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異法融合の秩序学 

―〈法のクレオール〉の視座から ― 

 

長 谷 川 晃† 

 

1. 「法の継受」は、様々な社会における法秩序形成の有力な動因である。この現象は、ロー

マ法の継受や東アジアにおける西洋近代法の継受を典型例として、多く発展した社会から未発

展の社会への法の移転として捉えられて来た。特に、東アジアにおける「法の継受」のあり方

は、現地の法や文化による西洋の公式法に対する否定・妥協として対抗的な形で捉えられ、後

者の有効性の問題が関心の的であった。また、その半面、西洋とは異なって、東アジアでは法

の命令基底的な見方が維持されており、治者と被治者との間の政治的な対立と外来公式法と現

地法・文化の対抗とがしばしば重なり合ってもいる。 

 法実践では、一定の文化の下で多様な価値や規範、意識が作用しており、そこには法の見方

や法的思考の態様、法意識、正義観念なども含まれていて、外来の要素と現地の要素とは質的

相異や緊張関係を有する。しかし、その相異や関係は複雑なもので、上記の対抗的な見方では

東アジアの近代から現代にかけての法と文化の変容を十分に捉えることはできないし、東アジ

アに特有の法の権威主義的構図も克服できない。どの社会でも、近代以降の法と文化の動態は

変化に富んであり、また昨今は極めて流動化もしていて、外来の法と現地の社会や文化との間

には多くの錯綜や融合が看取される。この点で我々は、改めて、複雑に変容する法と文化のあ

り方を見据えつつ、東アジアにおける法の転成の可能性を考察する必要がある。 

 

2. そこで必要なのは、異なる法や文化の衝突が引き起こす規範的な相互作用や葛藤を詳細に

見定めることである。そして、この点で有意義なのは、〈異法融合〉というハイブリッドな見

方、すなわち、或る社会の法と文化における異質な規範的要素の動的な融合の機序を見通す視

座である。 

 ともすると漠然とした法や文化のあり方に関わるここでの見方は、それは多種多様な規範の

                                                                 
† 北海道大学大学院法学研究科附属高等法政教育研究センター・教授。本稿は、2014年 1月 11日に開催
された東洋大学国際哲学研究センター・国際シンポジウムの基調講演原稿として用意したものに最小限度
の加筆修正を加えたものである。ただし、本稿は、末尾に記載の近年公刊された幾つかの拙稿の内容を再
整理したものであり、注もほとんど省略してあるので、本稿での議論の詳細についてはそれらの拙稿を参
照していただければ幸いである。また、上記講演に際しては、関係者・パネリスト・フロアー参加の方々
のコメントや質問から大きな学問的刺激を与えていただいた。心から感謝したい。 
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論理的構成の分析によって理解されるというものである。多種多様な規範には規則、基準、理

