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平等の構想に向けて 第一部

竹 内 章 郎

岐阜大学教養部研究報告第34号 (1996) 1

Akiro TAKEUCHI

し 1 平 等 論 へ の 関 心

周知のように, Rawlsの 『正義論』 (Rawls, 1971) は, それ以前の英米系哲学 ・倫理学

の主流, 即ち概念分析及び古典解釈に拘泥する高踏的な学問傾向とは異なり, 現代社会を主

題に据えて社会に関する規範を求めたリベラ リズム哲学であり, 旧西独における実践哲学の

復権と称される哲学動向(1) と並んで, 社会 ・政治哲学の現代的復権に多大の貢献をした。勿

論, Rawls哲学には, 様々な限界があった。 後のRawlsが自ら認めたよう に, 彼の捉える

「現代社会」 が米国等の 「立憲的な先進国社会」 に留り, 世界を射程に納めてなかったこ と

(Rawls, 1985) , 「正義論」 自体もフェ ミニズムー 少なく と も第二波フェ ミニズムー に

無関心で家族の正義の問題を捨象していたこと (ヌスバウム, 1993 [85] ) / 「障害者」 を無

視する 「正義論」 だったこと (Rawls, 1985) 等々。 だが, 「現代の政治哲学と倫理学の根

底的な再生が可能になっ‥たのは, ロールスの射程距離の長い理論のおかげによるところが多

い」 (セン, 1991 [78] ) のは, 紛れも無い事実である。 上

と ころで, 本邦における Rawls哲学の扱い方を散見すると, そ こに一つの特徴があるよ

うに思われる。 それは, Rawlsの立場が, 基礎的な社会形態に関わる 「領域の最も進んだ

リベラルな平等主義的立場」 (ネーゲル, 1989 [172] ) とされるにも拘らず, この平等主義

的立場との本格的対質を試みたものが殆どない, という こ とである。 つまり, リバタ リアン

のNozickの所謂新自由主義的傾向と対抗する事実上の福祉国家擁護論としてRawls哲学を

捉える場合や, 極少数の本邦の平等主義者による平等論的視角からのRawls評価 (吉崎,

1987) を除けば, また, DworkinがRawls以上の平等主義者と して位置づけられる場合

(長谷川, 1989) を除けば, 平等論者と七てのRawlsに一定の関心は持たれても, 彼の議論

における平等概念や平等の構想の論理自体に関心を集中したものが殆どないのである。勿論,

このことは, Rawls哲学の全体像の紹介に意が用いられた点, 特に, 古典近代の自然法的

発想の意義を体現した哲学の現代的再生という, Rawls哲学の紹介がかなり行われてきた
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事実を否定するものではない。 また, 「60年代のアメ リカを揺るがした公民権運動, ベ トナ

ム反戦運動, 学生反乱がそれぞれ 《平等》 √ 《自由》 , 《真理》 という建国の理念……の形

骸化をラディ カルに告発した直後, 多くのアメ リカ市民に正義を求める心が息づいていた一

九七一年に公刊された」 (川本, 1995a =[25] ) 「正義論」 の意味が, 従ってまたそこに含ま

れている平等論的内容が本邦で全 く捉えられなかった訳でもない。 それどころか, リベラ リ

ズムの現代的再生の哲学と して, Rawls哲学は, まさに 「公正と しての正義」 と言う意味

での平等を実現しながら, 同時に, 優先された正義の下で, 個々人の平等な自由を前提にし

た個々人独自の善の構想をも実現するための規範論と して, その論理展開の難点が指摘され

つつも, 本邦では, 単なる哲学 ・倫理学畑を超えたより広い領域でも, 好意的に迎えられて

いた (佐伯, 1980 [232-259D。 十

しかし, そう した平等への着目も, 端的には 「ロールス本人の主たる関心は功利主義の克

服に向けられていたことを忘れるべきではない」 (川本, 1995b [524] ) , と言われるように,

多くの場合, 前世紀以来の社会改革の論理として, 従ってまた, 一定程度は福祉国家の成立

にも思想的に大きな意義を持ち, M111以来のリベラ リズムの支えで もあった功利主義

(Schemer, 1992 [304] ) の問題点を解消する営みへの注目の中での, 部分的なこ とに留っ

ていた。 なお, この功利主義の問題点とは, 個人的善の独自性や複数性を無効にし, 福祉等

の配分原理を看過するのみならず欲求や福祉の質をも不問にふすことによって, 功利主義が

社会正義を達成しえない, という こ とである(2)。

勿論, 功利主義克服論と しての 「正義論」 の位置づけそれ自体は全く正当であり, 更に言

えば, 功利主義克服の志向と平等論の展開との共鳴点も見逃すべきではない。 しかし,

Dworkinのみならず, Rawls以降の北米系社会哲学における平等論自体の展開を考えるな

らば, 例えその平等論がRawls哲学の一部分で しかな く と も, 彼の平等論の論理の直截な

紹介が, 本邦でももっ となされるべきであった。 というのも, Rawls以降の平等論自体の

展開においては, 功利主義克服論と してのRawls哲学の論理からは相対的に独立した形で,

また, その社会契約論的構想における原初状態や無知のヴェールの設定及び反照的均衡論や

善の希薄理論といった方法論とは別個に, Rawlsにおける基本的社会財の平等論や格差原

理 (正義の第二原理a) の論理が独自に取り上げられ, この論理の発展や修正等が多々試み

られてきたからである。

私見では, 本邦における Rawls平等論への着目の弱さ とそれ以後の平等論のフ ォローの

不十分さの背後には, (1) 講壇においても大衆的にも人口に檜灸しているところでは, 平等

論の旗頭とされたきたマルクス主義ですらが, ノ特に高度経済成長期以降においては平等論の

展開をなおざりにし (竹内√1992a) , この点と結びついて, (2) 「Marxは卜社会的平等を

それ自体として善いものだと考えてなかったことは明らかである」 (Wood, 1981 [211] ) ,

といったMarx解釈が本邦マルクス主義を事実上捉えてきたこ と一 尤も, 別稿 (竹内,

1992b) で端緒的に論じたように, Marxと平等主義との関係はこんなに単純ではないー ,

(3) 本邦では平等はほぼ達成されたが自由は看過されてきたといった良心的知識人による発

言傾向 (加藤, 1985) が存在し, この傾向が講壇のみならず大衆レベルでも余りにも自明視

されてきたため, 平等への関心の薄さがあるといった諸事情に加えて(3卜 (4) これらの根拠

として, 本邦における能力主義という反平等主義的事態の自明視と, この事態を中核とする
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広い意味での福祉国家 (論) の脆弱さ一 裏面の企業社会の強固さー に支えられた大衆社

