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１. はじめに 

 

2019年、第九回ラグビー・ワールドカップが開催された。日本初となった同大会は、と

りわけONE TEAMという言葉とともに話題となった。これは、日本国籍以外の外国人選手

も一緒に日の丸の下に戦いに挑む、というイメージを伝えるものだ。この流行語を切り口

に、日本社会の多様化を論評するメディアもあった。2019年12月15日付の朝日新聞の

記事が、その例だ（朝日、2019）。少子高齢化という状況を前にする日本で、ラグビー日

本代表と同じように「海外から来た人たちが社会の活力になってくれれば展望が開ける」

（朝日、2019）のではないかという提案と、次の文章が注目に値する。 

 

でも出自の異なる人たちと「ワン・チーム」の社会を作るのは、スポーツよりもむずかし
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そう。国民になってもらわないと進められないことが多いからだ。「人手不足」と呼ば

れる問題の本質も「国民不足」。経済活動の現場で働き手が足りないだけではない。 

自衛隊員や警察官など国民にしかなれない仕事も同じ困難に直面している。といって

生まれてくる子どもの急増は期待できない。（……）外国出身者やその子どもを国民に

することへの不安を政治家はぬぐいきれないのだろうか。でもこのままだと日本という

チームは衰退するばかりかもしれない。（……）外から来て国民になる人をもっと増や

す。つまり、「国籍」を再定義して国民と外国人の境界線を引き直すいい手立てはない

ものか。（朝日、2019） 

 

引用部に続いて解決方法として挙げられているのは、現在の血統主義に、出生地主義

的原理を加える形で、国籍のあり方を改革することだ（朝日、2019）。国籍とは、ある国家

の構成員である資格を指す。血統主義とは、親がある国の国籍を持つ場合、子の国籍をそ

れに一致させるものだ。現在の日本では、こうした原理が採用されている。それに対して出

生地主義とは、親の国籍に関係なく、ある国で生まれた子に、国籍を付与するものだ。フラ

ンス、アメリカが、こうした制度を採用する代表例である。いわば法的な意味での「日本人」

の幅を広げることで、外国人を受け入れる準備を整えることを、この記事は主張しているの

だ。 

これから見るように、国籍の二つの基準は、実はネーション、ナショナリズムのあり方をめ

ぐる議論と関係してる。日本語では「国民」、「民族」と一般に訳される「ネーション」とは何だ

ろうか。「ネーション」とは、人間の集団のカテゴリの一つだ。それは、各々の国家を持ち（持

つべき）、何らかの共通性を備えた（備えるべき）集団を意味する。特定のネーションによっ

て専有され、その点に正統性を求める国家のあり方を、国民国家という1。ナショナリズムと

いう概念には様々な定義があるが、ここでは「第一義的には政治的な単位とナショナル

[national]な単位とが一致しなければならないと主張する一つの政治原理」というアーネス

ト・ゲルナー（Ernest Gellner）の定義を基本としたい（Gellner, 1983=2000, p.1＝1）。彼の定

義を手がかりとして、本章では、何かしらの共通性を備えたネーションが国民国家を形成・

保持するべきとの原理としてナショナリズムを定義したい。 

血統主義と出生地主義という国籍を支える二つの基準は、これから見ていくように、ネー

                                                 
1 もっとも、後述するようにすべての国民国家は完全に単一の共通性を備えた集団から構成される

わけではない。 
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ション、ナショナリズムを二つのパターンに分類することができるとの主張と重複する部分

がある。ネーションやナショナリズムと聞くと何やら難しく、また縁遠い話だと思われるかも

しれない。しかしながら、外国にルーツを持つ人々をどのように受容するのかという問題は、

先に見た記事からも窺えるように、日本社会にとって重要な課題として浮上している。本章

が、この問題を考える一助となれば幸いである。 

 

２. ネーションという共同体についての二つの捉え方 

 