念などがあり、そこでは道徳的、倫理的、法的あるいは慣習的な規範があって、これらの論理

的接合の様態によって法や文化の全体的な特徴が解釈される。またその際、法は確定的規則の

体系としてではなく、法的規則と共に道徳的基準や慣習をも含む規範の網の目として捉えられ

る。これは、法実証主義とは対照的な「法の網の目」の見方である。この見方を採るならば、

西洋と東アジアの規範の間の複雑な接合関係を把握し、東アジアの法の動的で柔軟な性質や社

会変化に即応した法実践のモザイクをよりよく捉えることができる。また、そこでは「法の継

受」の批判的再検討も含まれる。「法の継受」は多く一方的な法の移植を指しており、受入側

の主体性やそこに現れる新たな法形成、あるいは元の法への逆作用の可能性などは十分に考え

られていない。「法の継受」は、むしろ、異なる法や社会・文化の遭遇を契機に新たな法形成

へと向かう、異法融合の動態の一面に他ならない。 

 これらの点を踏まえて、私の提唱する理論的視座は、法における動態性、解釈、主体性を軸

とした形成論的観点に立つ、〈法のクレオール〉というものである。一般に、クレオールとは、

異文化の遭遇の際に生ずる様々な力の内で、複雑に重なり合う社会的関係を通じて人々の様々

な価値観や信念が掛け合わされ、既存の秩序が変容して新たな秩序が出現するという異種混交

的な過程であり、種々の異文化間経験から普遍化されうる社会形成の根元的な秩序動態として

の意義を有する。それ故、〈法のクレオール〉とは、異なる法文化・社会の遭遇の際に生ずる

様々な力の内で、複雑に重なり合う社会的関係を通じて人々の様々な法的活動が掛け合わされ

新たな法の創発へと向かって繰り返される、法秩序の形成と変容の普遍的で根元的な動態であ

る。そこでは、異なる法実践の間の相互作用における、諸々の法的アクターの主体的な活動、

多面的な法の移転過程における様々な規範の連関、法実践におけるミクロ～メゾ～マクロ・レ

ヴェルの循環作用、法の動態における価値的志向性といった契機が重要であり、それらの内実

の解明が求められる1。 

 ここで注視している異なる法の相互作用に関する先駆的研究は、ウィリアム・トワイニング

によって展開されている。トワイニングは、この種の現象に関して「伝播/拡散」（diffusion）

という用語を提案し、法の伝播/拡散は多方向的かつ多次元的なもので、様々な法的素材を含

み、そのことによって動的で多元的な法体系を形成するという見方を示している。トワイニン

グによれば、この新たな見方は以下のようなポイントを含む。 

 

a. 法の伝播/拡散の素材源は往々にして多様である。 

                                                                 
1 私が主導した科研費基盤研究(S)を参照。http://lex.juris.hokudai.ac.jp/~hasegawa/lcreole/index.html 
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b. 法の伝播/拡散にはレヴェルが交錯する相互作用がある。 

c. 法の伝播/拡散の経路は複雑で間接的でありうる。 

d. 法の伝播/拡散において法の採用や定立は公式の行為であるが、非公式の伝播/拡散もある。 

e. 準則、観念、法制度（裁判所など）は法の伝播/拡散の唯一の対象でも主たる対象でもない。 

f. 法の伝播/拡散には様々な主体が関わる。 

g. 法の伝播/拡散は長期にわたる過程を要する。 

h. 法の伝播/拡散においては母法から子法へという一方的な過程だけが重要なのではない。 

i. 継受・移入された法が変容を被らないということはない。 

j. 法の継受・移入の受け皿となる当該社会の既存の文化や慣行が重要である。 

k. 法の伝播/拡散においてはイデオロギー、文化、技術の間の緊張関係に注意すべきである。 

l. 法の伝播/拡散の社会的インパクトの評価は注意深く行うべきである。 

 

 このトワイニングの主張は、異法融合の機序の把握に係る重要な一歩である。特に、法的ア

クターの活動への注目、法の拡散/伝播プロセスの多面性への注目、そして法変容の方向性へ

の注目などは、〈法のクレオール〉の問題関心と重なり合う。しかし、〈法のクレオール〉の視

座はさらに一歩を進める。すなわち、トワイニングの指摘のうえでなお、法的アクターの活動

においてはいかなる様態の主体性が看取されるか、また多面的な法の伝播/拡散のプロセスに

おいては諸要素の間にいかなる相互連関があるか、さらに、そのような法の動態と変容はいか

なる価値的志向性を示すかといった問題について、経験的探求と理論的モデル化を進めるので

ある。ちなみに、トワイニングの問題提起の後、近年、いわゆる制度的法理論（institutional theory 

of  law）の立場から、特に国際的な法制度の再編成を念頭に置いた法の動態的把握が現れてお

り、そこでは様々な国家法や地域の法、国際法などの相互作用が注目されつつある。この動き

も重要であるが、そこでも、相互に接触し合う法制度の間にいかなる接合関係が現れるかとい

う問題のより詳細な分析が求められる2。 

 この点との関連で敷衍するならば、〈法のクレオール〉という視座は、以下のような基本枠

組みによって成り立つ。一般に、クレオールの根元的動態にはまず三つの局面が含まれる。そ

れは、主体化、変成、そして文化混合である。そして、これら三つの局面には、その主軸とな

る作用としてクレオールの根元的動因たる我々の活動主体性における創造的な判断作用が付

随しているが、これは第四の局面として解釈的活動主体性と呼ばれる。〈法のクレオール〉は、

これら四つの局面を法的に分有するが、特にその主局面となるのは法的変成である。法的主体

                                                                 
2 E.g. Keith Culver and Michael Giudice, Legality’s Borders (Oxford U. P., 2010) 
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化は個々の法的アクターそれぞれのミクロな活動様式の問題で、また法的文化混合は様々なア

