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本報告の目的

●本報告の目的│メアリー・ホークスワース著（新井・左髙・島

袋・見崎共訳）『ジェンダーと政治理論——インターセクショナ

ルなフェミニズムの地平』（明石書店、2022年）に関して、その

概要、意義、課題についてそれぞれ論じること

⇒今回は、報告者の専門である「ジェンダーと政治」研究の立場か

ら見た意義と課題にフォーカスして論じていく。
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本報告の概要

０．自己紹介

１．『ジェンダーと政治理論』を翻訳するに至るまで

２．本書の概要

３．本書の意義

４．本書の課題

５．まとめ
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０．自己紹介

●名前│左髙 慎也（さだか しんや）

●所属│名古屋大学大学院 法学研究科 博士後期課程

●研究関心│政治学、ジェンダーと政治、制度論

⇒とりわけ、フェミニスト制度論(Feminist Institutionalism)を理論

的な視座から考察することに関心を持っている。

⇒政治学における諸概念を、フェミニズム的／ジェンダー的な視座

から再検討することで、その暗黙の前提を明らかにすると同時に、

より望ましい理論化を提案したいという問題関心

●https://researchmap.jp/shinya.sadaka
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１．『ジェンダーと政治理論』を翻訳するに至るまで



１.『ジェンダーと政治理論』を翻訳するに至るまで

●翻訳書出版のきっかけは、名古屋大学ジェンダー・リサーチ・ラ

イブラリで開催されている「フェミニズム・ジェンダー読書会」

⇒フェミニズム・ジェンダーに対する関心を共有しながらも、それ

ぞれ研究分野を異にする、新井（経済学）、島袋（教育社会学）、

見崎（社会経済史）、左髙（政治学）が出会った。

●「フェミニズム・ジェンダー読書会」での議論を何らかのかたち

で研究成果として公開したいということで、翻訳書の刊行に取り

組むことになった。
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１.『ジェンダーと政治理論』を翻訳するに至るまで

●各訳者が複数の候補文献を持ち寄り検討を重ねた結果、Mary 

Hawkesworth (2019) Gender and Political Theory, Polityを翻訳

することになった。

●選定のポイント

✓「インターセクショナリティ」を基軸に据えた議論

✓フェミニズム理論のみならず、批判的人種理論、ポストコロニアル理論、

クィア理論、トランス* 理論の最新の動向をもフォローした議論

✓巻末に収録されている豊富な参考文献
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２．本書の概要



２．本書の概要
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２．本書の概要

●Polity出版社のAnd Political Theoryシリーズの一冊

●著者は、政治学・フェミニズム理論を専門とするメアリー・ホーク

スワース（Mary Hawkesworth）

✓Signs: Journal of Women in Culture and Society の編集長（2005~2015年）

✓The Oxford Handbook of Feminist Theory（Hawkesworth and Disch 2016）の編

者の一人

✓詳細なプロフィールはラトガーズ大学のホームページを参照
（https://womens-studies.rutgers.edu/faculty/graduate-faculty/251-mary-hawkesworth）
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２．本書の概要

●本書の目次（より詳細な目次は、https://www.akashi.co.jp/book/b606016.htmlを参照）

第一章 性別化された身体——挑発

第二章 ジェンダーを概念化する

第三章 身体化＝身体性を理論化する

第四章 公的なものと私的なものを描き直す

第五章 国家と国民を分析する

第六章 不正義の概念をつくり直す

日本語版の読者へ
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第一章 性別化された身体——挑発

●「バンクーバー・レイプ被害者救援協会 対 ニクソンほか事件」

における判決が突きつける数多くの難問

⇒これらの問いに政治理論の西洋的伝統（＝正典 canon）は即答す

ることができない。

●フェミニズム理論のみならず、批判的人種理論、ポストコロニア

ル理論、クィア理論、トランス*理論を参照することの必要性

●「本書は、批判的人種理論、フェミニズム理論、ポストコロニアル理論、

クィア理論、トランス* 理論における洞察を活用することによって、正義に
関する一般的理論の射程に疑義を唱え、有害な国家の行為と不作為を可視化

し、訴えることを可能にするような方法で、不正義の概念化を拡張する。」

（Hawkesworth 2019: 11=2022: 22-23） 12



第二章 ジェンダーを概念化する

●フェミニズムによる「ジェンダー」概念の理論化が、どのような

道のりを歩んできたのかを、「セックス」や「セクシュアリ

ティ」との関係性を射程に入れたうえで追跡する。

●「ジェンダー」概念がどのような経緯で生み出され、どのような

意味で用いられてきたのかを批判的に検討する。
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第三章 身体化＝身体性を理論化する