本節では、ネーション、ナショナリズムを二つのパターンに分類する研究者によって、それ

ぞれの典型的事例とされる、フランスとドイツにおける共同体のあり方についての二つの考

え方の歴史的な流れを概観する。 

通説に従えば、ナショナリズムが政治的運動として現れたのは、18世紀末のフランスにお

いてだ。それまで政治の体制は絶対君主制だったが、フランス革命により王政は打倒され、

国家の主権はルイ16世（Louis XVI）から剥奪された。「自由・平等・友愛」という原理に基づ

いた統一体、フランスの全市民から成る共同体が、その新たな担い手とされたのだ。しかし、

市民革命によって解放された市民の共同体が、常に主権者であった訳ではなかった。ナポ

レオン・ボナパルト（Napoléon Bonaparte）は皇帝になったし、彼が敗北してからは王政が復

活した。1830年と1848年の革命は、新たな国王や皇帝を生み出した。そして1871年、独

仏戦争（1870年～1871年）の敗北の後、フランスはようやく比較的安定した共和政国家と

なった。再び、市民の共同体が主権者となったのだ。この時期、それを過去から今日まで一

つの集団として結びつけるものは何なのかという問いに答えた人物がいた。歴史家、エル

ンスト・ルナン（Ernest Renan）である。 

彼は、1882年にソルボンヌで行われた「国民とは何か[Qu'est-ce qu'une nation?]」という

講演で、フランスにおけるネーションへの考え方に決定的な影響を与えた。彼は、国家の担

い手であるネーションの基準は、種族―今日的に言えばエスニシティ―でないという。フ

ランスという共同体にしても、それは単一の種族から成り立つわけではない。フランスでは、

多くの種族が混住し、混ざり合ったとルナンは言う。彼によれば、「フランスはケルト系で、イ

ベリア系で、ゲルマン系」（ルナン 1997年、pp.52-53）なのだ。言語についてルナンは、こ

れもネーションの基準としてこれを退ける。例として、ルナンはスイスを挙げる。スイスは一

つのネーションであるが、複数の言語が併存している（ルナン 1997年、p.56）。宗教、経
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済的利害、地理も同様だ（ルナン1997年、pp.58-60）。では、ネーションを支えるものは、

何なのだろうか。ルナンの答えは明確だ。それは、自らが、自らの国家を支えるネーションで

あろうとする人々の意思、自らの同胞と共同の生活を送ろうとする決意であると彼は見る。 

 

個人の存在が生命の絶えざる肯定であるのと同じく、国民の存在は（この隠喩をお許

しください）日々の人民投票なのです。（ルナン 1997年、p.62） 

 

ルナンによるこうしたネーションの捉え方は、自由や民主主義といった自立した個人の理

念と、それを実現しようとしたフランス革命を背景としている。フランスにおいて、ネーション

は個人の意思に基づいた市民の共同体として成立したとルナンは理解するのだ。 

ルナンのようなネーションの捉え方とは異なった理解が浸透したとされるのが、ドイツで

ある。19世紀後半まで統一国家の形成が遅れた今日のドイツでは2、国家に先立って共同

体の存在が想定されたのだ。ルナンの解釈に従えば、国家の主権を奪取した市民の共同体

が、フランスではネーションとして理解された。彼は、全市民による「日々の人民投票」、つま

りは国家への帰属意識に基づく共同体としてネーションを理解した。では、国家なきドイツ

の共同体を支えるものは、一体何であるのか？この問題に対するドイツならではの回答を

示したのが、哲学者ゴットリープ・フィヒテ（Gottlieb Fichte）だった。 

カント以来のドイツ哲学の徒であると同時に、フィヒテは現実の政治活動にも身を投じた。

彼が生きた19世紀初頭、プロイセンをはじめとするドイツ諸領邦は、ナポレオンが率いるフ

ランスに従属することを余儀なくされていた。そうした状況の中、ドイツにおけるナショナリ

ズムを鼓舞し、フランスの支配からの脱却を図ることを彼は喫緊の課題であると捉えてい

たのだ。 

1807年から翌年にかけて、フィヒテはベルリンの市民に向かって、「ドイツ国民に告ぐ

[Reden an die deutsche Nation]」と題した連続講演を行った。彼は、ここでルナンによるネー

ション理解とは異なった認識を示した。端的に言えば、フィヒテの理解するネーションとは血

統や文化に基づいた共同体なのである。 

フィヒテが特に重視するのは、言語だ。言語は、単に人間集団を区分する指標であるに

留まらない。言語は、それを共有する人々に共通した思考やイメージを与える（フィヒテ

                                                 
2 ただし、あらゆる国がそうであるように、「ドイツ」という枠組みが自明のものであったわけではな

い。 
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1997年、pp.84-87, p.95）。したがって、言語はそれを共有する人々の精神的つながり