クター全体の集合が産み出すマクロな秩序パタンの問題であり、重要なのはそれらの結節点と

して働いているメゾ・レヴェルでの法的な秩序形成の動きそのものである。この場合、個々の

アクターの主体性とマクロな秩序パタンとは、この変成の動態の内でいずれ形を成すに至るポ

テンシャルとして伏在していると見ることができ、法的変成の一定のパラメーターとして位置

づけることができる。それ故、法的変成それ自体は、このようなパラメーターを示す形で以下

のようにマトリックス的に（ただし、それは静態的な変成構造ではなく動態的な変成契機を示

す）表現される。― 

 

 ／ Ms/Dv；Ms/Da；Ms/Di 

法的変成＝法のクレオール ｜ Mc/Dv；Mc/Da；Mc/Di 

 ＼ Mp/Dv；Mp/Da；Mp/Di 

 

―ここで言う変成契機とは、異なる法の間の意義転換[Ms]、異なる法の間の相互連結[Mc]、

そして異なる法の間の浸透混成[Mp]であり、さらに、これらの三つの契機のそれぞれには、法

の具体化の過程と相俟って、価値的次元[Dv]、行為的次元[Da]、制度的次元[Di]のような三つの

次元の相異も見出される。また、これと関連して、法的アクターの主体的法形成活動と法的変

成との関係については、法的アクターの主体性それ自体は法的主体化の局面の問題であるもの

の、アクターの活動の直接の成果は上記のマトリックス内に関係づけられる。 

 もちろん、考えられる様々なアクターの範囲や社会階層上の位置づけ、アクター間の対抗や

連携の関係などの現実のあり方は、さらに経験的な検証の問題となる。私自身は、〈法のクレ

オール〉にとって重要なアクターは特に社会における知的エリート層であり、個々のアクター

は適理的かつ合理的に活動し、そして様々なアクターの動静は幾つかのグループの多中心的な

対立や拮抗の関係に依りつつ、最終的には全体的統合へ向かうと考える。 

 

3. 〈法のクレオール〉の視座による法と文化の動態的把握の焦点の一つは、或る社会の法実

践の中核たる支点的観念（例えば権利や義務、公共の福祉など）をめぐる異法・異文化間の翻

訳的接合と連鎖の形成である。というのも、このことは、19 世紀後半の日本における西洋法

の導入という、東アジアにおける近代的法形成の端緒となった経験の要であったからであり、

その後の東アジア社会の法形成、そして昨今のグローバルな法秩序の拡大においても同様だか

らである。そこで、以下では、特に権利の観念の導入を焦点に、〈法のクレオール〉を介した

異法融合を考えてみたい。 
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 まず、異なる法から新たな法的観念を導入する際には、〈法のクレオール〉にとってのマク