●西洋政治理論の正典が、「人間本性」の名の下にどれほど身体化

＝身体性を排除してきたのかを明らかにする。

●身体化＝身体性を中心的なものとして位置づけるフェミニズム理

論、批判的人種理論、ポストコロニアル理論、クィア理論、トラ

ンス*理論の諸議論を参照しつつ、身体化＝身体性の重要性にあら

ためて注意を喚起する。
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第四章 公的なものと私的なものを描き直す

●フェミニズム理論、批判的人種理論、ポストコロニアル理論、

クィア理論、トランス*理論が、政治理論の正典における公／私二

元論をどのように批判してきたのかを検討する。

●そのうえで、こうした公／私二元論批判が、結婚や身体の商品化

をはじめとする現代的トピックにおいても重要な位置を占めてい

ることを、実例を交えながら明らかにする。
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第五章 国家と国民を分析する

●国家を中立的な機関として理解する西洋政治理論の正典に異議を

申し立てる。

●上記の理解とは対照的に、国家は作為ないし不作為を通じてジェ

ンダー化・人種化・植民地化・異性愛化に歴史的に加担してきた

ことを明らかにする。

●「国家は、人種化、ジェンダー化、セクシュアリティ化された主体や市民の

生産において重大な役割を果たしている。国家に関する概念化の主要なもの

は、これらの権力関係を神秘化しており、市民の人種化、ジェンダー化、異

性愛化に際して国家が果たす役割についての無知をさらに是認している。」

（Hawkesworth 2019: 120=2022: 180） 16



第六章 不正義の概念をつくり直す

●西洋政治理論の正典の枠内では認知できないような、国家による

不正義の形式を明らかにする。

●そのうえで、国家に依拠するかたちで正義にアプローチするだけ

では不十分であることを指摘する。

●「国家は自らを正義の分配者、自由と平等の守護者として位置づけることで、

人種的不平等、ジェンダー不平等、性的不平等をつくり出し再生産する国家

自身の役割を隠蔽している。」（Hawkesworth 2019: 183=2022: 267）
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第六章 不正義の概念をつくり直す

●本書の締めの言葉

✓「ここ数十年の間に多くのフェミニズム理論家は、人種化されたジェンダー規範性の実践的範囲と力が、西洋哲学および

科学の古典的テクストをはるかに超えるものだと気づくようになり、国民国家および帝国的権力の実践に注意を向け

るようになった。フェミニスト学者たちは、ジェンダー、人種、セックスおよびセクシュアリティと結びつく強制的

な階層序列構造に対して闘いを挑むなかで、古典的正典への批判を、生活の諸実践を分析し変革する手段として用い

てきた。こうした営為において、多くのフェミニスト学者が批判的人種理論、先住民理論、ポストコロニアル理論、

クィア理論およびトランス*理論から重要な洞察を引き出してきた。」（Hawkesworth 2019: 193=2022: 281）

✓「多様な分析アプローチにかかわらず、現代のフェミニズム理論は政治理論の指針、たとえば、中立的で距離をおいた冷

静な分析とか、普遍的説明の追究とかいった規範を通常受け入れない。曖昧さや不確定性に通じ、自由の倫理に積極

的に関与するフェミニストたちは、本質化されたジェンダー対立や固定的な支配・従属様式を認定することを拒否し、

代わりに、特定の制度内部における権力のインターセクショナルな作用を分析する。このようなフェミニズム理論は、

虚偽の普遍性を混乱させ、画一的固定的やり方を封じることで、社会的、政治的、知的生活の新様式を実現する条件

を考え、そして生み出す新たな方法を可能にしようとしているのである。」（Hawkesworth 2019: 193=2022: 281）

」
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２．本書の概要

●以下では、本書の意義と課題についてそれぞれ論じていく。

●もっとも、本書が多種多様な分野の文献を横断的に整理している

こともあって、本書について論じるにあたっては、複数の視点か

らの評価が可能であるように思われる。

⇒ここでは、報告者の専門である「ジェンダーと政治」研究の見地

から見た意義と課題について論じていく。
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２．本書の概要

●本書に対する書評も、適宜参照しながら議論を進めていく。

✓Perspectives on Politics 誌における書評（Marso 2020）

✓Journal of Women, Politics & Policy 誌における書評（Hanley 2020）

✓Hypatia 誌における書評（Dhamoon 2020）

✓Feminism & Psychology 誌における書評（Barned 2021）
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３．本書の意義



