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研究課題 規範と社会科学：自由・貧困・社会的排除を考える
研究代表者 下川雅嗣（社会正義研究所所長・外国語学部国際関係副専攻）

共同研究者 増田祐志（神学部神学科）、町野朔（法学研究科法曹養成専攻）、江藤淳一（法

学部国際関係法学科）、三浦まり（法学部法律学科）、ホアン・アイダル（文学

部人間学研究室）、金山勉（文学部新聞学科）、阿部るり（文学部新聞学科）、

村井吉敬（外国語学部アジア文化研究室）、中野晃一（国際教養学部国際教養

学科）（以上、社会正義研究所所員）、保岡孝顕（社会正義研究所主事）

Summary New threats to human dignity are emerging as the political and economic

consequences of rapid globalization today. The Institute for the Study

of Social Justice seeks to investigate contemporary issues related to

political illiberalism and economic liberalism (neoliberalism) that

together drive the process of globalization. In doing so, the Institute

hopes to contribute to the establishment of an interdisciplinary academic

field that enables us to realize human dignity on a global scale. The

Institute is thus reinventing its identity as a new “Center of Global

Concern.”

１．研究の目的・背景

急速にグローバル化が進展する現代、その政治的・経済的な影響や帰結として、「人間の尊

厳」を脅かす新たな問題がこんにち浮かび上がってきている。社会正義研究所では、グロー

バル化を推進する「政治的反自由主義」と「経済的自由主義」を正面から取り上げ、グロー

バルな規模での人間の尊厳を実現する学問の構築を模索することとした。

２．研究企画の概要

①連続シンポ『自由は危ないのか』

第１回：ドキュメンタリー映画『君が代不起立』上映会

・2007 年 6 月 27 日（水曜日）17:15－19:30

・四谷キャンパス中央図書館 921 号室

・外部講師：河原井純子（教員・映画に登場）、松原明、佐々木有美（共に映画作成スタッフ）

［趣旨］

2003 年に東京都教育委員会が卒業式や入学式での日の丸掲揚・君が代斉唱の「厳格実施」

を通達して以来、のべ 340 人を超える教員が職務命令違反を理由に懲戒処分を受けている。

2006 年 9 月には東京地裁が「強制は違憲」とする判決を下したにもかかわらず、東京都教委

は 2007 年 3 月に新たに 35 人に処分を行った。都教委の処分は累積性を持つことから、現況

では 2008 年 3 月についに免職処分（解雇）となる教員が現れることが危惧される事態となっ

ている。

2006 年 12 月にビデオプレス社が公開した『君が代不起立』（詳細はホームページを参照：

http://vpress.la.coocan.jp/kimi.html）は懲戒処分に直面している不起立の教職員たちの

考え、教育への想いと行動、そして彼らの教え子たちの姿を追ったドキュメンタリー映画で

あり、これまで各地市民団体、ICU、外国人記者クラブなどにおいて上映会を積み重ねている。
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折しも、憲法改定を掲げる与党による国民投票法の制定が目前となっているが、現行法案