の前提である。そして、フィヒテは個人の意思に基づくルナン的なネーション理解とは異なり、

個人を種族としてのネーションの一部とする。「まずもって自らの民族を敬い、信頼し、これ

を喜び、この民族に生まれたことを誇りとする」（フィヒテ 1997年、p.131）情念が、フィヒテ

のネーションの本質である。「この民族に生まれた」という表現から、彼がネーションを生得

的なもの、血統的なものとみなしていたことは、明白だ。かつてローマ帝国と戦ったゲルマ

ンの戦士たちを称え、彼は次のように言う。 

 

われわれが国民として存在して以来のいっさいのものを、われわれは彼らに負ってい

るのです。われわれとともにいますべてが終焉し、彼らに由来する血の最後の一滴が

われわれの血管のなかで枯れ果ててしまうのでないかぎり、われわれの今後の発展の

すべてをわれわれは彼らに負うことになるでしょう。（フィヒテ 1997年、p.141） 

 

フランスのルナンは、種族や言語が人々をネーションとしてまとめ上げるという考え方を

否定していた。それに対して、ドイツでは、血統や言語を基準とした、フィヒテ的なネーショ

ン理解が浸透したとされる3。 

これまでに見てきた、共同体を支える二つの考え方は、血統主義と出生地主義という二

つの国籍概念と、どのように関係するのだろうか。まず、血統主義は、フィヒテが示した血統

＝文化的なネーション理解と非常に相性がいい。ネーションを血統や文化に基づく共同体

と考える見方は、親との血のつながりを前提とするからだ。それに対して、出生地主義は、

ルナンが提唱した、個人の意思に基づく共同体としてネーションを捉える考え方と矛盾しな

い。それは、親の文化、血統に関係なく、個人は共同体への帰属意識を備えることができる

ということを前提とするからである。ルナンとフィヒテは、ナショナリズムを自明のものとし、

国民国家の建設という事業が拡大した、19世紀に生きた。そのため、二つのネーション理

解の相違を学術的に対象とする研究の出現は、20世紀に持ち越されることとなった。 

1944年、ナショナリズム研究者ハンス・コーン（Hans Kohn）は『ナショナリズムの理念』を

著した。彼は、これまでに確認してきたルナン的、フィヒテ的な二つの共同体の原理を鍵に、

                                                 
3 ドイツ史家テオドール・シーダーは、フィヒテには言及しないながらも、ドイツ統一運動に与えた文

化的な集団としてネーションを理解する考え方の影響力を指摘している。Theodor Schieder, 
„Typologie und Erscheinungsformen des Nationalstaats in Europa“, Historische Zaitschrift, Bd. 202, 
H. 1, 1966, S.63-64. 
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ナショナリズムを理解した。彼によれば、ルナン的なネーション理解がイギリス、スイス、オラ

ンダ、フランスといった西欧やアメリカ合衆国に定着したという。彼によれば、アメリカ合衆

国を別としてこれらの地域では、国家の形成が早くから進み、同時に力をつけた市民たち

の革命が生じた（Kohn, 1944=1946, pp.329-331, p.573）。こうしたプロセスを経て、これらの

国々では自由や民主主義に基づいた市民の共同体としてネーションが理解されたとコーン

は見る（Kohn, 1944=1946, p.351）。これに対して、コーンによれば、中東欧やアジアにおいて

は、国家形成の遅れや、市民層の社会的影響力の弱さのために、ナショナリズムは、自由や

民主主義との結びつきが希薄であった（Kohn, 1944=1946, p.329）。また、彼によれば、これ

らの地域では文化的共通性を備えた集団と既存の国家の境界との一致は稀であった。そ

のため、政治変革は自由や民主主義の実現よりも、文化的集団として理解されたネーショ

ンによる国民国家の形成を目指すこととなった（Kohn, 1944=1946, p.329）。こうして西欧や

アメリカ合衆国以外の地域において、ネーションの基準は、フィヒテが論じたように文化的

帰属として認識されたとコーンは見る（Kohn, 1944=1946, p.329, p.573）。コーンによって明

確化されたナショナリズムの二分法的理解は、後に「コーン的二分法[Kohn dichotomy]」と

して定式化され（Snyder, 1954, pp.118-120）、今日なお、ナショナリズムをめぐる議論におけ

る枠組みの一つとされている（深澤 2008年、pp.6-7）。 

 