３．本書の意義

●本報告では、以下の３点を本書の意義として提示したい。

（1）インターセクショナリティを基軸に据えた議論

（2）フェミニズム理論が共有しているものの重視

（3）理論と現実の往還
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（1）インターセクショナリティを基軸に据えた議論

●本書に一貫して存在しているインターセクショナリティの視座

✓「『女性』について無条件に主張することは、時間、空間、文化、階級、人種、セク

シュアリティ、国籍から独立して、女性の間に有機的な関係性が存在しているという

誤った考えを伝達して、重大な権力のダイナミクスを覆い隠しているかもしれない。

女性間の抑圧的な関係を隠蔽するような一般化を避けるためには、インターセクショ

ナルなアプローチが、アイデンティティの政治——排除と周辺化のプロセスが、女性

間および男性間の差異の階層序列構造をつくり出す、複雑な方法——に対して細心の

注意を払うことを必要とする。ジェンダーとは、複雑な支配構造の一面であるが、イ

ンターセクショナルな分析は、ジェンダーがつねに、人種、階級、エスニシティ、国

籍、セクシュアリティ、能力および障がいについての前提と関連しながら、構成され

ていることを明らかにする。」（Hawkesworth 2019: 16=2022: 30; 強調は報告者）
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（1）インターセクショナリティを基軸に据えた議論

●政治学の「正典」をフェミニズムの観点から批判的に読み解く著作

（日本語版が存在するもののみ）

✓スーザン・モラー・オーキン『政治思想のなかの女——その西洋的伝統』

✓同『正義・ジェンダー・家族』

✓キャロル・ペイトマン『秩序を乱す女たち？——政治理論とフェミニズム』

✓同『社会契約と性契約——近代国家はいかに成立したのか』

✓岡野八代『フェミニズムの政治学——ケアの倫理をグローバル社会へ』

●本書は、上記の諸著作と問題意識を共有している。
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（1）インターセクショナリティを基軸に据えた議論

●本書の最大の特徴は、そこからさらにインターセクショナリティ

の視点を推し進めて、そうした「正典」の批判的読み直しを、批

判的人種理論、ポストコロニアル理論、クィア理論、トランス*理

論をも援用するかたちで行っている点にある。

●この点は、複数の書評で高く評価されている（Hanley 2020）。

✓「本書の独自の貢献の一つは、セックスとジェンダーの二分法的構築が形

成されていく方法を脱自然化するために、批判的人種理論、フェミニズ

ム理論、ポストコロニアル理論、クィア理論、トランス*理論から洞察

を引き出そうとしている点にある。」（Dhamoon 2020: 1）
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（1）インターセクショナリティを基軸に据えた議論

●とりわけ、ジェンダー化と人種化の絡まり合いを豊富な事例を織

り交ぜながら論じている点は、非常に重要である。

✓フランスにおけるニカブやブルカの着用をめぐる論争

✓EUの統合政策において、各国家が移民の永住許可を判定する際に用いる基準の権力性

✓19世紀末から20世紀初頭のアメリカにおける、白人男性による黒人女性の集団レイプ

●その端緒として、著者の2003年論文では「人種化-ジェンダー化

された制度」という視点が提出されていた。

⇒Mary Hawkesworth (2003) “Congressional Enactments of Race-Gender: Toward a Theory 

of Raced-Gendered Institutions”, American Political Science Review, 97 (4)
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（1）インターセクショナリティを基軸に据えた議論