ロな問題文脈となる社会・文化的状況が存在しており、そこでは異法間に次の三つの状況が存

在する。それは、すなわち、(a) 支配-抵抗的な関係が成立して問題の場が抑圧的となり、その

際、秩序主体は逆説的なものとして、秩序の変成は抵抗的なものとして、社会における文化混

合は相対化的なものとして、そしてそれらを貫く解釈的な活動主体性は抑圧反発的なものとし

て現れる状況、(b) 侵略-対抗的な関係が成立して問題の場が圧迫的となり、その際、秩序主体

は対抗的なものとして、秩序変成は受反的なものとして、社会における文化混合は混成化的な

ものとして、そして解釈的な活動主体性は拮抗的なものとして現れる状況、さらに(c) 拡張-

継受的な関係が成立して問題の場が流入的となり、その際、秩序主体は順応的なものとして、

秩序変成は受容的なものとして、社会における文化混合は伸展化的なものとして、そして解釈

的な活動主体性は応接的なものとして現れる状況である。ちなみに、19 世紀後半に日本が新

たな法制度の構築を試みたのは(b)の状況下であった。 

 次に、マクロな問題文脈の下での異なる法的観念の翻訳の認知的条件として、予備的蓄積、

対象テクストの読解、そして翻訳の実践的指向の三つの段階がある。まず、翻訳のための予備

的蓄積は翻訳開始の条件であり、特に外国の観念の背景事情を理解することが重要である。19

世紀後半の日本の知識人たちは多くの外国語を習得し、西洋の知識や滞在経験をも有して、そ

れに基づいて西洋の観念や価値を理解し翻訳して日本社会に適応させようと試みた。次に、そ

の際の対象テクストの読解に関しては、まず西洋と日本の間で対象となる観念に関する相同性

認知（isomorphic recognition）が必要である。翻訳は、二つの異なる概念枠組みの下の観念を一

定の構造的類似性を軸に意味的に近接化する試みであり、それが成り立つのは、異なる観念の

間に実質的意味の差異にも拘わらず同等な形式的関係があるときで、その関係は外来観念の国

内での類似物の構造理解に依拠した、異なる観念に共通の概念的骨格の把握によって成立する。

さらに、適切な相同性認知を介して翻訳が進む際には、新たな言語において当の観念を有意味

に受け継ぐ独自の観念を確立しなければならない。私はこれを概念転回（conceptual conversion）

と呼ぶが3、rights の場合、日本の知識人たちは「権利」という日本語と共に新たな観念を創

出した。 

 概念転回は、相同性認知や新たな語の使用に牽引され、観念の意味はそれに則して構成され

る。19 世紀後半の日本の知識人は、翻訳の際に関連する中国語文献に依拠しながら漢字表現

を選び、その内容理解に即しつつ新たな観念を造り出した。ただし、概念転回については、新

たな観念構築や意味付与のために翻訳者が多様な仮説を用いたり、その仮説の選択が当該観念

                                                                 
3 私は、相同性認知と概念転回から成る過程全体を相同的転回（isomorphic conversion）と呼ぶ。 
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に関する翻訳者の政治的価値観に依存したりすることも重要である。特に語の選択は概念転回