３. 二分法は妥当か？ 

 

コーン的二分法は、これまで様々に評価されてきた。まず、これまでに見てきたネーション

への考え方を二つに類型化する見方を踏まえて、あるべきナショナリズムの姿を提案する

研究者がいる。その代表として挙げるべきは、マイケル・イグナティエフ（Michael Ignatieff）

であろう。彼は、第二次世界大戦後から1980年代末まで続いた米ソ対立構造（冷戦）崩壊

後に頻発した、北アイルランド紛争や旧ユーゴスラヴィア紛争に代表される、民族紛争とい

う問題を論じた4。彼は明らかにコーン的二分法を意識しながら、ルナン的なネーション理

解を前提としたナショナリズムのあり方を「シヴィック・ナショナリズム」、フィヒテ的なそれを

                                                 
4 1990年代初めに顕在化した様々な紛争は、米ソ対立という大きな枠組みの下で抑え込まれてい

た民族同士の本来避けられぬ対立関係が表面化した結果であるという宿命論的観点から理解さ

れがちである。だが、近年の研究においては、民族紛争の発生をもたらす様々なメカニズムの存在

が議論されている。月村太郎「エスニック紛争の構図―発生、激化・拡大、予防・解決」『同志社政

策研究』第4号、2010年、27-31頁。 
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「エスニック・ナショナリズム」と規定する。そのうえで、彼は前者を高く評価する。 

 

市民ナショナリズム〔シヴィック・ナショナリズム〕だけは、人種、肌の色、信条、性別、言

語、民族性にかかわらず、その国の政治理念を支持する者はすべて社会の成員であ

る、と定義する。なぜ「市民」ナショナリズムかといえば、平等な権利を有する市民が、

政治上の一連の価値や手続きを共有し、その一点において社会への忠誠を誓い、結

ばれているからであり、このような政治共同体を「国」（ネイション）とみなすからである。

（イグナティエフ 1993年、p.13） 

 

彼は、ルナン的なネーションの捉え方に、文化的帰属を超えた共同体が生まれる可能性

を見出している。おそらく彼は、文化的な集団として定義されたネーションによる国民国家

の専有という枠組みこそ、自身が論じた様々な紛争の主要因であると見なしていたのであ

ろう。それゆえ、彼はシヴィック・ナショナリズムとは異なった原理として自身が理解するエ

スニック・ナショナリズムに対して、批判的である。彼によれば、あらゆる国家を構成する集

団も、本来は文化的に多様であって、文化的共通性に基づくエスニック・ナショナリズムは

その現実を隠蔽するために、暴力的な傾向があるという（イグナティエフ 1993年、p.15）。

こうした彼の主張に、コーン、そしてルナンの影響を指摘することは容易だ。 

しかしながら、イグナティエフの主張に影響を与えたコーン的二分法に対しては、早くか

ら批判が提起されてきた。第一に、コーンらの二分法的な見方が、ネーション理解を地域ご

とにあまりにも単純化するきらいがあるという批判が存在する。コーン的二分法においては、

西欧におけるネーション理解は自由や民主主義といった理念と親和性が高いとされている。

しかし、そうした認識は西欧のナショナリズムにおける非民主主義的要素と、東欧のそれに

おける民主主義的要素を軽視するものであるとの批判が、1960年代から提起されている

（Symonolewicz, 1965, p.224）。さらに、1871年から20世紀初頭にかけてのドイツ、イギリス

におけるネーションをめぐる言説を検討したシュテファン・ベルガーは、両者に本質的な違

いは見られないとしている（Berger, 2001）。彼の見解は、コーン的二分法や、それに基づい

たイグナティエフによるシヴィック・ナショナリズムの賛美の根本を疑問視するものであると

言えよう。こうした見解を踏まえれば、コーン的二分法は、現実に存在するナショナリズムに

見える二つの要素―政治理念を拠り所とした個人の意思と文化的共通性―を両極に分

解する一つの解釈にほかならない。むしろ現実のナショナリズムには、上記二つの軸が併
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存していると見るべきだ（深澤 2008年、pp.10-12）。 