会的資本主義 (後藤, 1995) があったと思われる。 この福祉国家の脆弱さ と平等論的志向の

希薄さ といった日本の状況に関する詳細な検討は今後に譲らざるを得ないが, 平等論的志向

に裏打ちされた社会科学的な著作自体が極めて少ないことを始め(4), 現時点において も, 講

壇には限られない全般的な平等論への関心の薄さが現代日本を覆っている事実は否定しよう

がない と思われる。

従って又, 本邦では, Rawls以降の北米系社会哲学における平等概念や平等の構想につ

いては, 広義のリベラル派によって, 例えば 「現代思想」 におけるリベラリズム紹介の一

部, 現代リベラリズム解題 (川本, 1995b) , Nage1の翻訳と解説 (ネーゲル, 1989) , Walzer

論 (大川, 1993) 等, 個々に翻訳 ・紹介はあったものの, かの地の成果を部分的にでも生か

した独自の平等構想を構築しよう と試みたものは, 極一部の業績(5) (大庭, 1990) を除く と

皆無に近い。 ましてや, Rawls以降の平等論の流れとこれの示唆全般を捉え, 更にはこれ

らを凌駕する平等論の輩出等及びもっかない状況である。 近年のマルクス主義的思想圏も,

その近代主義と脱近代主義との相剋の渦中にあって, 全体としては平等論への関心はリベラ

ル派以下であり, 時折見られる平等についての論稿もリベラル派の議論の粗述か根本的には

現代日本に追随する平等論紛いのもので しかない。新たな平等論について理論的に見るべき

ものは, 周辺部分から平等論に接近する といった微々たるものでしかなかった(6)。

本小稿及び続稿では, 筆者の意図する新たな現代平等論 (総体的平等論) 構築のために,

上記のような本邦の論調においては殆ど明確な形をと らなかった, Rawls及び彼以降の北

米系社会哲学における平等論の展開の大筋と概要を, そこに見られる幾つかの議論展開の柱

を明確にしながら見取図的に散見したい。 主な狙いは, 反差別と反抑圧を徹底した現代平等

主義の確立を目指して, Rawls以降の平等論の流れを見定めるこ とにあるため, 個々の論

者の平等論への立ち入った論及は, 今回は見送らざるを得ない。

2. 平等論の諸観点

最初に本小稿及び続稿で取り上げる各平等論の名称を, スロゞ ガン的に提示する。 これら

の名称は, 私が命名したNage1の 〈同感的非偏愛性の平等》 及びNozickの 《拒否権の平

等》 を除き, 全て, 各論者の論文名等で登場している名称でもある。 なお, Nage1, Walzer

の議論は主要には続稿で論じ, リバタリ アンのNozickの議論は, 或る点では平等論だが,

現代平等主義からは最も遠い地点にいるため, 若干触れるに留る。

Rawls ; 基本的社会財 の平等 [equality of primary social goods]

Dworkin ; 資源の平等 [equality of resources]

Sen ; 基本的潜在機能能力の平等 [equality of basiccapabilitiesto function]

Arneson ; 福祉 の機会 の平等 [equality of opportunity for welfare]

Cohen ; 有利 さへ のア ク セ ス の平等 [ equality of accessto advantage]

・功利主義の平等 [equalityof utilitarianism] 二

・福祉の平等 [equμityofwelfare]

W alzer ; 複合 的平等 [complex equality]



(1) 上記の平等論は, 全て, 何等かの形での配分における平等を目指している。 これは,

所謂配分的正義と して流通している配分 [distribution] 論や生産と対置される分配(7)

[distribution] とは必ずしもヴ致しないが, これを, 便宜的に< 平等の配分志向> と名付
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Nage1 ; 同感的非偏愛性の平等 [equality of sympatheticimpartiality]

Nozick ; 拒否権 の平等 [equality of right of vetopower] づ ∧

[上記の分類に関する若干の補註]

* 例 え ば , jR awlsや Dworkin の 平 等 論 は , 〈基 本 財 の 平 等 》 論 や 〈資 源 の 平 等 》 論 と し

万てより も, 各 ,々 格差原理による平等 [equalityof thedifferenceprinciple] (Rawls,

し1971 [ 101D 及び配慮と尊重の平等 [equalityofconcernandrespect] (Dworkin, 1977

[273D として捉えられた方が内容的に良い場合もあり, 行論では, 必要に応 じてそう し

た名称 と内容も用いて考える。

* 《功 利 主 義 の 平 等 》 - こ れ は 効 用 の 平 等 な い し 欲 求 充 足 の 平 等 と も 呼 ば れ る 一 及 び

〈福祉の平等》 は, 現在では, 特定の論者が支持する平等論ではなく , 徹底して批判され

たり (Dworkinによる) , 部分的に受容されたりする (Senによる) 平等論である。

* 《功 利 主 義 の 平 等 》 に は , 最 低 限 , M 111以 来 の 「各 人 は 一 人 と し て 数 え ら れ る べ き で

あり, 何人も一人以上に数えられるべきではない」 (M111にt969 [86D という点と, 個人

にとっての最善のものを全体と しての最善なものという観点から把握した上で各個人の利

害を同一の仕方で統合する点 (ネーゲル, 1989 [176D の二つが含まれる。

* な お , 反 差 別 を 旨 と す る 平 等 主 義 か ら す れ ば , N ozick の 議 論 を 平 等 論 に 含 め る こ と は

奇異である。 が, 同一性の意味での平等という点では, Nozick も平等を論 じてお り, ま

た, Nagelが指摘するように, Nozickは 「行動の容認可能性を直接決定する」 権利, 即

ち, 「特定の観点においては干渉されないことを要求する, 他人に対する平等な権利」 (ネー

ゲル, 1989 [178D としての 《拒否権の平等》 を主張していることにはなる。

上記の様々な平等論には, それら全てに通用するわけではないが, 既存の平等論 (後述)

とは異なる, 次のような特徴= 柱, もし く は, それら平等論を総括する観点があり, この特

徴ないし観点は, 新たな総体的平等論にとっても参照すべきものだと考えられる。

る。 因みに, Walzerの 《複合的平等》 論は, 続稿で関説するように, この単一化こそが真

の平等の実現を妨げると して, 各領域毎に異なる平等指標の複数性を主題としている。 また,

ける。 そこには, Walzerの 《複合的平等》 論の様に, 生産自体も或る種の配分論の中に位

置づけるべ きだと して, 配分の語義自体の変更すら伴う議論もあるが (Walzer, 1983 [3] ) ,

大方は, 福祉国家のような何等かの配分機関を想定しており, この点では平等ないし平等化

の議論は, 直接, 生産にコ ミ ッ トするものではない。 勿論, この配分及び配分機関の捉え方

を巡っては, 各論者に違いがあり, この違いは, 例えば容易に推定されるように, 配分の在

り方次第では, パターナリズムが増長してリベラリズムが毀損される, といった論点への各

論者のス タ ンスの違い等にも現れる。

(2) Walzer及びNage1の平等論を除く と, Senの 「何の平等か」 という問いに端的なよ

うに, 平等を測る基準柘し く は平等にすべき事柄を, 謂わば単一の概念ないし単一の枠組み

で捉える こ とが主要な課題になっている。 これを, 便宜的に< 平等指標の単一化> と名付け
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Nage1は, 後述する既存の社会構造的平等論の枠組みにA.Smithの同感理論を援用したか