が教員・公務員の｢地位利用｣を禁止した規定を含むことによって、同様に政権与党の意に沿

わない見解を表明した教員は懲戒処分の対象となる可能性も出てきている。私立大学で教育

に携わる私たちにとっても他人事ではありえないこの問題を通じて、思想良心の自由につい

て、本学教職員・学生らと議論し考える機会を持つことが本企画の趣旨である。

第２回：シンポジウム

・2007 年 10 月 11 日（木曜日）17:15-19:30

・四谷キャンパス中央図書館 921 号室

・パネリスト 「憲法と自由」（高見勝利・上智大学法科大学院教授）

「信教の自由と政教分離」（谷大二・さいたま教区司教）

「反自由の政治」（中野晃一・上智大学国際教養学部准教授）

［趣旨］

思想良心の自由、表現の自由に限らず、信教の自由なども含めて今日自由をめぐる問題は

実に多岐にわたっている。戦後憲法の中で曲がりなりにも保障されてきた個人の自由がかつ

てないほどに脅威にさらされていると危惧する声が上がる一方で、逆に「戦後民主主義」の

行き過ぎた自由が国家の存続基盤そのものを危うくしているという論調も強くなってきてい

る。ドキュメンタリー映画『君が代不起立』上映会を連続企画『自由は危ないのか』の第１

弾として位置づけ、そこでの問題提起を受けて、自由の現在と将来についての学術的論考と

討論を更に進めることが本企画の趣旨である。

②第 27 回国際シンポジウム（国際基督教大学社会科学研究所との共催）

『グローバル化と先進国における貧困と社会的排除：野宿者、フリーター、移住労働者の立

場から』

・開催日程：2007 年 12 月 8 日（土）10:00-17:30

・四谷キャンパス 2 号館 17 階国際会議室

［趣旨］

今年になって急に『格差社会』『ワーキングプア』という言葉が世の中でよく見られるよう

になってきたが、実はすでに 10 年以上前からじわじわと日本社会に新しい『貧困』が広がっ

てきていたのである。そしてそれはグローバル化、特に新自由主義的グローバリゼーション

の影響とも言われている。この新自由主義的グローバリゼーションは、国際通貨基金（IMF）・

世界銀行（WB）の構造調整プログラム、世界貿易機構（WTO）体制、先進国と途上国間の多く

の自由貿易協定（FTA）を通して、従来から、途上国（特にその民衆）に対して、グローバル

化の利益を大きく上回る悪影響を強く与えていると思われている。しかしながら、昨今、先

進国でさえも新自由主義的グローバリゼーションによるネガティブな影響が強く意識される

ようになってきている。そこで、本年度の国際シンポジウムは、特に日本を含めた先進国に

注目し、先進国における新しい『貧困』の現実理解、社会分析、現場からの報告を中心に企

画した。このシンポジウムによって、先進国でグローバル化によってどのように新たな貧困

者と社会的排除が創出されてきているのか、そしてそれに対するどのような実践がおこなわ

れているのか、これらの現実を共有することができればと思っている。

［プログラム］（案）

10:00 あいさつ 石澤良昭 (上智大学学長)
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イントロダクション・趣旨説明 下川雅嗣（上智大学社会正義研究所所長）

10:20 基調講演

司会：田中和子 (国際基督教大学国際関係学科教授)

①「グローバル化と先進国における貧困と社会的排除：フランスの現状とそれに対する実践」

Annie POURRE

住宅への権利運動、パリ第４大学非常勤講師

②「グローバル化と先進国における貧困と社会的排除：韓国の現状とそれに対する実践」

Shin, Myong-Ho

韓国都市研究所副所長

③「グローバル化と先進国における貧困と社会的排除：日本の現状とそれに対する実践」

笹沼弘志

静岡大学教授（憲法学）

12:30 休憩・昼食

13:30 パネルディスカッション①「野宿者、フリーター、移住労働者の現状と課題」

・野宿者の現場から（釜が崎パトロールの会の中桐康介さん依頼予定）

・フリーターの現場から（山口素明：フリーター全般労組）

・移住労働者の現場から（山口智之：Asian People’s Friendship Society, APFS）

討論者：Annie POURRE、Shin, Myong-Ho、笹沼弘志

司会兼討論者：下川雅嗣

15:30 休憩・コーヒーブレイク

16:00 共同の祈り

北原葉子(国際基督教大学牧師)

ホアン・アイダル(上智大学文学部講師)

16:10 パネルディスカッション②「グローバル化と周辺化」

パネリスト：Annie POURRE、Shin, Myong-Ho、笹沼弘志、中桐康介（予定）、山口素明、山口

智之他）

司会兼討論者：三浦まり（上智大学法学部准教授）or 中野晃一（上智大学国際教養学部准教

授）

17:45 閉会の辞 植田隆子 国際基督教大学社会科学研究所所長

３．今後の展望

そもそも、「人道と人権」に基づく社会正義の実現を基本的理念に発展を遂げてきた本研究単

位であるが、実証的研究と実践的活動のバランスについて、よりいっそうの明確化が必要で

あると考える。

本学研究機構の常設研究部門としてある本研究単位の性格からして、第一義的には、社会

科学研究がもっとも中心的な活動内容である。しかしながら、本研究単位の社会科学研究活

動の大きな特色は、まさに「上智学派」とでも呼べるような「人間の尊厳」という価値観を

基盤とすることであり、その意味において社会現実から切り離された客観主義アカデミズム

ではありえないのである。本学の教育理念であるキリスト教ヒューマニズムに根ざし、こう

した問題関心をより明確な形でグローバルな展開をすることが今後の我々の課題である。

長期的には、グローバルな規模での人間の尊厳の実現を模索する学問をめざす本研究単位
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を、「Center of Global Concern」（仮称）として「再構築」していく必要があるかもしれな

い。このとき、グローバル化する今日の社会において、いかに人間の主体性、尊厳を擁護す

ることができるか、その社会科学的な基盤の形成が本研究単位の活動目的となる。（※なお、

米国のイエズス会系研究機関に「Center of Concern」という社会正義を促進するための研究

所があり、本研究所はそことこれまでに過去 3 回にわたり研究･人物交流を行なっている。）

しかしながら、こうした社会現実との取り組みを志向する社会科学研究は、いわゆる象牙

の塔のうちに留まるものではありえない。したがって、「グローバルな規模での人間の尊厳の

実現を模索する学問の構築」という本研究単位の研究活動は、同時に、その研究成果のグロ

ーバル社会への還元にコミットすることになる。より具体的に述べるなら、グローバルな人

権・人道問題についての学生や地域社会の意識化に力を注ぐとともに、また社会現実の改善

への取り組みの学術的・実践的支援も重要であるということである。

この新しい方向性において、今後本研究単位では、「グローバルな規模での人間の尊厳の実

現を模索する学問の構築」のために学際的、先駆的な共同研究を推進するわけであるが、具

体的には以下のようなテーマがあげられるであろう。①政治・権力の問題を扱う［資本・暴

力・安全］という研究テーマ、②社会・経済の問題を扱う［近代化・開発・共生］という研

究テーマ、③文化・宗教の問題を扱う［正統・多様・消費］。そしてこれらの研究テーマの有

機的な連携での追究を計画している。


