びつける膠，つまり

「集合表象」にはなりえず，悪くすると社会の分裂を生み出し，それが求めた当の

ものであるコミュニティ間の寛容と平等すらも掘り崩してしまうという批判を受け

ている．このような文化的多様性と社会的結束をめぐるジレンマに対し，1990 年

代以降，政治哲学においてリベラル・ナショナリズム論という立場が議論されてい

る．リベラル・ナショナリズム論とは，｢リベラルな社会関係の重要な基礎にナシ

ョナリティを位置づけ，ネイション＝国民（nation）という抽象的なアイデンティ

ティと，それに基づくシティズンシップにより自由・平等・連帯を基礎づけつつ，

諸民族（ethnicities）の多様性・独自性を承認する立場｣である．この立場が主張

するのは，ある種のナショナル・アイデンティティの共有が，あらゆる人々の主流

社会への継続的な参加とコミットメントを生み，それがコミュニティ間の交流とそ

の多様性の承認をもたらし，ひいては従来の公的文化を多様性により開かれたかた

ちに変容させるということにある（Kymlicka 2001）．
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イギリスの新労働党によるブリティッシュネスとシティズンシップを用いた社会

統合政策と哲学は，リベラル・ナショナリズム論の&つの典型事例である．それは

多文化主義への批判を介し提出されており，多様性と結束の対立を念頭に置いてい

るということからもうかがえる．新労働党は，ブリティッシュネスを，民主主義や

寛容など従来のイギリスの諸価値と歴史性をその構成部分として前提とする一方で，

デュアル・アイデンティティを許容し，多様性と変化を可能にする社会表象として

提示している．それにより，多文化主義において克服できなかった社会的結束と文

化的多様性という両立困難な価値を達成しようとしている．それは，民族共同体と

してのイングランドやスコットランドなどから区別された，政治共同体としての

「イギリス（Britain）」という観念を利用・再創造することによって図られている．
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表" 三つの時期の社会統合政策の特質

図" 所属と安全／安心の関係



以上の議論は，表&および図&のようにまとめられる．本稿が着目したのは，多

様性と結束を生み出すための，所属と安全／安心という政治的に対立する施策と，

それらの関連づけであった．戦後における合意の時代には，それは移民制限法と人

種関係法のバーターにより妥協が図られた．サッチャー保守党政権においては，そ

れはナショナルな同化主義と，ローカルな多文化主義との分化・分断によって実行

された．新労働党政権では，保守党時代の同化主義と多文化主義の相互補完により

生み出された隔離政策による，コミュニティ間の平行生活を問題視し，イギリスの

共通価値を体現するシティズンシップと，人々が具体的にコミットすることができ

る社会表象たるブリティッシュネスという観念を媒介に，所属と安全／安心を結び

つけた．このとき，ブリティッシュネスの観念の変化が重要となる．戦後，社会統

合はそれ程重要な課題ではなく，ブリティッシュネスやシティズンシップは厳格に

定められず，むしろ女王の臣下という帝国主義的イデオロギーのもと，移民を寛容

に受け入れてきた．だが，以後の非白人移民の増大にともない，アイデンティティ

と所属の問題が焦眉なものとなっていく．そのなかで，マジョリティに所属の感覚

を与えるため，イギリス人を非白人移民の制限という消極的な方法を通じて規定し

た．1970 年代末にサッチャー率いる保守党が政権を奪取すると，人々の存在論的

不安に対処するため，ブリティッシュネスはイングランド中心の保守的なものとし

て積極的に定義されるようになった．だが，この段階では，ブリティッシュネスは

義務的なシティズンシップとは結びついておらず，たんに形式的な権利や資格の問

題として捉えられた．ブレア政権に入ると，シティズンシップやブリティッシュネ

スの規定は，より開かれ，また実質的なものとなった．それは，属性に基づく権利

ではなく，獲得可能な義務と結びつけ考えられるようになっている．

ある種のナショナル・アイデンティティとシティズンシップの結びつきによる社

会統合というビジョンは，政治哲学の水準だけでなく，「新しい同化（new assi

milation）」という政策的な潮流として注目されつつある（Joppke and Morawska

eds. 2003）．それは，同化についての全面的，文化的，有機的な解釈を批判しつつ，

その社会経済的・部分的・民主的な変化を生み出す積極的な側面に着目するととも

に，平等や連帯という観点からシティズンシップやナショナル・アイデンティティ

を評価するものである．具体的には，1980 年代以降のフランスの市民共和制に基

づく統合政策，99 年のドイツ国籍法改正による血統主義から出生地主義への部分

的転換，そしてイギリスの社会統合政策を挙げることができる．これらの政策は，

社会統合と多文化主義の対立を乗り越えようとする政策的運動として捉えることが

できる．

むろん，これらの施策や哲学にも批判がある．たとえば，これらの議論は自発的

で合法的な移民を前提としているが，近年急速に増大する難民や不法移民などを対

象にできず，正義論の観点から不十分であること（井上 2003）．シティズンシップ

や結束の強調が，スカーフ問題にみる文化的差異に基づくコンフリクトへの対応に

おいて弾力性の欠如を招き，マイノリティの貧困を暗にその統合の欠如に起因させ，
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人種差別や不平等への直接的改善を妨げる「偽薬」となっていること（Gillborn