●フェミニズム理論に加えて、批判的人種理論、ポストコロニアル

理論、クィア理論、トランス*理論を横断しながら議論を展開する

政治学・政治理論の著作は、現時点では必ずしも多くない。

●さらに、身体化＝身体性（Embodiment）を議論の俎上に載せる

政治学の著作も、決して多くはない。

⇒その意味で本書は、重要な著作だと考えている。

●『ジェンダーと政治理論』というタイトルから一般に想像される

内容よりもはるかに射程の広い議論

⇒邦訳のサブタイトルを「インターセクショナルなフェミニズムの

地平」とした所以 27



（1）インターセクショナリティを基軸に据えた議論

●こういった本書の特徴を捉えて、すでに刊行されている書評にお

いては、学部生・大学院生向けのテキストブックとしても有用で

あることが指摘されている（Barned 2021）。

✓「本書で引用されている研究にすでに精通している研究者は、ホークスワースの貢献を最

大限に活用することができるだろうし、大学院生にとっては、資料の統合は有用である

し注目に値するものであろう。」（Marso 2020: 1199）

✓「本書は、特に政治理論の入門コースに適している。なぜなら、政治理論の正典となった

ものに対するフェミニズムによる批判の有益なサーベイと、批判的人種理論、ポストコ

ロニアル理論、クィア理論、トランス*理論が正典的な思考様式にいかに介入し得るかに

ついての概説とを統合しているからである。」（Dhamoon 2020: 3） 28



（2）フェミニズム理論が共有しているものの重視

●本書では、リベラル・フェミニズム、ラディカル・フェミニズム、

マルクス主義フェミニズムといった、フェミニズム内部の諸理論

に関しては（おそらくは意図的に）深入りしていない。

✓「フェミニズム理論に捧げられた多くの著作が、西洋政治思想史に沿って定着した一連の

研究に合わせて主題を設定している。……しかしながら、キャロル・ペイトマンがずっ

と前に言及しているように、「フェミニストを『ラディカル』・『リベラル』・『社会

主義者』というように分類することは、フェミニズムがいつも二次的で、ほかの原則の

補完物であることを示唆する」（Pateman 1988: x〔2017: vii〕）。私は、このようなア

プローチをくり返すのではなく、政治分析のカテゴリーを問い直し、具体的な歴史状況

における政治的生活の特定の次元を際立たせるために、フェミニズム理論を包括的に利

用する。」（Hawkesworth 2019: 15-16=2022: 29; 強調は報告者） 29



（2）フェミニズム理論が共有しているものの重視

●「ハイフネーション・モデル（hyphenation model）」への懸念

✓ハイフネーション・モデル│「フェミニズム」を議論する際に、「リベラル」、「ラディカ

ル」、「マルクス主義」などの言葉を「ハイフンでつなぐ」ことで分類するモデル

✓「この枠組み〔ハイフネーション・モデル; 報告者註〕では、フェミニズムの理論化に対す

る諸アプローチは、リベラル・フェミニズム、社会主義／マルクス主義フェミニズム、精

神分析フェミニズムといった、その理論と親和性を有する、より広範な西洋の哲学的伝統

の文脈の中で分析された。」（Hawkesworth and Disch 2016: 2; 強調は報告者）

（cf.）ラディカル・フェミニズム

✓「ハイフネーション・モデルは、フェミニズム理論があたかも主流の学派の派生物であるか

のように思わせる傾向があり、その区分の強調は、フェミニズム理論が共通して有してい

るものを覆い隠していた。」(Hawkesworth and Disch 2016: 3; 強調は報告者)
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（2）フェミニズム理論が共有しているものの重視

●（著者は明言しないが）本書は「ハイフネーション・モデル」の

みならず、一つの理論・運動としての「発展モデル」も採用して

いないように思われる。

●実際に本書では、フェミニズムを整理する際に往々にして用いら

れる「第一波フェミニズム」⇒「第二波フェミニズム」⇒「第三

波フェミニズム」といった区分も、ほとんど登場していない。
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（2）フェミニズム理論が共有しているものの重視

●Hawkesworth and Disch (2016)が提示する、フェミニズム理論が

共有している３つの特徴

32

1 差異の脱自然化

2
普遍的（universal）かつ不偏的（impartial）な知識を

生み出そうとすることへの異議申し立て

3
インターセクショナルな分析を通じて

権力関係の複雑性にエンゲージすること



（2）フェミニズム理論が共有しているものの重視

●本書は、Hawkesworth and Disch (2016)が提示した３つの特徴を、

ホークスワース本人が１冊の本の中で実践したものであると捉え

ることができる。

⇒（1）差異の脱自然化、（2）普遍的かつ不偏的な知識を生み出そ

うとすることへの異議申し立て、（3）インターセクショナルな

分析を通じて権力関係の複雑性にエンゲージすることにそれぞれ

取り組むフェミニズム理論が実際にどのようなものであるのかを、

本書を通じてあらためて読者に示している。
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（3）理論と現実の往還

