
１　「承認」とは何か

社会的な「承認」は、現代社会の諸問題を読み解くキーワードとして、近年注目を集めてい
る概念の一つである。20世紀において社会問題の中心に位置していたパラダイムは、「承認」で
はなく、さまざまな資源の配分をめぐる不公正であった。マルクス主義の経済的な利益配分や、
J. ロールズの基本財（自由で平等な市民が欲する対象）に象徴されるように、かつて社会問題
の焦点は配分をめぐる不公正であった。この配分的正義のパラダイムは、第二次大戦後の貧困
と労働運動の時代を分析するのに適していた。それは、国民国家を前提とする民主主義的な福
祉国家内のコンフリクトが、主に経済的資源をめぐって生じていたからである。

しかし、グローバル化を迎えた21世紀の社会問題のパラダイムは、「配分」からアイデンティ
ティと差異の「承認」をめぐる問い（我々は何者なのか、どう生きたいのか）へと、移行しつ
つある。この「承認」というモチーフは、古くは F. ヘーゲルがイエナ体系草稿や『精神現象学』
で構想し、近年は C. テイラーが民族や多文化共生の文脈で顕在化させてきた。そしてこの動向
をもっとも理論的に先鋭化したのが、フランクフルト学派第三世代を代表する A. ホネットであ
る（Honneth 1992）。

ホネットによれば、他者から肯定的に扱われる＝承認されるということは、自己実現や生き
がい、自己の安定化を獲得する上で必要不可欠な契機である。逆に言えば承認が欠如すると、
自己のアイデンティティは安定を欠き、その結果さまざまな社会問題が引き起こされる。

この道徳の問題構成を彼はヘーゲル哲学にヒントを得て、三つの承認様式の観点から再構成
した。ホネットによれば、身近な他者から愛され（愛情）、自律した主体として尊重され（法権
利）、自らの能力や業績を評価され（社会的価値評価）て初めて、人間は十全なアイデンティ
ティを形成しうる。この「承認」の視点から見るならば、高齢者やこどもへの虐待、配偶者・
恋人への DV などの問題は、愛情の承認の毀損と解釈されうる。また性的・文化的マイノリティ
への差別やヘイトスピーチ、高齢者や女性、障害者の社会的排除や非正規労働の問題などは、
法的承認＝人権や社会的評価が不当に剥奪された事例として、位置づけることが可能である。

特集「承認の構造変動」解題

大畠　啓
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２　「承認」研究の動向と特集のねらい

このように承認というカテゴリーは、社会問題のさまざまな文脈に適応可能なポテンシャル
を備えている。当初はホネット承認論の学説的、理論的検討に集中しがちであった、本邦にお
ける承認の研究も、近年はホネットの議論に直接準拠しないものも含めて、多様な領域で経験
的成果を蓄積しつつある 1）。管見によればそれらは主に、以下の三つのジャンルに分類できる。

 a .   愛情承認（子ども、若者、結婚、教育など）の領域を扱った研究
 b .  社会的評価や労働をテーマとする研究
 c .   介護労働と承認をテーマとする研究

a  . においては、承認関係論の独自性を教育学的なカテゴリーのうちに探求する研究（中俣 

2011）や、J. ハーバーマスとホネットの理論を援用する形で、学校評価の理論的基盤を構築す
る研究（笹田 2011）、若年層女性のルックス至上主義社会における生きづらさを、他者からの
承認を意味する「リア充」と美醜評価の観点から検討した研究（栗田 2015）や、結婚の社会的
承認の観点から同性パートナーシップを扱う研究（松信 2016）、現代の若者と SNS との関連か
ら承認欲求について心理学的に考察する研究（正木 2018）や、孤立した子ども・若者の生活世
界と承認の問題を論じた研究（富田 2018）がある。