上に見た指摘とならんで、ルナン的なネーションの自己理解、そしてイグナティエフの主

張するシヴィック・ナショナリズム論に対しては、それがエスニック・マイノリティの文化的権

利や共同体を否定するよう機能しがちであるという批判も存在する。ルナン的なネーション

理解やそれを踏まえたシヴィック・ナショナリズム論は、文化的共通性ではなく、個人の意

思をネーションの土台と見なす。そのため、マジョリティ（多数派）であれ、エスニック・マイノ

リティであれ、ネーションを構成する人々の内部における文化的なまとまりを政治に持ち込

むという発想それ自体が否定的に捉えられてしまうのだ。ある研究者は、この問題につい

て次のように述べる。 

 

市民権とその利益を享受することの代償として、国民国家の領域内部のエスニック共

同体やエスニックな個性を放棄すること、少数派のエスノ文化と宗教を私的領域に追

いやること[privatization]、軽視すること[marginalization]を、シヴィック・ナショナリズ

ムはしばしば要求する。それが、フランスのシヴィック・ナショナリズムによるアフリカ系

エリートとユダヤ系に対する扱い方だった。彼らの文化と遺産は軽んじられ、彼らの伝

統的宗教は侮蔑され、私的領域に押し込まれ、あるいは抑圧され、また彼らの民族性

は奪い去られたのである。（Dungaciu, 1999, pp.21-22） 

 

確かにシヴィック・ナショナリズム論は、ネーション内部のエスニック・マイノリティの文化

だけではなく、多数派の文化もネーションの土台とすることに反対する（松元 2009年、

pp.113-115）。けれどもそうした立場は、ネーション内部の多数派が文化的少数派よりも

社会的に有利な立場にあるという現実と矛盾してしまうのではないだろうか。 

こうした問題は、いわゆる「ヴェール論争」を通じて浮き彫りとなった。フランスでは、第二

次世界大戦終結から1970年代にかけての経済成長の中で生じた労働力不足を補うため

に特に北アフリカ沿岸の旧フランス植民地諸国から移民を受け入れた（鈴木 2016年、

p.20）。多くがイスラム教徒であった彼らは、フランスにおけるエスニック・マイノリティを形

成した。ところが、彼らとフランスという国民国家の関係が、問題となった。それを象徴する

のが、1989年に始まった「ヴェール論争」である。これは、イスラム教徒の女性が身に着け

るヴェールを、公立学校という公の場で着用することの是非をめぐる論争だ。フランス革命

の理念に基づいた共和国の原理を掲げるフランスでは、いかなる宗教も公の場における影
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響力を排除することが求められている。いわゆる、「ライシテ」と呼ばれる厳格な政教分離の