●本書は、ある部分ではかなり理論的な議論が展開されている一方

で、別の部分では非常に具体的な事例研究を引きながら国家の権

力作用などについて論じられている。

●本書で扱われている事例（の一部）

✓「女性」が意味するところをめぐる裁判

✓身体の商品化

✓服装をめぐる国家の規制

✓日本の「性同一性障害者の性別の取扱いの特例に関する法律」

✓政治における女性に対する暴力
34



（3）理論と現実の往還

●このように本書は、フェミニズム理論、批判的人種理論、ポストコロニアル

理論、クィア理論、トランス*理論の先行研究を引きつつ多種多様な事例に

言及することで、セックス、ジェンダー、セクシュアリティ、人種、階級、

エスニシティ、国籍といったカテゴリーに基づく国家の権力作用が至る所に

見出せることを鮮明に論じている。

●「本書が最も優れているのは、身体性の解釈に基づいて人々の間にヒエラル

ヒーを生み出すように作用する多くの——公的・私的、ローカル的・国家

的・国民的・国際的、社会的・法的——プロセスを産出する具体的な日常の

事例について議論しているときである。」（Marso 2020: 1199; 強調は報告者）
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４．本書の課題



４．本書の課題

●本報告では、以下の３点を本書の課題として提示したい。

（1）著者自身の立場について

（2）「国家」の位置づけについて

（3）「正典」との向き合い方について

37



（1）著者自身の立場について

●先述したように、本書では、多種多様な先行研究が分野横断的に

整理されており、この点は本書の意義の一つであるといえる。

●しかしその一方で、このことは裏を返せば、本書を一読しただけ

では、著者自身がどのような立場に立っているのかを読み取るこ

とが困難であることを示唆している。

✓「他の研究者の仕事を詰め込んだ本書は、主として資料の統合に関心を寄せており、

ホークスワースは彼女自身の声を敷衍することもなければ、そのためのスペースを確

保することもしていない。」（Marso 2020: 1199）

●もちろん、この点に関しては、著者の他の著作を参照すればよい

と応答することもできる。 38



（1）著者自身の立場について

●例えば……
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（1）著者自身の立場について

●もちろん、フェミニズム理論、批判的人種理論、ポストコロニアル理論、

クィア理論、トランス*理論の知見を用いて、政治学の「正典」を批判的に

読解するという本書の構成それ自体が、著者の立場であるともいえる。

●さらに、本書が学部生・大学院生向けのテキストブックとしての性質を有し

ているとするならば、著者本人の立場を鮮明にすることよりも、種々のト

ピックに対してどのような見解が提出されているかを論じることに重きを置

いている点は、むしろ本書のメリットともいえる。

●ただ先述の通り、本書では多種多様な事例が紹介されており、興味深い論点

もいくつか提示されているだけに、個別の論点に対する著者自身の見解があ

まり明示されていない点は、やや物足りなく感じてしまう。 40



（2）「国家」の位置づけについて

●「国家」に対する本書のスタンス⇒主として批判的

✓「本章では、国家それ自体が、いかに公平な制度とはほど遠いのかを示すつもりである。

それどころか国家は、人種化、ジェンダー化、セクシュアリティ化された主体や市民の生

産において重大な役割を果たしている。国家に関する概念化の主要なものは、これらの権

力関係を神秘化しており、市民の人種化、ジェンダー化、異性愛化に際して国家が果たす

役割についての無知をさらに是認している。」（Hawkesworth 2019: 120=2022: 180）

✓「国家の承認は、所与のものを単に記録するのではない。それは公認のカテゴリーを創出し、

身体がそれに適合することを要求する。国家はアイデンティティを強制し、皮膚の色合い

を人種に、身体の流動性を二分法的性別に変える。国家はいくつかの身体性のありよう

（インターセックスとトランス）を抑圧するが、国家が承認したカテゴリーに個人が同一

化することを前提にして、その抑圧を取り消す。」（Hawkesworth 2019: 154=2022: 228）
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（2）「国家」の位置づけについて

●例えば、本書第５章で詳細に紹介されているキャロル・ペイトマ

ンの福祉国家論

✓本書だけを読んでいると、ペイトマンは福祉国家そのものを家父長的なも

のとして批判的に捉えているかのような印象を受ける。

✓「国家は、政治的生活からの女性の排除を正統化するために依存を利用す

るのと同時に、『被扶養者＝依存する者』としての女性のアイデンティ

ティを直接的および間接的に創出、強化したのだった。つまり女性は、実

際の稼ぎや富にかかわらず、『市民社会や国家といった公的な建物の不法

侵入者』（Pateman 1998: 248〔2014: 276〕）であると宣言された。」

（Hawkesworth 2019: 128=2022: 190）
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（2）「国家」の位置づけについて