また b  . においては、再分配のための承認に向けて、アンダークラスという言説を再考した研
究（堅田 2005）や、周辺的な職業的位置（家畜解体業や火葬場、清掃業など）における人々の
尊厳と承認の観点から、職業観を問い直す研究（井沢 2012）、承認の格差と社会経済的地位の
関連性を問う計量的研究（源氏田 2013）や、低賃金と単純労働の問題を取り上げ、「生きづら
さ」の観点から仕事を通じた承認における準拠集団の重要性を指摘する研究（薄井 2014）、U.ベッ
クの市民労働の理念をもとに、ドイツにおける連帯と承認をめぐる理念の生成と変容を問う研
究（伊藤 2014）や、職場における承認の問題を、日本人の承認の特徴である「表の承認（加点
主義）/ 裏の承認（減点主義）」の観点から論じた研究（大田 2018）が存在する。

最後に c. においては、ホネットの理論枠組みに基づいて山口県宇部地区の介護職の承認意識
を調査した拙稿（大畠 2011）や、ケアの現場の分析を通じて、自己決定や承認がどのように作
動するのかを明らかにする研究（天田 2011）、「介護はいかにして『労働』となったのか」とい
う問いのもと、制度としての承認と評価のメカニズムを扱った研究（森川 2015）がある。

他にも、高齢者がかつて仕事によって得ていた承認を、別の形でいかに獲得できるかという
視点から、高齢者の社会活動について論じた研究（末永 2018）や、まちづくりにおける諸アク
ター間の結合を、地域社会の承認の観点から扱う研究（長野 2012）、「Vulnerability による承認
は可能か」という問いのもと、「重度知的障害者」の承認について検討した研究（田中 2010）
や、他者から承認されていると感じる認知の分布が、世代ごとに異なるのかどうかを、ウェブ
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調査のデータをもとに検討した研究（智原 2017）、あるいは大学生におけるゲーム利用の動機
の一つとして、「承認」を指摘する研究（井口 2013）なども存在する。このように「承認」は、
今や一つの研究領域を形成するほどに注目を集めるテーマであると言っても、過言ではない 2）。

承認研究がこれほどの活況を呈する一方で、それの理論的基盤を整備したホネット自身は、
近年承認の否定的側面や病理に注目する研究を進めている。彼が M. ハルトマンと共同で取り
組んでいる、「資本主義のパラドクス」研究（Hartmann and Honneth 2004）によれば、ネオリ
ベラル革命を経て脱組織的なネットワーク資本主義が拡大する現代、かつて「新しい社会運動」
という形で社会を解放へと導いた「承認をめぐる闘争」は、今やその規範的、進歩的なポテン
シャルを失っている。そして承認は、新しい資本主義を正当化し駆動する社会統合のイデオロ
ギーへと、パラドクス的に頽落してしまった。

たとえば、生活世界とシステムの境界がもはや規定されないなか、パーソンズの言う制度的
な個人主義は、実験的な自己実現の理念に方向づけられる。そこでは労働者は、プロジェクト
志向的な資本主義の精神を持つ「企業家」になる。その結果、「ワークアズライフ」の言葉に象
徴されるように、生活世界のコミュニケイション能力や感情は職業的成功へと動員される。近
代法の領域では福祉国家の理念が後退するとともに、自己責任が強制化、命令化され、また業
績原理の水準では「格差社会」のもと、偶然や幸運、遺産が業績の審査基準に含まれる業績原
理の市場化が進行することにより、業績は不確実性を増す。そして愛情関係においてはそれを
長期的に見込むために、職業上の成功や経済的合理性が計算に入れられるようになる（パワー
カップル＝高収入の共働き夫婦などの例）。これらの現象は、今や先進諸国で広く見られるもの
である。

もし資本主義社会の近代化が、このように文化から連帯性や活気を喪失させる局面に入って
いるとするならば、これらの道徳領域を構成する相互承認の形式は、歴史的にどのような構造
変動の過程にあり、またそれはどのような病理の徴候を示しているのか。病理発生のメカニズ
ムや病理克服の可能性を探求するためにも、21世紀における承認の新たな動向や承認のあり方
の探索を通じて、各研究領域における承認の布置状況を把握することは、必要な試みであろう。