の如き諸個人間の精神 (感情十理性) 的関係に重点を置く平等論であるため, この< 平等指

標の単一化> は目立たない。

(3) Nage1, コ ミュニタリアンと目されるWalzer, リバタ リアンのN6zickを除く各論

者にあっては, リベラ リズム哲学の通常の特徴づけ, 即ち, 所謂善の個人性と正義の優先性

論もし く は個人の善の複数性の基礎としての正義の実現論一 尤も, この特徴づけは, リベ

ラリズムを論じる上では余りにも雑薄すぎ, 善の個人性とはいっても, 例えば, Rawlsに

あっては共通善の議論 (Rawls, 1971 [233, 246D が極めて重要な役割を果しているが, こ

う した点は本小稿では割愛せざるを得ないー と も密接に関連して, その平等が目指される

単一の事柄は, 各個人の善の実現のための手段ないし環境を総括する概念であり, これが機

会 [opportunity] と して想定される場合が多い。 こう した機会概念は, 後述する様に, 本

邦の教育論における所謂機会均等論といった平等論- その形式性故に反平等論と して捉え

られるこ とは自明だがー における機会概念とは相当に異なったものであるが, 上記の意味

での機会概念の重視を, 便宜的に< 平等の機会化> と名付ける。

(4) 平等とは一体何を意味するのか, という平等概念の根本の未確定という事実- だ

からこそ, リバタ リアンのNOZiCk も或る意味では平等論者となりう るー と相伴って, 上

記の平等論は全て, 人々を平等に処遇するか否かの論争と してではな く , いかにしたら人々

を平等に処遇することになるかに関する論争の中にある。 つまり, 諸個人の様態により密着

したレベルでの平等論が展開されるが, これを便宜的に< 平等の様態化> と名付ける。 そし

て, この< 平等の様態化> は, 日常意識的な固定観念及び伝統的な理論においては, 諸個人

の属性レベルで捉えられていたもの一 端的には諸個人の才能 [talent] や能力 [ability,

capability] - を何等かの形で社会や文化に広がったレベルで捉えることと相即しており,

この点で, 諸個人の平等とは, 能力に関わって諸個人を同一にするといった, 日常意識が想

定しがちな荒唐無稽な論を意味するわけではない。

(5) 諸個人の能力や貢献力と密接に関連する功績や責任め同定という視角から, 平等概

念を捉えよう とする強い傾向がある(8)。 それは, 個人の自己責任があることについては平等

への補償や配分を主張しないが, 自己責任のないこ とについては平等への補償等を正当化し

よう とする議論であり, 或る種当然の議論のように思われるかもしれない。 しかし, 責任の

所在を何処に見出すかで, 単純ではなく , 各論者によって大きな違いがある。 この傾向を,

便宜的に< 平等の責任概念化> と名付ける。 十

(6) Dworkin, Arneson, Cohen及びNagelの平等論に限定されるが, 例えば, 何等か

の平等指標の再配分による特定諸個人への利益供与による平等化が, 他者にどのようなコス

トとなるか等の問題に見られるように, 平等ないし平等化の実現とパ渚個人間の関係ないし

相互性の在り方とはどのように関連するか, ◇といった観点がある。 この観点は, 例えば福祉

国家における財等の再配分やその水準の決定, 更に言えば平等の水準の決定というイッシュー

を, 平等論の中にどの様に位置づけるかという論点につながり, この決定は配分拠出側及び

配分受給側の双方にとって如何なる意味を持つか, といった具体的論点に繋がる。 この観点

を, 便宜的に, < 平等の関係志向> と名付ける。 万

上記の特徴ないし観点は, いづれも重要だと考えられるが, (1) < 平等の配分志向> と



3. 総体的平等論への端緒

まず, 上記の特徴ないし観点を持つ平等論の意義を浮び上がらせるために, 既存の, 日常

レベルや諸学で屡々援用されている平等論を, 私見に従い概括してお く 。 /

(a) 概念形態的平等論として, 形式的平等と実質的平等, 矯正的平等と配分的平等, 絶対
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(6) < 平等の関係志向> は, 既述の, 本邦における福祉国家 (論) の脆弱さと平等 (論) へ

の関心の薄さ との関連という点に直結した観点であり, また, 最初から, 社会科学的議論へ

の広がりを直接意識して論じたほうが, 新たな平等論にとって資することが大きいと思われ

る。 これに対して, (2) , (3) , (4) , (5) の各観点は, まず, 所謂哲学的レベルでの概念や

論理構造を或る程度確認することを先行させた方が, 意味があるように思われる。 そこで,

本小稿以下では, (2) < 平等指標の単一化> , (3) < 平等の機会化> , (4) < 平等の様態

化> , (5) < 平等の責任概念化> という特徴ないし観点に即して議論を行い, (1) と (6)

に関しては, 続稿での議論に委ねるこ とにしたい。

的平等と相対的平等, 機会の平等と結果の平等, という区分。

(b) 歴史実態的平等論として, 血縁や人種 ・民族や性や階級に拘らず平等といった区分。

選挙権等に関する政治的平等, 階層間移動等の自由や自尊心等の確保に関わる社会的平等,

多くはシビルミニマム達成レベルでしかないにせよ経済的平等, といった区分。¥

こう した区分と連関を重視する既存の平等論は, 確かに現代社会の諸領域でそれなりに有

用ではある。 例えば, 法律に関する概論や政治学的理論は, こ う した区分を事実上前提と し

た論立てを行っている (阿部 ・野中, 1984) 。 しかし, 諸個人の福祉 (原義と しての善き生

存) という , 或る意味では自明のしかし極めて重要な現実問題の追求という観点から平等の

実現を議論の俎上にのせた場合, このような区分には, 以下の理由から, 或る種の混乱と不

十分さがあることに気づかせられる。 十

第一に, 既述の区分は全て, 何等かの平等が実現された事態を指示している, と言ってよ

く , これは, 不平等な状態や状況の指摘や告発にとって意味を持つが, 不平等な状態を如何

にして解消し, 何を通じて平等を実現するか, といった論点に接続しにくい。

第二に, (a) の概念形態的平等論と (b) の歴史実態的平等論は, 何をもっで平等の実現

とみるかにつき, また, 差別抑圧批判としての平等論につき多大の曖昧さを残す。例えば,

差別の廃棄を考える際には, 平等の規定が場合によっては一 差別を伴う形式的平等の実現

が実質的平等の実現を妨げる等- , 不平等の温存すら正当化する区分になりうるので, 平

等を目指すことが既存の平等論と切断されかねない, という問題が出て く る。

第三に, (c) の社会構造的平等論は, 現実の種々の領域毎の平等の実現を特定し易いが,

直観的にも判るように, 例えば, 「経済的平等の問題は他の平等から切離されえず」 , 「凡ゆ

る種類の現実の平等は経済的諸要因に影響されやすい」 (Nage1, 1979 [106D といった事情

がある。 それ故, 平等を目指す際には, 平等の分類の意味が曖昧になりかねない。

第四にレ諸個人間の平等が, 諸個人自らの何等かの指標において示されるのか, それとも,

諸個人の外側の何等かの環境等における平等と して提示されるのか, の区別が曖昧であるた

能力に拘らず平等という議論の成否は, この区分における論点である (竹内, 1992a)。

(c) 社会構造的平等論として, 正当な裁判を受けたり訴訟を起こす権利に関する法的平等
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め, 上記の区分において平等を規定するこ とが, 直ちには諸個人や諸主体にとって意味のあ