2006）．あるいは，ブリティッシュネスという観念へのコミットメントが理想的な

社会統合にはたす機能は，実際には「限定的」ないし「アンビバレンツ」であるこ

と（Adachi 2009），などである．

ただ，ポスト多文化主義，とりわけアフター・テロリズムという歴史的状況を鑑

みるとき，新労働党政府の新たな社会統合政策は，社会的結束と文化的多様性の両

立という困難な課題を達成するための興味深い政策的・哲学的「実験」（佐久間

2007）といえよう．

［付記］ 本稿は平成 20-&年度日本学術振興会特別研究員研究奨励費交付による研究成果の 部

である。

［注］

1） OECD のデータによると，2020 年には先進国において、移民なくしてその労働力需要を満た

すことはほぼ困難になると見られている．また，本稿が対象とするイギリスでは，白人ネイテ

ィブの人口はマイナスに転じており，高齢社会に突入するなかで移民やエスニック・マイノリ

ティによる（再）生産部門における貢献は大きい．実際，1990 年代半ば以降のイギリス経済の

好況は純移民数の増大とパラレルであり，ある研究によると，イギリスの 2004/05 年の合計の

GDP 増加率のうち，実に 20％弱が移民の直接的効果であるとされている（Riley and Weale

2006）．

2） 国際社会調査計画（International Social Survey Program）のデータは，ヨーロッパにおいて

移民に対する人々の態度が，1995 年から 2003 年の間に総じて悪化していることを示している．

興味深いことに，その経済的寄与に対する態度における変化はわずかであるのに対し，マイノ

リティの文化への寛容さや評価が減少し，犯罪等への不安が増大している．

3） 雇用技能省のデータによると，2001 年におけるイギリスの不足労働者数は合計で約 76 万

5000 人に上り，かつその過半数は充足が困難であると見込まれている（Employers Skill Sur-

vey 2001）．

4） シティズンシップ獲得のために必要とされる知識は多岐にわたっており，国家制度から，多

文化社会，法律，雇用，援助と情報，日常的ニーズなどテーマが分かれている．そのなかには，

隣人との関係構築や公共サービスへのアクセスなど，市民社会に必要な実践的な内容が数多く

含まれている（Crick 2003: 14-6）．

5） 現首相のゴードン・ブラウンは次のように述べている．「イギリスについての私のビジョン

は，多様性，いわば多エスニック性と多民族性とを祝うところから来ています．……私はブリ

ティッシュネスを，外向的で，開放的で，民主主義と寛容とにコミットする国際主義者を表す

ものとして理解しています」（The Guardian, November 12, 1998）．
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Globalization has accelerated the flux of immigrants and increased the number of

ethnic minorities and the degree of cultural diversity. On the one hand, immigrants

and ethnic minorities have a positive effect, both socially and economically, on the

host society. On the other hand, the rise of cultural diversity led by them has

resulted in ontological insecurity among the majority. Multiculturalism has

conventionally perceived the issue of diversity as positive. However, Multicultural

ism has been criticized recently because the recognition of cultural diversity does

not create common ground among different groups, but instead, intensifies social

tension. A new philosophy and policy is required to address the issues of social unity

and cultural diversity.

The appeasement between social unity and cultural diversity requires two way

processes. The first is to reduce cultural diversity and promote a sense of common

“belonging,”and the second is to enable people to adapt to diversity and increase

the feeling of“security”toward diversity. These two processes, however, are

politically opposed. How can they be compatible? This paperworks on this question

by exploring the social integration policy in Britain. I divide Britainʼs social

integration policy into three stages on the basis of the relationship between

belonging and security: after WWII till 1979, Thatcher and Majorʼs Conservative

Government（1979 97）, and Blairʼs new Labour Government（1997 ）. The

appeasement of belonging and security has been achieved by the three political

barters between anti immigration laws and racial relation laws in the first stage, by

the division between national assimilation policy and local multiculturalism policy in

the second stage, and by citizenship policy and Britishness as a liberal form of

national identity in the third stage. This paper focuses on the social integration

policy and philosophy of the new Labour Government because it proposes a post

multiculturalism discourse for social integration.

Keywords: belonging and security, citizenship, post multiculturalism
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