このような問題意識から本特集では、自らの研究フィールドに「承認」の光を当てることに
関心を持つ、４人の研究者から寄稿いただいた。以下に、４本の論文から得られる知見を整理
しておきたい。

３　特集論文からの知見

本特集は、吉武論文（高齢者と承認―社会関係と社会参加の分析から）、井上論文（性的マ
イノリティの承認―社会意識とパートナーシップ制度について）、坂無論文（女性の労働者協
同組合による移民女性のエンパワーメントと連帯―ロンドン・タワーハムレッツ区の事例か
ら―）、阪井論文（事実婚と「承認」― 非法律婚カップルへのインタビュー調査から―）
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の４編で構成されている。いずれも高齢者や性的マイノリティ、移民女性や非法律婚カップル
など、社会で弱い立場に置かれている人々の承認を扱った論考である。

吉武論文は、鹿児島県大島郡伊仙町で行った質問紙調査のデータをもとに、高齢者における
「承認」の実態について実証分析を行った研究である。近年高齢化が急速に進展する日本社会に
おいては、役割縮小期に該当する高齢者が増大しているが、彼らのうちとりわけ農村高齢者が、

「自分をなくてはならない存在だと」感じる承認意識を扱った実証研究は、ほとんど存在しな
い。その欠落を埋めるべく企図された本論文によれば、農村高齢者の承認意識は他の世代に比
べて高く、近隣関係の緊密さと団体参加の活発さが、彼らの承認意識や生きがいを涵養してい
る。そして高齢者の承認意識を高めるためには地域住民以外にも、公的機関（自治体や社会福
祉協議会、地域包括支援センターなど）によるサポートが重要であると、論文では結論づけら
れている。ただし高齢層は、承認に関して強い肯定のみならず、強い否定を示す割合も高い。
この点には留意する必要があろう。論文で、高齢層の過去の経歴と承認意識の関連性について
指摘がなされているように、社会との現在の結びつきが強まれば彼らの承認意識が高まるとい
うほど、問題は単純ではないかもしれない。

続く井上論文は、性的マイノリティの承認をテーマにした研究である。井上は、彼らに関す
る社会調査のデータを確認しながら、日本社会が性的マイノリティに対してどのような認識を
もっているかを確認し、そのような社会の下で彼らが抱える生きづらさについて概観している。
またパートナーシップ制度についても取り上げ、法的承認と社会的承認の観点から考察を加え
ている。そこで強調されているのは、異性愛社会の規範や家族との葛藤に苦しむ性的マイノリ
ティの姿と、パートナーシップ制度や同性婚の法制化を求める声に対する警戒感である。承認
論の術語で表現するならば、性的マイノリティは親密性の領域（特に家族）において、依然と
して承認を得ていない。またいたずらに法的承認を求めることは、その代償として、彼らのア
イデンティティの価値的な承認が失われるリスクを生じさせる。いずれにせよ、性的マイノリ
ティが既存の社会から承認を獲得することに対して、井上論文が懐疑的な知見を示しているの
は興味深い。

既存の承認に対して批判的な井上論文の知見に通じるのが、坂無論文である。坂無は、英国
のロンドンで移民女性を支援する女性のための労働者組合 Account 3を事例として、女性への持
続的なエンパワーメントがどのように行われているか、また女性へのエンパワーメントが、連
帯の承認形式からどのように解釈できるかについて考察している。移民女性の就労・起業支援
をメインとする Account 3は、女性間の民主的な運営方法のもと、移民女性が直面する実際的な
ジェンダー・ニーズを充足させつつ、それを家庭や社会の中で男女が平等な地位を占めるとい
う、長期的、戦略的なジェンダー・ニーズにつなげようとしている。この活動は、承認された
性別役割分業の枠内にとどまる、実際的なジェンダー・ニーズ（職業訓練時の託児サービスな
ど）の充足にとどまらない。それを越えて、移民女性たちの能力や経験値を高め、彼女らが社
会的な価値評価を得られるよう支援することこそが、連帯の承認形式に他ならないというのが、
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坂無の知見である。
最後は、事実婚を承認の視点から扱うことによって、親密性の領域における承認の構造変動