の条件を左右し、結果として、翻訳者の政治観と相俟って翻訳的な意味変容を引き起こす。ま

た、この意味変容は、翻訳者の視点で当該観念の実現可能性について一定の見通しが伴うこと

にも関連しており、これは観念的期待（ideational expectation）と呼ぶことができる。日本の知

識人が西洋の観念を導入しようとしたとき、近代化の行方が新しい語句や観念の選択にかかっ

ていたため、翻訳がもたらす日本社会の潜在的方向性について彼らは一定の積極的な価値評価

を有していた。もっとも、観念的期待は、無関心、退行的、進歩的など様々な内容を持ちうる。 

 以上のような翻訳の認知的条件に加えて、さらに重要なのは、翻訳の論理である。ここで私

が考えているのは翻訳の動的な論理的構成であって、この点は規範翻訳（normative translation）

とそこにおける文脈的実質化（contextual substantiation）として特徴づけられる。規範翻訳にお

いては、種々の規範が問題文脈に応じた動的な論理的接合関係に立って、様々な規範の交錯の

中から新たな翻訳的意味を生み出す。 

 規範翻訳の論理を rights の翻訳に関する 19 世紀後半の日本の例で考えてみよう。西洋にお

ける rights観念の核心は、他者に対する個人の基本的利益の正当な請求にあり、これは同時に

他者の義務を発生させる。この場合、rights 関係の形式的特徴は、個人間の同等性、当事者間

の便益と負担の等価性、関係する利益の交換可能性などとして特定できるが、これらは、個人

的独立の原則、正当な請求と公平な利益配分の基準、取引可能性の基準といった一連の道徳的

規範の表現として捉えることが可能である。しかし、rights 観念が日本に移転される際には、

日本社会の道徳的規範が干渉しうる。例えば、日本社会における年功序列の道徳、「義理」す

なわち長期的相互関係の道徳、集団における関係利益の調和の倫理などの規範は、rights に関

わる文脈では、抑制された個人の原則、許容された請求と長期的利益の基準、集団的権衡の基

準といった形式的特性を与えるものとして捉えられよう。かくして日本の道徳的規範が rights

関係を支えている西洋の道徳的規範に代替して rights の形式的特徴と結びつき、rights 観念が

翻訳的に日本の制度に取り込まれると、その結合が日本独特の権利観、すなわち、集団内の或

る者の利益の実現を他者と並んで要求する力という理解を生ずる。こうして、法と文化におけ

る異質な規範の結合作用たる文脈的実質化の結果として、西洋の rightsから日本の権利へと観

念が翻訳的に転成する。 

 日本における権利の意味変容は、異法融合における観念の翻訳的な意味変容である「意味論

的ねじれ」（semantic twist）の一例である。このとき観念の意味は、形式的特徴は同様である

ものの道徳的実質が変化するという仕方でねじれを起こす。もっとも、rightsについて言えば、

上述の意味変容が唯一のものだというわけではない。先にも触れたように、規範翻訳は翻訳者

の解釈仮説の産物であり、その仮説が孕む観念的期待によって実質化の内容が変わる。上述の
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ような rights の翻訳は、翻訳者が本来の西洋的意味を異なった日本の環境にそのまま適合さ

せるときに起こるが、その一方、翻訳者が日本の社会に対して批判的に構え、rightsの本来の

意味を維持して社会や人々の意識を批判しより西洋化しようとする場合には、既存の道徳的規

範の影響は排され、権利の観念は意味論的ねじれを生じないであろう4。さらに、これらとは

また異なって、翻訳者が意味論的ねじれの可能性を最小限に止めようと穏健な形で考え、例え

ば rights の本来の意味は日本社会の一領域（経済活動など）だけに生かし、それ以外（家族

関係など）では既存の社会に合わせた意味で用いるような場合には、権利の意味は妥協的なも

のとなり、その変容は限定的なものとなろう。 

 こうした rights から権利の観念への変容は、後者を支点とする法実践の中核に意味論的ね

じれをもたらし、それがさらに他の規範や観念にも影響を与えて、その結果として法実践の様

態も変調させてゆく5。換言すれば、先に述べた法的変成のマトリックスにおける異法間の意

義転換と相互連結の次元（[Ms/Dv；Ms/Da；Ms/Di]および[Mc/Dv；Mc/Da；Mc/Di]）におけ

る変容は、さらに異法間の浸透混成につながる。結局、規範翻訳は、その方向性に応じた様々

な仕方において、外来法を主体的に組み込む際の重要な規範的結節点となるのであり、それを

端緒として法的変成はさらに当該の社会の法実践の全体に係る異法融合の深化へとつながっ

てゆく6。 

 