る平等を規定するこ とになるのか否かが判りにく いという問題点がある。

こう してみると, 意外に思われるかもしれないが, 既存の平等論の分類ないし区分に基づ

くだけだと, 結果的には, 差別 ・抑圧の廃棄を意味しうる平等を目指すことに繋がりにく く ,

また統一的視点からの総体的な平等論の構築には至りにくいのである。 北米系の社会哲学に

おける平等論が, 既存の区分との対質を殆ど試みることなく , 独自の平等概念や平等の構想

を提示したことの背景は, こう した事情があると も考えられる。

既存の平等論の分類の難点を省みた時, 北米系の社会哲学における平等論の意義と して,

まず確認されうるこ とこそ, < 平等指標の単一化> である。 Senの論文標題 「何の平等か? 」

(Sen, 1980) が端的に示した様に, 各論者め平等論は全て, 謂わば単一の平等にすべき 「も

の= こ と」 の概念ない し単一の平等の測定基準の概念を基底において論じられていると言っ

てよい(9)。 前頁に掲げた各論者の平等にかかる形容詞句, 即ち, Rawlsの基本的社会財,

Dworkinの資源, Senの基本的潜在機能能力, Arnesonの福祉の機会, Cohenの有利さへの

アクセス, Nage1の共感的非偏愛性, Nozickの拒否権は, 全て単一化された この指標なの

である。 私見では, こ う した< 平等指標の単一化> は, 体系性に必要な統一的視点の提供を

も意味するが故に, 総体的平等論の構築に資すると思われる。 但 し, Walzerは単一化 しな

いこ とを全体的な平等の実現- この限りでの一つのしかし複合的な平等- に必須だと し

ている(lo)。 勿論, こう した< 平等指標の単一化> 傾向にあっても, 各論者毎に, この平等に

すべき 「もの= こ と」 や平等測定基準は異なってお り, そう した相違の理由を含めて, 総体

的平等論の構想にあたっては, < 平等化指標の単一化> の中にある差異を如何に捉え相互に

関連させるかが, 極めて重要になると思われる○

更に, 各論者共に, この< 平等指標の単一化> を, 諸個人に即して如何にすれば諸個人が

平等になるかという , < 平等の様態化> と して位置づけた点も興味深い。 つまり, 単一の平

等指標は, 諸個人にとって外在的なものではな く けあく まで諸個人に密着したレベルー 内

在とは言得るかどうかが微妙であるがー で把握されている。 そして, この< 平等指標め単

一化> と< 平等の様態化> とは, 共に, リベラリズムにおける諸個人の善の多榛1生を積極的

に認めることに繋がる< 平等の機会化> という次元において担保されている。敢えて言えば,

単一の平等指標に照して多様な諸個人に即した平等の実現を測ることがリベラリズムの本筋

だ, といった理論構成がとられているのである。

なお, こう した< 平等指標の単一化> によって特徴づけられる平等論は, 一見すると確か

に, 通常の生産論に対する配分論の枠内に留るようにみえる。 しかし, < 平等指標の単一化

> は, 続稿で論じる< 平等の配分志向> と表裏一体であり, この< 平等の配分志向> は, 通

常の矯正的平等と対置される配分的平等に留るものではな く , 矯正的平等をもその内に含意

する平等論であり, また, 形式性と実質性との対置にも一切言及することがないー この対

置を無意味とする程に実質的であるー 。 そして, 既存の平等論ならばその絶対性と相対性

との対置が問題にな りそうな事柄に関して も, こ う した対置を表面化させず, 更には, 法 ・

政治 ・社会 ・経済といった諸領域を貫通してこれらを同二地平で問う平等論である。従って,

こ う した< 平等指標の単一化> は, 既存の平等論における区分と同一の理論的抽象度におい

て成立 しているわけではない。
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例えば, Rawlsは, 正義の第一原理を, 「各人は, 全ての人の同様な自由の体系と両立す

る平等な基本的自由の全体系を最大限度まで もつ平等な権利を持つべきである」 (Rawls,

1971 [302] ) , と した。 が, 「基本的社会財とは, より広い範躊で述べれば, 権利, 自由と機

会および所得と富である上(Rawls, 1971 [92D, と言われるように, 平等な配分が主張さ

れた基本的自由は, 基本的社会財に含まれてお り, 基本的社会財概念自体の抽象度は高い。

こ の基本的社会財と しての自由は, 確かに, 「平等な市民権 [equal citizenship]」 (Rawls,

1971 [96] ) と言い換えられる(11)点からすれば, 既存の市民権論ないし政治的社会的自由論

のレベルと同じと受取られるかもしれない。 しかし, 注目すべきは, この自由は, 以下で示

す正義の第二原理によって平等化が目指された所得及び富一 平等配分ではなく , 平等化に

すぎないがー と同じ基本的社会財と して概念化され, 正義の第二原理bで 「公平な機会の

平等」 が言われるように, 自由と同じく完全平等配分される機会も基本的社会財だ, という

点である。 つ

つまり, 自由や権利や機会も, また所得や富も, 同じ単ヴの平等指標と しての抽象度の高

い基本的社会財に含まれることによって, 既存の平等論では屡々陰路になっている, 例えば

経済的平等と政治的平等との相剋に, 統一的視点からアプローチされうるのである。それは,

差し当た りは(12), 総体的な平等論への視座を開いたと言って も過言ではない。 因みにレ

Rawlsによってその平等ないし平等化が目指された 「基本財は・‥…, 理性的人間が, ’何を

欲しよう と も, 必ず欲すると想定されているものである。個人の合理的計画の詳細がどうなっ

ているかにかまわずに, 彼が少ないよりは多い方を選好する様々なものがあると仮定される。

こう した財をより多く もっていれば, 一般に自分の意図を成しとげ, 目的が何であれその目

的を助長するのに成功する度合いがそれだけ高く なる」 (Rawls, 1971 [92] ) 。 従って, <

平等指標の単大化> を担保しているものは, 合理的個人にとっての功利性ない し有用性(13)