に言及している、阪井論文である。阪井は、法律婚をせずに同棲する人々に行ったインタビュー
調査をもとに、非法律婚カップルの日本的特徴と、彼／彼女らが「結婚」にどのような意味を
付与しているかを、語彙のレトリック分析を用いて探究している。そこから、事実婚の当事者
がいかなる「承認」を希求しているのかが解明される。この論文で注目すべき知見は、現代日
本に生じつつある「結婚と親密性のパラドクス」である。すなわち個人化された親密な関係が、
事実婚や同棲など法律婚の外部で営まれることによって、「結婚」というカテゴリーにおいて

「パートナーとの（ヨコの）関係」が後景化し、その代わりに、親子関係や親族関係といったタ
テ関係の比重が逆説的に高まる。この「親密性の脱結婚化」への洞察は、ホネットも指摘して
いる論点である。彼によればかつて家族は、法的な契約志向と感情的な共同体志向が衝突する
社会領域として表象されていた。この領域の承認パターンは、現在再創造の最中にある（Honneth 

1995）。すなわち愛情の承認領域は、結婚に表象される法的承認とカップリングし続けるのか、
それとも次第にデカップリングする方向にあるのか。この論点は、ポスト「核家族」における
承認の構造変動を考える上で、重要な示唆を与えるであろう。

４　むすび

以上、４つの論文の知見について概観してきた。前記したようにいずれの論文も、社会で弱
い立場に置かれている人々の承認を扱っており、そこでは社会に承認されるということが、彼
らにとってどのような意味を持つのかという問題をめぐって、様々な意見や知見が提出されて
いる。

それらの議論に共通して垣間見えるのは、承認の両義性である。ホネットによれば、もとも
と承認という道徳形式には規範的な余剰があり、それゆえ自ら変容するポテンシャルを、承認
は備えているとされる。では、社会から承認されるということは、この社会進歩のポテンシャ
ルが解き放たれることを意味するのか。それとも逆に承認は、既存の社会のうちに人々を機能
的に統合するよう、保守的に働くものなのか。

たとえば、高齢者に生きがいや役割を提供する承認のまなざしは、彼らを地域活動の担い手
や後継者に仕立てようとする、生産性重視の視線に他ならないのではないか。また同性カップ
ルが法的に承認されるということは、異性間のカップルと同一の婚姻制度の枠内に、彼らが同
化されることを意味しないのだろうか。あるいは、移民女性が自分たちの価値評価をお互いに
高め合う起業支援の連帯形式は、それ自身を掘り崩す自己責任志向の「企業家」を育成する実
践ではないのか。そして、A. ギデンズの言う「純粋な関係性」が離脱しつつある結婚という法
的承認は、井上論文も示唆するように、かつての解放的な働きを喪失しているのではないか。

もちろん、承認をめぐるこの種のパラドクスが、社会の長い学習過程における一時的なバッ
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クラッシュ（揺り戻し）である可能性は、十分にありうることである。承認がもたらすのは社
会変革への「希望」なのか、それとも「絶望」なのか。この点を見極める上で、バックラッシュ
を誘発する社会の病理メカニズムに対する理論的、経験的な探求の蓄積は、今後の承認研究に
負わされた大きな課題であるに違いない。

［注］
1 ） 「承認不安」などをキーワードに、承認をテーマにした一般向けの書籍もすでに多く出版されてい

るが、ここでは、学術雑誌等に掲載された研究論文や専門書を考察対象とする。
2 ） 社会政策や教育学、障害者福祉やジェンダー論、多文化主義や政治学などの立場から、承認概念

のポテンシャルと限界を包括的に探求した著作（田中編 2016）も刊行されている。
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