4. 以上のような見方を別の角度から整理するならば、まず、法実践の基底には法的判断や活

動の基調を形づくる支点的観念があるが（例えば権利）、それが規範翻訳によって一定の意味

論的ねじれをもって規定されるとき、法実践の全体もそのような意味論的ねじれによって影響

を受ける。このねじれは、異法融合の過程において、当該の支点的観念が抱える道徳的要素が

                                                                 
4 福沢諭吉の場合がこれに当たる。福沢は、神の下での個人の独立と平等という西洋の観念に依拠して日
本国民の独立と平等の確立を重視し、封建的な社会構造や意識を変革しようとした。そして、福沢による
rightsの翻訳たる「通義」は、「権利」とは全く異なった、人々に共通の正当な理由という意味を示そうと
し、また、別の翻訳である「権義」や「権理」でも、力を示す「権」に対して「義」や「理」は物事の正
当性や適理性の意味を示そうとしている。 
5 ここでは規範翻訳における解釈方略も重要である。異質性を有する法形成に係る翻訳には、置換
（transposing）、相殺（countervailing）、接植（grafting）、並置（juxtaposing）などの解釈方略が有意義であり、
これらが個別に、あるいは組み合わさって翻訳を導く。置換は新たな法制度の早急な確立が必要な場合に
機能する。相殺は、伝統的規範の優越を強調することで新しい規範を排除したり、規範の適用範囲を限定
する条件の追加により新しい規範を中和したりする。接植は、新しい規範を伝統的規範に結合し、後者の
強化を図る。並置は新しい規範を伝統的価値と並列して導入し制度的分業を有効化することである。こう
した解釈方略を活用すれば、異質な規範的要素をより一体性のあるまとまりにすることができる。 
6 勿論、ここには規範翻訳を導く価値理念の問題があり、それは政治道徳上の問題となる。私自身は平等
主義的リベラリズムの見方にコミットする。 
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置換され社会の文脈に即応して再編成されるという文脈的実質化が働く中で導入されるとき

に生じている。その実質化は翻訳者の主体的で方略的な翻訳活動を介したものであり、その活

動は周到な予備的経験に支えられた積極的で実践的な意味付与の営為であって、一定の権力性

を孕む異文化衝突の社会状況下でとられる評価姿勢の内で成り立っている。そして、さらに、

このような一連の過程において、当該社会の法は様々な規範の複合によって変成を続ける。 

 こうして現れる法と文化は、動態的な特性において様々な規範が交錯するハイブリッドな法

の網の目の内にある。特に歴史的経緯によってハイブリッド性が顕著である東アジアの法形成

に関するより深い理解には、この見方が有意義である。加えて重要なことは、東アジアの法は

多くこのような翻訳的接合を介して形成されており、東アジアの法の近代化の歴史が示すよう

に法形成における規範翻訳の連鎖の内で、その終端は出発点とはまた異なった意味論的ねじれ

をもたらすに至るのである7。なお、このような視座は、およそ人間の文明が現れて以来生じ

てきた様々な異法融合の経験にも当てはまる普遍的意義を有すると思われる。 

 しかし、〈法のクレオール〉がいかに出現し、発展し、変化してゆくのかという問題探究は、

哲学的モデル化によってだけではなく、様々な角度からの理論的論議、経験的実証、そしそれ

ら相互のフィードバックを通じて深めてゆく必要がある。また、規範翻訳とその連鎖から成る

ハイブリッドな法のあり方が法形成の条件として重要であるとしても、反面では、法の正統性

や適切性、そして法の一貫性をめぐる客観的特質のあり方は別途に考究を要する問題であろう。

さらに、全体としては、異法融合の過程はより大規模な規範的潮流とその浸透のプロセスを予

想させる8。そこでは、規範翻訳が結節点となる様々な文化や社会の接触・衝突を介して規範

的潮流が分枝し拡大するといった、異法間のマクロな変動の意義も検討する必要があろう。 

 これらの他にも幾つかの重要な課題が残っている。規範翻訳の他の形態はないのか9、規範

翻訳はいかに社会に浸透しうるか、規範の拡散を効果的に統合することはできるか、諸規範の

衝突や不調和を十分に統御できる価値原則は何か、その原則が社会内部における他の法実践を

抑圧しないよう制御しうるか、こうした統合の観点が現今のポストモダンな断片化した世界で

生き残ることができるか、といった問題群がそこにはある。これらの諸問題に係る議論は、今

後のさらなる研究に委ねざるを得ないが、法の移動と変容の理解への不断の試みを通じて深め

られてゆくはずである。  

                                                                 
7 この問題は法多元主義の再評価に行き着く。ただし、法多元主義に関しては構造論的、相対主義的な見
方を採るべきではない。異法融合をめぐる理解が示唆するのは、複雑な法実践における法の分離ではなく
法の統合である。この見方を私は統合主義的な法多元主義と呼ぶ。 
8 例えばＨ・パトリック・グレン（H. Patrick Glenn）の言う「法伝統」（legal tradition）がこの例である。 
9 規範翻訳は、新たな法学や法理全体の導入とセットになって行われるかもしれない。その際には、支点
的観念の変容よりも、法の見方全体の変容がより大きな意義を有することになろう。 
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