●しかしペイトマンの議論を詳細に検討すると、先述の点に還元で

きない福祉国家の側面をペイトマンが把握していることが分かる

（cf. 田村 2009: 151-153）。

✓「以上、わたくしは福祉国家の家父長的な構造を検討してきたが、全体像

の一面を描いたにすぎない。福祉国家の発展は同時に、家父長的権力に

対する異議申し立てをともない、女性の自律的なシティズンシップに基

盤を提供するものでもあった。」（Pateman 1989=2014: 291）

●このように本書における「国家」観は、やや一面的であるように

思われる。
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（2）「国家」の位置づけについて

●もちろん、国家の権力作用がジェンダー化のみならず、異性愛化、

人種化、植民地化をも伴っていることを射程に入れているという

点においては、国家の多面性や複雑性を捉えているともいえる。

●ただしそうであるとしても、国家がときにはポジティブな役割を

果たし得るという側面もまた認識しておく必要があるように思わ

れる。

⇒「ジェンダー平等のアクティヴィストとしての国家」（Piscopo 2015）

●近年の「ジェンダーと政治」研究における国家論の発展
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（2）「国家」の位置づけについて

●近年の「ジェンダーと政治」研究においては、よりニュアンスに

富んだ国家論が提出されている。

✓「規範やルールといったフォーマルおよびインフォーマルな制度の双方を含んだ様々な別

個の諸制度」（Kantola 2016: 923）としての国家

✓「重要なのは、これらの論理〔国家に埋め込まれた男性的・人種的・階級的な論理; 報告者

註〕が異議申し立てに開かれているということである。すなわち、国家は分化し、複雑

で不安定であるために、フェミニストのアクティヴィストがジェンダー秩序を揺らがせ

る機会は存在しているのである。Beckwith (2005)が述べるように、国家制度と政治は

ジェンダー化されているだけでなく、ジェンダー化され得るものなのだ。」（Chappell

2013: 616; 強調は報告者） 45



（2）「国家」の位置づけについて

●重要なのは、国家が中立的な機関では決してないことを引き受け

たうえで、国家や諸制度にどのように関与していくのか、という

ことである。

●例えば近年の研究では、国家や制度がジェンダー化されているこ

とを認識しつつも、それを逆手に取るかたちで「再ジェンダー化

（re-gendering）」の重要性を強調する議論も提出されている。
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（2）「国家」の位置づけについて

●再ジェンダー化（re-gendering）│アクターによる働きかけを通

じて、既存のジェンダー化されている制度を、よりジェンダー平

等な方向性へ変化させていくこと（Beckwith 2005: 133）

✓「過程としてのジェンダーは、諸制度および政治がジェンダー化されてい

ることのみならず、それらがジェンダー化され得るということをも示唆

している。すなわち、活動家のフェミニスト、宗教原理主義者、社会運

動、そして政党が、政治的なるもののジェンダー化された性質を鋳直す

（recast）ような諸実践や諸ルールを作り出そうと働きかけることがで

きるということである。」（Beckwith 2005: 133; 強調は原文イタリック）
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（2）「国家」の位置づけについて

●「再ジェンダー化」が示唆すること

✓フェミニズムの立場からの国家論がこれまで示してきたように、現実に存

在している国家や諸制度は、往々にしてジェンダー化されている。

⇒「ジェンダー化された制度としての国家」（Hawkesworth 2019: 126=2022: 188）

✓しかしだからといって、そうした諸制度をジェンダー平等な方向に変化さ

せていくことが不可能だというわけではない。それどころか、国家制度が

ジェンダー化されているという事実それ自体が、既存のものとは異なる

「もうひとつのジェンダー化」があり得ることを示唆している。
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（2）「国家」の位置づけについて

●ただ、本書ではそうした近年の議論を念頭に置いたうえで、国家

をポジティブなものとして受け入れがちな傾向に警鐘を鳴らし、

国家の権力性にあらためて注意を喚起していると理解することも

できる。

●いずれにしてもホークスワース自身が本書で述べているように、

「政治理論内部において国家の性質は、継続的な論争のテーマ」

（Hawkesworth 2019: 121=2022: 181）であり、このことは今後も当

分の間は続きそうである。
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（3）「正典」との向き合い方について

●本書のキーワードの一つである「正典（canon）」

✓「西洋政治哲学の正典は、古典古代から現在までに由来する伝統としてし

ばしば教えられるが、起源はかなり新しい。それはヨーロッパとアメリ

カの世俗化した大学で提供された新しいカリキュラムの一部として、

一九世紀後半に選ばれたテクストを集めたものである。」

（Hawkesworth 2019: 62=2022: 98）

✓「しかし、そのような高遠な目標にもかかわらず、西洋の正典に含まれた

著作は、人種差別主義的で性差別主義的、異性愛主義的な社会関係を認

可する説明を提供した。」（Hawkesworth 2019: 62=2022: 98）
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（3）「正典」との向き合い方について