であ り, Rawls平等論における< 平等指標の単一化> は, これまた既存の平等論が陥りが

ちな抽象的ヒューマニズム (竹内, 1993 (13剖 ) への陥穿を避けう る点で も, 総体的な平

等論を構築しうる可能性を秘めている。

ところで, Rawlsの正義の第二原理とは↓「社会的, 経済的不平等ぱ, それらが次の二通

りであるように取り決められるべきである。 (a) 正義に適う貯蓄原理と矛盾せずに, 最も

恵まれない人の便益を最大化すること (格差原理)。 (b) 公平な機会の平等という条件の下

で, 全ての人に解放されている職務や地位に付随していること上(Rawls, 1971 [302] ) にと

いう ものである。 加うるに, ここでは詳論できないが, 第二原理に対する第一原理の優先性,

第二原理におけるbのaに対する優先性という論点 (Rawls, 1971 [302D がある。従って,

この点を巡っては, 「経済的不平等 (配分的正義が機能する領域) の唯一の正当化は,̀ 不平

等な体制のもとでの, 自由の優先原理によるか, 或いは, 最も貧しい人がより多く を保持す

ることの出来る可能性 (つまりマキシミ ン基準) によるかである。不平等のこの二つの正当

化は関連している。 というのは, ロールスは, 最も貧しい人を含む全ての人が, 平等のため

だけに, 個人的な善き生活の多くの機会が奪われることを, 道徳的に不快なことだと考えて

いる点では, 個人主義者あるいはリバタリアンだからである」 (Fried, 1983 [45] ) , という,

反平等主義者と して Rawlsを位置付ける批判がありうる。

しかし行論との関係で留意すべきは, Rawlsにおいては, この経済的不平等の是正を主



平等の構想に向けて 第一部 9

張する一 つまり, 基本的社会財と しての所得の平等化に向かう (繰り返すが平等にするの

ではない) - 《格差原理の平等》 論には, 「共有資産としての能力」 把握が伴い, 諸個人

の優れた能力がもたらす経済的優越性を自明視しないため, 基本的社会財の平等化は, 謂わ

ば能力に応じた不平等を是正すること一 但し, 富や所得のレベルでの是正- にも向かう

点である。 それは, Nage1がRawlsの示唆を受けて提示したように, 「( ア) 人々が平等に

扱われるべきかどうかを巡る論争ではなく , (イ) 人々がいかに平等に扱われるべきかを巡

る論争」 (ネーゲル, 1989 [175] ) を徹底したところに, 出てきた論点であると言って もよ

い。 つまり, この (イ) の 「いかに」 は, 平等の内容としての< 平等指標め単一化> を問う

ていると同時に, ( ア) との対照で, 人間自体に迫った形での平等を問う こ とをも意味し√

従って, 人間個人の様態にまで立ち入るこ とを平等論に課している9 マある。 これがく 平等

の様態化> であるが, Cohenも, 「平等主義者にとっては, 人の状態のどんな (諸) 側面を

根本的なものとカウントすべきか」 (Cohen, 1989 [906] ) , という, < 平等の様態化> への

問いこそ, 最重要であると指摘している。

¥ こ の < 平等 の様 態化 > は , Rawlsに あ っ て は , 諸個 人 の能 力 と し て の様 態 に ま で 立 ち 入

る形で問われ, 次の様に言われる。 「自然によって有利である者は, たんにより多 くの恵み

があるからといって, 利益を得てはならず, 教育費を負担して, 不運な者も助けるよう に,

自分の資質を使う際にのみ利益を得るべきである。 誰も, それ以上の自然の力量に価せず,

社会におけるそれ以上の恵まれた出発点にいることにも価しない」 (Rawls, 1971 [102] ) 。

「自らの能力の涵養に努力することを可能にする, 優れた性格に人が価する という断定にも

同様に問題がある。 というのも, 人の性格は。 自らが何の功績も要求できない, 幸運な過程

や社会環境に大部分依存しているからである。 功績という概念は, このような場合には, 適

応されないと思われる」 (Rawls, 1971 [104] ) 。汀実際には, 格差原理はレ 自然の才能の配

分を共有資産とみなすことに同意し, この配分の便益が何になろう と も, その共有に同意す

るこ とを表している」 (Rawls, 1971 [104]) 。 才能は共有資産であるから, 優れた才能がも

たらす便益も, 優れた才能の持主に帰属するわけではなく - Lock的原理の否定- , 格

差原理に従って再配分されるべきである, という 主張である。敢えて言えば, 平等化に向かっ

て再配分されるのは基本的社会財と しての便益 「で しかなく 」 , 才能自体が配分される基本

的社会財と して捉えられているわけではない。 しかし, Rawlsの基本的社会財の再配分論

は√才能の共有資産論に担保されているため, 諸個人の才能の謂わば分布状況と一体化した

再配分論であり, この点では, 諸個人を如何に平等にするかという< 平等の様態化> 論なの

である。 「ロールスの手立てとは, 不平等な自然の資質を根絶することではな く , その便益

と負担とを計画的に調整することで, 最も有利でない者も, 幸運な者の資力を共有するよう

に許すことである」 (サンデル, 1992 [115] ) , という纏め方が適切だろう。 因みに, 一度は

再配分される平等指標自体に能力を含めるまでに, < 平等の様態化> を進めたのが

D加orkinである。

《資源の平等》 を唱えるDworkinにあっては, 単一化された平等指標は, 全て 「資源」

であり, 「資源の平等は, 各人の生活に資する諸資源が平等であるべきことを想定している」

(Dworkin, 1981b [289] ) と言われるように, 資源は生活に関わる一切のものを含む概念で

ある。 しかも, 能力に関して, 次の様に言われるノ 「諸個人の能力は, 勿論, 資源である。
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というのは, これら能力は, 物質的資源と一緒になって, 或る人の生活の何等かの価値ある

ものを作り出す上で, 使用されるからである」 (Dworkin, 1981b [300] ) ノ つまり, Rawls

とは異なり, 単一化された平等指標と しての資源が能力を含むことを明言しており, この点

で< 平等の様態化> はこ層進められることになる。 というのも, 以上の限りでは, 《資源の

平等》 という主張は, 能力の平等とそのための能力の再配分を帰結することになり, このこ

とは, Rawls以上に諸個人の様態に即した平等の構想を帰結するはずだからである。 しか

し, Dworkinは, 一度は能力を資源に含ませたからといって, 物質的資源と同じ様に能力

を再配分して平等化を目指すわけではない。 「能力は資源ではあるが, その所有が資源の平

等の何等かの解釈と合致して政治によって規定される資源とみなされるべきではない。 つま

り, 能力は, 平等の理論にとっては, 通常の物質的資源という正確な意味での資源ではない。

能力は, 例え技能的に可能ではあっても, 操作されたり転移されえない。 ハンディキャップ

め問題について, 資源の平等は, 可能な限り肉体的及び精神的構造において人々を同一にす

るように努めなければならない, と言う こ とは誤った規定である。 むしろ, 問題は, 肉体的

及び精神的な能力において見られる差異によって, 別個独立の物質的資源の所有がどの程度

まで左右されるべきかを決定するという問題なのである」(14) (Dworkin, 1981b [300-1D。

結局, Dworkinにあっては, 能力は平等指標ではあるが平等にされるべき 「もの」 ではな

< , 平等の測定基準に留るのだが, < 平等指標の単一化> と しての資源の位置づけの中に能

力が登場する点では, Rawlsを越えている。 なお, 能力次元での平等の議論を更に進め,

従って< 平等の様態化> を更に進めたのがSenであるが, この点は後述する(15)。

4. 自由権の位置

ところで Dworkinの場合, Rawlsが基本的社会財という単一の平等指標に含ませていた

自由ないし市民的権利は如何に扱われるのか。 このDworkinにおける自由の扱いは, 彼が

自由ではな く平等を自らの議論の中心に置く と明確に宣言していることー これは後に簡略

に触れるー , 及び, Dworkinの平等に関する議論の提起がその著作の発表次期によって発

展ないし重心移動していること (16) と関わうて, やや複雑な様相を呈している。

Dworkinにあっても, 既に触れたように 「生活に資するもの」 一切が資源であるのだか

ら, 自由ないし市民的権利も資源に含まれてよいはずだが, 議論はそれほど単純ではない。

私は, Dworkinにおける, 謂わばこの 「生活に資するもの」 の把握に未だ見定め難いもの

を感じているがー それは, 「資する」 が経済性を基礎にしたものに留るのか, 通常の功利

性 (有用性) を基礎にしたものか, それとも通常の有用性を超えるレベルの想定を含むもの

なのか, の相違に関するがー , それはと もかく , Dworkinは自由が社会的議論の中心に

は座りえないことを論じる一環と して, 通常の一般化している基本的自由論の根拠付けは無

効だと万言い, その論拠を論じる際には, 事実上 「生活に資する」 という ことを論点と して持

出している。 彼は, 自由への一般的権利が存在し, その中でも基本的自由権は重要である,

とする通常の自由権論ないし自由擁護論の難点と して, 以下の論点を挙げる。通常, 例えば,

言̀論の自由が基本的自由権と して重視され, ドライブする自由は付随的に擁護されるにすぎ

ないが, その際は, 前者がカバーすることの重大性から, 前者が基本的とされる。 しかし,

そう した根拠づけは, 自由一般への基本的権利の積極的な根拠づけに繋がらない。 というの
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は, 「生活に資する」 という論点からすれば, 人によっては言論の自由の喪失によるフラス