原則の遵守が、フランス市民には求められている。この論争が興味深いのは、ヴェール着

用を否定する側が、単純な反イスラム主義的要求ではなく、このライシテという一見すると

いかなる宗教に対しても中立的な原理に基づいて、ヴェールという宗教的シンボルを公の

場に持ち込むことに反対しているからである。フランス革命が勃発した18世紀末から20世

紀初頭にかけて定着したライシテは、もともとは、当時反共和主義的姿勢を示していたカト

リック教会の影響力の排除を狙ったものであった（松井 2016年、pp.51-52）。そのため、

少なくとも理論上は、ライシテはイスラム教徒のみを狙い撃ちにする原理とは言い切りがた

い面も存在する。ライシテは、ルナン的なネーションの理解や、それを踏まえたシヴィック・ナ

ショナリズム論の立場からすれば、文化的共通性に基づいてネーションを捉えるという、否

定されるべき論理一般に対する防波堤であるからだ。しかしながら、ヴェール論争を契機と

して、フランスにおけるイスラム教に対する否定的風潮が可視化され（村田 2017年、

p.70）、ライシテやその土台であるルナン的なネーションの理解やシヴィック・ナショナリズ

ム論は、結果としてそれを根拠づけてしまったのではないか。そしてフランスにおける反イス

ラム教的気運は、2015年のシャリー・エブド襲撃事件や、イスラム国を支持する過激派に

よって引き起こされた同年のパリ多発テロ事件と相まって、今日なお継続中である。 

これらを念頭に置いてルナン的なネーション理解やシヴィック・ナショナリズム論を考える

と、その問題点も明らかになる。一般にナショナリズムは、何かしらの共通性を備えた「われ

ら」とそれを持たない「他者」の間に線を引き、前者を国民国家の担い手とする。一見すると、

ルナン的なネーション理解やシヴィック・ナショナリズム論は、文化的な意味での「他者」をも

包摂する原理であると言えるかもしれない。それらは、文化的帰属を軸としたネーションの

あり方を拒否するものであるのだから。しかしながら、フランスにおけるヴェールの着用が、

まさにルナン的なネーション理解やシヴィック・ナショナリズム論に基づいたライシテによっ

て否定されたことを踏まえると、これらの原理は、結局は「他者」に対する排除と結びついて

しまうのだ。その意味で、これらの原理は、「われら」と「他者」の線引きをするナショナリズ

ムの問題点を克服しているとはいいがたい。 

 

４. ナショナリズムの二分法と日本 

 

さて、再び冒頭に示した記事に戻ろう。この記事では、少子高齢化を避けられない日本
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は、外国の人々を受け入れるべきであると提案されている。そのために、日本における国籍

のあり方を、血統主義に加え、出生地主義へと部分的に修正することが提案されている。

本節で確認した二分法的な見方を踏まえれば、ルナン的なネーション理解への部分的な採

用の提案であると言えるだろう。仮にこれが実現した場合、日本のネーション理解には、政

治理念に基づく統合という側面が、これまで以上に求められるだろう。しかし、前節で確認

したように、それは必ずしも万能ではなく、どこかで「他者」に対する排除につながる可能性

がつきまとう。 

そもそも、外国の人々を新たに日本に受け入れる以前から、日本にはアイヌやコリアン系

の人々といったエスニック・マイノリティが存在している。ルナン的なネーション理解やシヴ

ィック・ナショナリズム論の観点から見た場合、これまでに日本は、エスニック・マイノリティ

に対して、文化的共通性を超えたどのような統合の理念を提示してきたといえるのだろうか。

これから日本にやってくる外国の人々と、以前から日本に暮らすエスニック・マイノリティを

包摂するための理念が、求められるだろう。さらに言えば、理念を軸とし、個人の意思を土

台とするネーション理解が日本において一般化したとしても、エスニック・マイノリティの文

化的枠組みをどのように位置づけるかが、問われることになるだろう。このように、ナショナ

リズムの二分法と、それを踏まえてしばしば肯定的に評価されるルナン的なネーション理解

やシヴィック・ナショナリズム論は、万能の鍵ではない。むしろそれらは、ナショナリズムや国

民国家という枠組みそれ自体の困難さを教えてくれるものであると言えよう。 
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キーワード 

・ネーション（国民・民族）：ネーションとは、人間集団のカテゴリの一つである。一般的に、ネ

ーションは国家の担い手である主権者であると同時に、何らかの共通性を備えた集団であ

るとされている。主権者である点において、ネーションはエスニシティとは区別される。国民
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と民族は、それぞれ日本語におけるネーションの訳語である。国民とは、ネーションに含ま

れる主権者や国籍の保有者としての側面を強調する概念である。民族とは、とりわけ文化

的な共通性を備えた集団としての側面を切り取った概念である。複数のエスニシティから

構成される社会のあり方を意味するものとして「多民族共生社会」といった語が使われる場

合があることから分かるように、エスニシティと同義で民族が用いられる場合もある。 

 

・国籍：国籍とは、ある国家の構成員である資格を指す。本文中で述べたように、この国籍

を親の国籍に一致させる血統主義と、出生地の国籍を子に付与する出生地主義の二つの

軸が存在する。 

 

・ナショナリズム：ナショナリズムは多義的であって、研究者によってその定義は様々である。

しかしながら、何らかの共通性に基づくネーションによる国家（あるいは国家に準じた政治

体）の形成・保持を図る原理であるという点で、多くの定義は一致を示している。 
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