●本書の大部分は、次の二点をめぐる議論に費やされている。

（a）「正典」がいかなる主張を行ってきたか

（b）そうした「正典」の主張に対してフェミニズム理論、批判的人種理論、ポ

ストコロニアル理論、クィア理論、トランス*理論はどのように反論して

きたか

●こうした本書の議論は、「正典」の普遍性に疑義を唱えるという

意義を有している。

⇔ただその一方で、こうした議論は、依然として「正典中心的」な

枠組みに囚われてはいないだろうか？
51



（3）「正典」との向き合い方について

●Journal of Women, Politics & Policy 誌における書評

✓「例えば、ジェンダーに関する従来の概念化の正典的なルーツを提示する

ことは、そういった考えに対する批判を展開するための生産的な出発点

である。読者たちは、政治思想における特定の病理の起源を理解するこ

とができる。しかしながらこうした構造は、正典的な概念化の高められ

た地位をある程度維持し、潜在的には永続化させる可能性もある。つま

り、ジェンダー、諸身体、セクシュアリティを自然かつ不変かつ前政治

的なものであるとする取り扱いが、新たな世代の読者にも再び繰り返さ

れるのだ。もちろんこれはホークスワースの意図に反するものであるが、

各章の構成は、彼女が揺らがせようとしているヒエラルヒーそのものを

再生産しているのである。」（Hanley 2020: 242; 強調は報告者） 52



（3）「正典」との向き合い方について

●Hypatia 誌における書評

✓「ホークスワース自身も言及しているように、政治理論の諸概念に対する彼女の

読解もまた依然として西洋の範囲に非常に限定されている。これは、正典の読解

に批判的に取り組む私たちにとっての課題である。すなわち、私たちがほかなら

ぬその伝統の枠内で訓練を受けているときに、いかにして『正典』の認識論的お

よび存在論的な諸前提を緩和するというのだろうか。……さらにホークスワース

は政治理論の正典に対する批判的アプローチを思慮深く統合しているのだが、同

様の批判的伝統に属する主要な思想家たちは、政治理論の正典からの転換を図る

か、その正典を吹き飛ばすか、あるいはせめてその正典を無意味なものにすべき

ではないかと提唱するかもしれない。言い換えれば、なぜ政治理論の正典を救お

うとするのだろうか。」（Dhamoon 2020: 3; 強調は報告者） 53



（3）「正典」との向き合い方について

●これらの書評の指摘が示唆すること

⇒本書が目指しているのは「正典」を批判的に検討することである

にもかかわらず、その「正典」を、政治学研究者（あるいは人文

社会科学研究者）が意識的・無意識的に従っている主流理論とし

て紹介するという議論そのものが、「正典」の位置づけを覆すど

ころか、むしろ持続させているのではないか、ということ
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（3）「正典」との向き合い方について

●これまでの「ジェンダーと政治」研究は、本書が言うところの

「正典（canon）」への批判を通じて理論的にも実証的にも発展

してきた。

✓イエスタ・エスピン＝アンデルセンの福祉レジーム論に対する、フェミニ

スト福祉国家論の批判

⇒「脱家族化」指標の導入

●ある意味では「ジェンダーと政治」研究の発展にとって、

「正典」の存在は必要不可欠だったとも捉えることができる。
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（3）「正典」との向き合い方について

●実際に同研究では、自身の立場と対置するかたちで「正典」や

「主流派政治学」といった用語が往々にして用いられている。

✓「本書は、政治的に周縁化されてきた人びとに抑圧者として立ち現れる

（多数派）男性の観点に立つ『主流』の政治学が見落としてきた事柄を

掬い上げ、そこに新しく、また重要な意味を見出すことを目指す。」

（衛藤 2017: 4）

✓「標準的な政治学」と「ジェンダーの視点に基づいた政治学」の対置

（前田 2019）

56



（3）「正典」との向き合い方について

●フェミニスト制度論に関する報告者自身の研究（左髙 2021）

✓フェミニスト制度論の研究動向を踏まえたうえで、フェミニスト制度論が、

「フェミニズム的でない制度論」と「制度論的でないジェンダー研究」の

両研究動向が抱えていた理論的限界の乗り越えを目的として登場したこと

を主張した。

✓ただ、「フェミニズム的でない制度論」に言及する際に、それが現在の政

治学において「主流派」であることを強調しすぎたかもしれない。

⇒報告者およびフェミニスト制度論が目指しているのは、あくまでも「フェ

ミニズム的でない制度論」を批判し、よりジェンダー平等なアプローチを

提示することではあるものの、それも結局のところは「正典中心的」な思

考枠組みなのかもしれない。 57



（3）「正典」との向き合い方について
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（3）「正典」との向き合い方について