トレーショ ンよりも, ドライブの自由の喪失によるフラス ト レーショ ンの方が大きいー ド

ライブの自由権の方が, 「生活に資する」 - ので, もし 「生活に資する」 という基準だけ

だと, 言論の自由は擁護されな く なるヶ - スが生じ, 通常の基本的自由権の根拠づけは拙い,

というわけである (Dworkin, 1977 [267-71D。 結局, 「生活に資するもの」 という観点か

ら, 自由ないし自由権の根拠づけをすべきでない, と いう のがこの論点についての

Dworkinの結論である。

Rawlsの議論に関して, 先程, 基本的社会財たる 「自由ない し市民的権利」 といった言

い方をしたが, これは正確には, 市民的権利と してあるよう な自由権に留る。 Dworkinか

らすれば, 自由というなら, それはまず, Berlin的な 「可能な選択や行動に対する障害 (特

に政府による障害) の不在」 (Dworkin, 1977 [267D でなくてはならない。 こう した自由

(消極的自由) の規定からすると, 自由権自体は, 政府やコ ミュニティの関与による自由一

般の制限が前提になった上で, なおかつ, 例えば一般的福祉の向上といった理由によっても

政府によって否定されえない限定された自由の権利 と してのみ確立される。 RaWlsと

Dworkinを比べると, この自由権の内容自体には違いはな く , 自由権の根拠づけに違いがあ

るだけであって, Dworkinは, 自由権の功利論的根拠づけ全般を否定するのである。 即ち,

コ ミ ュニテ ィ を善くするという理屈による個人の自由権の根拠づけに対しては, 言論の自由

等はコ ミ ュニティが何を目標と しようが, それに拘らずに擁護されてしかるべきものだとさ

れる。 また, 個人の自由権はその人にとって善いことだ という議論一 既にみたよう に,

Rawlsは, 合理的人間なら必ず欲するものと して基本的社会財たる自由権を位置づけ, こ

れの平等を主張していたー も, 人によっては, 代わりに安楽が手に入るならば自由を放棄

したい人もいるので認められない, という (Dworkin, 1977 [272-3] ) 。 そ して, 社会的政

治的議論においては, Berlin的な自由を自由権と称して論じるこ とに意味はな く (18), 政府や

コ ミ ュニテ ィ を前提にした自由権は, 自由権よりもむしろ平等権を中心においた議論から,

平等権の一環として基礎づけられるべきだとして, 《配慮と尊重の平等》 論から次の議論を

展開する。 「私の議論の中心概念は, 自由ではなくて平等の概念である。 私は, 我々は全て,

次の様な政治道徳の要請を受容すると想定する。 政府は, 政府が統治する人々を配慮を持っ

て, 即ち, 害やフラス ト レーショ ンを被 り易い人間存在と して処遇しな くてはならない。 ま

た, 尊重して, 即ち, 自らの生活がどうあるべきかについて知的考えに基づいて形成し行動

しうる人間存在と して処遇しな くてはならない。 ・・…・政府は, 単に配慮と尊重を持ってとい

うだけでな く , 平等な配慮と尊重を持って人々を処遇しな くて はならない(19)」 (Dworkin,

1977 [272] )。

この 《平等な配慮と尊重》 は, 二種類の権利として更に具体化されて, 「第一は, 平等な

処遇権 (therighttoequal treatment) , 即ち, 他の人々が持ったり与えられた りするのと

同一の諸々の財や機会の配分への権利であり……, 第二は, 平等な者と しての処遇権 (the

right to treatment asan equa1) で あ る 。 後者 の権利 は , 何 等 か の財 や機会 の平 等 な 配分

を意味せず, これら財や諸機会がいかに配分されるべきかめ政治的決定における平等な配慮

と尊重への権利である(20)」 (Dworkin, 1977 [273] ) , と言われる。 これとの関連で興味深い

のは, 第一に, 「平等のリベラルな概念によって統治される国家内における, 政治理論の最
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上級の問いは, 諸々の財 ・機会 ・自由におけるどんな不平等なら, そう した国家において容

認され, またそれは何故なのか, という問いである」 (Dworkin, 1977 [273] ) , と言われる

際の 「財 ・機会 ・ 自由」 の並置である。 第二に, 「限定された諸自由への個人的諸権利は,

平等な者と しての処遇という根本的権利がそう した諸権利を必要とすることが示されうる場

合にのみ認められ」 , 「こ う した議論によって, よく知られた政治的かつ市民的諸自由が支

持されることを期待するのは尤もだ」 (Dworkin, 1977 [273-4] ) , という点である。 「よ く

知られた市民的諸自由権」 と しての自由も, 財等と並ぶ配分されるものと して位置づけられ

た上で, 平等な者と しての処遇 (差異ある処遇による平等の実現) を通じて始めて正当化さ

れ, その限りで, 平等な処遇 (同一の処遇による平等の実現) の中にこの自由権が含まれて

くる, という問題構成なのである一 註 (17) と も関連するが, このドゥオこキンの自由権

擁護論は, 市民社会型自由権論を超えた福祉国家型自由権論と して, 総体的平等論の中でも

大きな位置を占めると考えられるー ノ 〈資源の平等》 を主張する段においても, 「配分的

平等の最良の概念と しての資源の平等を受容するならば, 自由は, しばしば考えられている

ような, 潜在的には平等と抗争している独立の政治的理想という よりも, 平等の一側面とな

る」 (Dworkin, 1987 [1] ) , と言われる。つまりは, 自由権は, 〈配慮と尊重の平等》 論の

一環として根拠づけられるが, 《資源の平等》 における資源自体ではなく , 従って< 平等指

標の単大化> に含まれない。 この点で, Rawls的観点から一見すると , 自由の位置づけは

低いようにみえる。 しかし, Dworkinにおける自由権は, 続稿で検討する< 平等の関係志

向> と密接に関連してお り, 単純に自由が軽視されているとは言えないのである。

この点に関わって, 《資源の平等》 論の中での自由権論について言及しておきたい。

Dworkinは, 《資源の平等》 の正当化を計りながら, 様々な点から 《福祉の平等》 論を批

判するが, その最大の批判点は, 「福祉の平等の諸構想は, 供与される福祉水準に対する当

人の満足度についてのに当人自身の一貫 した事実を踏まえた評価が正しいか否かの判断を無

視して, 当人に強制され」 (Dworkin, 1981a [224] ) , 従って 「そう した (公的機関が行う )

再配分のシェーマが ・・(個人の) 自律性を犯し」 (Dworkin, 1981a [225] ) , 諸個人の自由と

リベラリズムの中枢を台無しにする点である(21)。従って, Dworkinの言う 《資源の平等》

は, こう した 《福祉の平等》 の難点を克服するものとして, 従って, 自由権を擁護するもの

として構想されるが, この 《資源の平等》 論の柱は,犬妬みテス トをパスしうる競売による資

源配分と保険機構を利用七た再配分機関の二つである。 妬みテス トにパスしうる資源配分と

は, 「当初において(22)」 相互に妬みを生まないようになるまで, 資源を巡って市場における

競売という形での資源配分を繰り返す, という ものである(23)。 また, 保険機構を利用した再

配分とは, 当初の資源配分が妬みテス トにパス していても, 諸個人の能力差, 運や不運, 自

然災害による害の違い等々がもたらす資源の多寡に対応するものである。特に, ハンディキャッ

プによって, 資源の平等が犯されるこ△とに対して, 基本的には誰しもが同じ確率でハンディ

キャップを被り, この事態に対して平均的個人ならば自発的に保険を掛けると想定し, その

際の掛金徴収等を行う保険機構を取入れた公的機関が, 実際にハンディキャ ップを被った人

に資源を補償する, という ことである(24)。

このように, 配分の水準の設定及び配分機構自体も組込んだ形で企図された 《資源の平

等》 論からすれば, Rawlsの 《基本的社会財の平等》 若七く は平等化論も叫), 《福祉の平
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等》 論と伺 じように, 配分機関の在り方, 配分水準の決定自体が, 諸個人にとって外的で諸

個人の自律性を犯すものだ, と非難される。 逆に 上記のような競売による資源配分や保険

機構の議論は, 配分や機構のプロセスの中で, 諸個人間での 《資源の平等》 を諸個人の自由

や自律性を組込んで関係論的に把握している。 実は, この論点に, Dworkin独自の自由権

の位置づけが絡んでいる。 「資源の平等の想定では, 平等は, 各々個人化された市民の中で

の関係を規定し, 従って, 平等は, コ ミ ュニティ における全ての他者の観点からと同時に各

個人の観点から権原を与えるものと見なされる」 。或いは, 〈資源の平等》 論は, 「個人と

して, 人々自身の人格についての感覚や, 特に人生において価値或るものについての自らの

考えを相対的 [関係的] に保持するのに十分な自己知を, 人々に認める」 (Dworkin, 1981b

[334D, と言われる。 「個人の観点」 や 「十分な自己知」 という表現から伺えるように, 《資

・ 源の平等》 は, < 平等の関係志向> の中で, 平等の実現に必須に伴う ものと して自由を位置

づけ, それを個人の自由権とし七積極的に承認する。確かに, < 平等指標の単一化> 自体に,

自由が登場しないことは, Rawls的な 「平等な自由」 ほどに自由が重視されていないよう

に見える。 議論の中心を自由にではなく平等に置 く と宣言する Dworkinの議論は, 自由軽

視と してさえ受取られかねない。 しかし, Dworkinの平等論は, 資源の平等配分機構ない

しそのプロセス自体において自由を喚起するのであって, この機構やプロセス自体の分析に

欠けるRawlsの平等論における,・基本的社会財としての平等な自由の主張とは異なった意

義を持つと言える。 この点は, 《資源め平等》 と自由との関係について直截に述べた以下の

Dworkinの別稿からも伺える。 「現実社会が資源の平等に近付くか否かは, この目的のため

に社会が与える討論と選択のプロセスの十分さによる。 実態的な自由の程度は, そう したプ

ロセスを十分なものにするために必要である」 (Dworkin, 1987 [3] )。

5. 選択の機会

ところで, 第1節冒頭の一覧とも重なるが, < 平等の配分志向> の政策化に意を用いてい

るRoemer(26) も, 北米系の社会哲学における平等論の各論者の< 平等指標の単一化> を, 発

表年順に次のように簡略に纏めている。 「JohnRawlsは, 基本財 [primarygoods] を提起

し , Ronald Dworkinは , 資源 [resources] を 提 起 す る が , こ の資 源 は , 様 々 な才 能

[talents] やハンディキャップを含んで包括的な方法で規定されている。 AmartyaSenは,

機能する潜在能力 [capabilities to function] を提起する。 近年の二つの論文で ,

Richard Arnesonは, 適切 な平等指標 と し て福祉 の機会づ[opportunity for welfare] を提

起 している。 G.A.Cohenは, 最近, 有利さへのアクセス [accesstoadvantage] を提起 し

た」 (Roemer, 1993 [146D。興味深いのは, この整理の基準と して, Roemerが提示して

いる< 平等の機会化> と, その含意である。 犬

「こう した提起は全て, 結果 [outcomes] よりも機会 [opportunities] を平等にするこ

とを試みている」 (Roemer, 1993 [146D, と言われる。結果の平等ではな く て機会の平等

だ, という言を表面的に採れば, これは, 例えば, 従来の教育の機会の平等論 (所謂機会均

等論) における機会と同じ意味に採られそうだが, ここでRoemerの指摘する機会の平等と

は, そう した意味ではない。 つまり, 所謂機会均等論の形式性ないし名目性は, 結果におけ

る実質的不平等を意味し, これを正当化することが多いが(27), Roemerの指摘にもある< 平
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等の機会化> は寧ろ, 或る意味での実質的平等志向なのである。 というのも, 「Rawlsと