●辻由希による問題提起

✓「J・S・ミルを引くまでもなくフェミニズムの誕生そのものがリベラリズムと密

接な関係をもち、その思想に多くを負いながら、それへの批判により自らの思

想と運動を彫琢してきたといってよい。また現在多くの国で採用されている代

表制民主主義やそれを研究対象とする政治学は概ね、リベラリズムの基本的な

価値や概念、認識枠組に依拠している。そのためフェミニストの、あるいは

ジェンダー・アプローチを採用する政治学研究者も、そういった政治学の概念

や分析手法によってトレーニングを受け、それらを用いて政治現象を分析する。

それと同時に、そういった『主流派』政治学の認識枠組や分析手法を使うこと

で、何かが見えなくなっているのではないか、という自問を繰り返す。つまり、

フェミニスト政治学者は繰り返し、リベラリズムとの関係を自らに問う必要に

迫られる。」（辻 2018: 77; 強調は報告者） 59



（3）「正典」との向き合い方について

●結局のところ「ジェンダーと政治」研究は、「正典」とどのよう

に向き合っていけばよいのか？

⇒「正典」の何が問題であると考えるかに依存していると思われる。

（cf.）どこまでの範囲の研究・理論を「正典」として捉えるかという論点

そもそも現代の政治学において「正典」は存在するかという論点

●報告者の見る限り、（決して網羅的ではないものの）「正典」を

めぐっては少なくとも２つの立場があり得るように思われる。
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（3）「正典」との向き合い方について

●「正典」をめぐる２つの立場

61

「正典」の問題点 「正典」との向き合い方

１
「正典」が問題なのは、それがジェンダー不平等や

インターセクショナリティを無視しているからである。

既存の「正典」に取って代わる、

よりジェンダー平等で

インターセクショナルな「正典」の提示

２
「正典」が問題なのは、それがどのようなものであれ、

ヘゲモニックな知の体系を創り出すと同時に、周辺的な

人々の経験を必然的に不可視化してしまうからである。

方法論的多元主義の重視による、

「正典」の拒絶

（Siim 2004; Kantola and Lombardo 2017）



（3）「正典」との向き合い方について

●いずれにしても、「正典」との向き合い方に関しては、今後も継

続して議論していく必要があるのではないか。

⇒「政治学におけるジェンダーの主流化」（前田 2018）の先にある

景色とはどのようなものか？

●政治学の「正典」の批判的読解を目的としていたはずの本書に対

して、２つの書評（Dhamoon 2020; Hanley 2020）が「正典」との向

き合い方について疑問を提起していることは、「ジェンダーと政

治」研究が「正典」とどのように距離を取っていくべきかに関し

て、なお議論の余地があることを如実に示しているのではないか。
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５．まとめ

●本報告では、メアリー・ホークスワース著『ジェンダーと政治理論

——インターセクショナルなフェミニズムの地平』をめぐって、主

として「ジェンダーと政治」研究の立場から、その概要、意義、課

題をそれぞれ論じてきた。
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５．まとめ

●本書の意義

（1）インターセクショナリティを基軸に据えた議論

（2）フェミニズム理論が共有しているものの重視

（3）理論と現実の往還
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５．まとめ

●本書の課題

（1）著者自身の立場について

（2）「国家」の位置づけについて

（3）「正典」との向き合い方について
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５．まとめ

●ただし、先述したような課題はあるものの、フェミニズム理論、

批判的人種理論、ポストコロニアル理論、クィア理論、トランス*

理論を横断しつつ、インターセクショナリティを基軸に据えた議

論を展開している本書は非常に重要であるし、それを日本語に翻

訳した意義は大きいと考えている。

●本書が、政治学および人文社会科学において「ジェンダー」や

「インターセクショナリティ」といった概念がいかなる意味を持

つのか、そしてこれからの研究は「正典」とどのように向き合っ

ていけばよいのかを考えるきっかけとなることを願っている。
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