Dworkinにとっては, 基本財と資源は, 夫 ,々 人々が自らにとって価値ある結果を導 く 自

らの企画を実現するための資力 [wherewitha1] である。 Senにとっては, 様々な仕方で機

能する潜在能力は諸個人が自ら為すことのための必要条件である。 Cohenのアクセスは,

Arnesonの直截な機会と似たものである」 (Roemer, 1993 (146fJ) , と言われるからであ

る。 つまり, 後述でやや詳しく触れるArnesonの 《福祉の機会の平等》 論も含めて, ここ

での< 平等の機会化> は, 単なるチャンス としての機会, 従って, 機会を生かすことにう い

ての諸個人の能力や財力を問わない機会ではな く , その機会が与えられれば, 後は, 自らの

価値観の実現が, 実現に必要な能力の補填を含めて保証されるような機会なのである。 例え

ば, 財も資源も有利さへのアクセスも, 個人にとって価値ある結果を為すための手段と して

配分される機会であり, Senの場合に典型的に見られるように, この個人にとっての価値あ

る結果に至る際の諸個人の能力への補填も機会の側に含まれるのである。 従って , この機会

に対置されるのは謂わば諸個人の有する価値ないし善 (への志向) のみであるが, それだけ

に, 諸個人の善の実現が, こ う した< 平等の機会化> によって確実に保証され, 善の個人性

が擁護されるのである。

そして例えば, 既に触れたような, Dworkinによる 《福祉の平等》 論への批判一 謂わ

ばその客観主義的傾向への批判- は, この< 平等の機会化> という点に基づ く批判だとも

言える。見たように, 福祉 (個人的善の実現) に関する客観主義的議論によれば, 公的機関

が資源の再配分を左右する福祉の規準の正しさを, 当人の評価抜きに強制するので, 平等に

配分される資源自体も, 予め規定された福祉基準に見合ったものでしかな く , 個人の生活に

おける価値や生活の善について個人の自律性 (→善の個人性) が犯されることになる。 だか

ら, 「一切の配分テス トは, いかなる生活をしよう とも当人が自ら自由にで きるどんな資源

への権原を個人は持っているか, という仮説に依拠 しな く てはならず」 (Dworkin, 1981a

[224-6] ) , 〈資源の平等》 は, この個人自らが自由にできる 《資源の平等》 として機会化=

手段化されてな くてはならないのである。 更に言えば, こ う した< 平等の機会化> は, 善

(→福祉卜の個人主義を守り, 全体主義的な善の構想を諸個人に強要するこ とを避けながら

平等化を計るという , リベラ リズムの核心もし く はRawls以来のリベラ リズムによる功利

主義批判の根幹に関わることなのである。

尤も, 同じ < < 平等の機会化> を示してはいても, 自らの議論を 「配分的主体主義」 とも

意味づけ, 福祉の機会という機会自体の平等配分を旨とする Arnesonと , 資源や基本財の

平等配分を言う DworkinやRawlsとは, 大きく異なることがある。 この相違は, また, 選

好や効用 (欲求充足) の位置づけを巡る相違, 更には, < 平等の様態化> レベルでの相違と

して も立ち現れて く る。 Arnesonによれば, 「Rawlsや Dworkinは, 」 者個人の公平な資源

の分け前は諸個人の選好によって変わる, と主張する一切の配分的正義の説明原理における

望ましさに反論してお り」 , これでは, 「善は人々が欲するものの入手から成立する という

簡単な理論でさえも, 不公平な配分と して非難され」 (Arneson, 1990 [160D , 諸個人の価

値や嗜好に現れる主体性を無視することになるのである。 Arnesonは, 「福祉を選好 (但し,

十分な情報と明晰な思考によって獲得されうる理想化された仮想的選好一 竹内) の充足で

ある」 (Arneson, 1989 [82] ) と捉えた上で, 「資源の適切な尺度は, これら資源が当人に
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達成できるようにする福祉レベルである」 (Arneson, 1990 [186D と しつつも, 単純にこ

う した福祉= 選好充足の平等の実現に貢献する資源配分を求めるのではなくて, 資源が 「提

供する福祉への機会」 において< 平等指標の単一化> を試み, そこに選択論を挿入して謂わ

ば選択という主体性ないし機会性を重視するのである。 管見の限り, Arnesonの論理が本邦

で紹介されたことはないと思われるので, やや長いが, 以下の 《福祉の機会の平等》 のモデ

ル論を参照されたい。

「多くの人々の間に, 福祉の平等な機会が行き渡るためには, 各人が, 一連の選択肢に直

面せねばならず↓この一連の選択肢は, これが与える選好の充足の見込みという点で, 全て

の他の人々の一連の選択肢と等価である……。 成年の仲間入りをし, 様々な生活の選択に直

面している二人で, 各々が選択する行為はその可能な結果 [outcomes] と結び付けられて

いる, と考えよ。 最も単純なヶ- スで, 各結果に至る一つの行為を当事者が選択し, この選

択に条件付けられた各結果の可能性を, 我々は知っていると想像せよ。 もしあれやこれやの

選択がなされ, あれやこれやの結果が実現されたとすると, 当事者は, 次に他の一連の選択

肢に直面し, これが次々と続 く 。 我々は, 諸個人にとって可能な完全な人生史を与える意志

決定樹 (adecisiontree) を構築する。 それから, 我々は, 各々の可能な人生史に対する選

好充足期待を計算する。 こう したことをしながら, 我々は, 各意志決定時点で与えられる特

定の選択肢の範囲に直面するこ とに関連して人々が持つ選好を考慮する。全ての人々が等価

な意志決定樹一 各人による選択肢のベス トの選択, セカンドペス トの選択。4…・n番目のベ

ス トの選択に関する期待される価値は同じー に直面していれば, 人々の間で福祉の平等な

機会が行き渡っている。 人々が遭遇する諸機会は, この諸機会が提供する福祉の見込みによっ

てランクづけられる」 (Arneson, 1990 [177-7] ) 。 但し, こう した等価な選択肢に直面して

も, 選択する能力や選んだ選択肢を扱う能力に違いがあるので, 上記の選択肢には, 更に条

件が付けられることになる。 「( α) 諸選択肢は等価で, 人々が諸選択肢をこなす [negoti-

ate] 能力が同等 [onapar] である」 か, 「(β) 諸選択肢が, 人々のこなす能力の不平等を

正確に相殺するような位に不等価である」 か, 「(7) 諸選択肢は等価で, 人々のこなす能力

の不平等は, 諸個人が個人責任をとることが適切な原因に基づいている」 かである。 「福祉

の平等な機会は, 全ての人々が事実上等価な一連の選択肢に直面している際には, 行き渡る

のである。 人々が (上記の拡張された意味において) , 福祉の平等な機会を享受している場

合, 彼らが取得する立場における福祉の現実の不平等は, 各個人の制御能力範囲内にある諸

要因に基づく ものなのである。 こうなると, そう した諸要因に基づく一切の不平等は, 配分

的平等という立場からはなんら問題のないものなのである士(Arneson, 1990, p.178)。

以上に言う個人責任及び制御能力に関わる論点, 即ち< 平等の責任概念化> に関しては,

次節で見るが, 上記のArnesonの 《福祉の機会の平等》 論からすればレ < 平等の機会化>

を進展させれば, < 平等の様態化> も進むのである。 つまり, < 平等の様態化> を, 能力次

元から更に, 選好も し く は欲求の充足次元にまで進めているからである。 しかし, こ う した

選好や欲求の充足を平等論に組入れる点に関しては, 既述のようなDworkinの批判がある

のみならず, Senが批判したところでもある。 尤も, Senは, 平等指標と して , 選好ないし

効用の充足を取り上げることを批判するだけでなく , DworkinやRawlsの物資的なものに

収斂し易い基本財や資源を取り上げることをも批判して, ¥《基本的潜在能力の平等》 という
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形で, < 平等指標の単一化> を計っている。 ㎜ ■ ■

卜 6 . 能 力 対 効 用

∧Senの端的な言分は, 次の様である。 「ひとの福祉について判断する際には, 彼/彼女が所

有する財の特性に分析を限定するわけにはいかない。我々は, ひとの 『機能J functioning

にまで考察を及ぼさねばならない』。 「機能とはひとが成就しうること一 彼/彼女が行いう

ること, な りうるこ とー である‥ツ・。 これらの機能を実現するために利用される財とは区

別されなく てはならない‥,・・, 。 機能ぱまた機能が産み出す幸福 (選好や欲求の充足と しての

効用一 竹内) とも区別されなくてはならない。機能は (1) 財 (及びそれに対応する特性)

をもつこと とも, (2) (機能から結果する幸福という形での) 効用を持つこ と と も別物であ

る。財と特性は機能に先立ち, 効用は重要な意味での機能の後にく るのである」 (セン,

1988 [21-1] ) 。 従って, この機能が, 「利益は人と財との間の関係性 (relationship)」 (Sen,

1980 [216] ) と言われる際の, 利益として平等指標となるわけである。平等の探求を 「財か

ら財が人間に対してなすことへと注意の方向を変え」 , 「ニーズを基本的潜在能力という形

態において解釈する」 (Sen, 1980 (218刊 ) のである。

Senからすれば, 財に関心を集中するのがRawlsやDworkinであり, ここのこ とが何故問

題かと言えば, 端的に, 「社会的基本財の集まりに関心を集中するロールスのやり方」 (Sen,

1980 [214] )や「口- ルズの理論枠組みのなかに 「物神崇拝」 の要素が存在している」 (Sen,

1980 [216] ) , と言われるように, それらは物象化した議論だからである。 つまり, い く ら

財 (物) が平等に配分されても当人の能力にマッチせず使えなくては意味がなく , この点か

らすると, 使用することができるという機能レベルで平等を捉え, 諸個人の潜在能力 (財と

その機能十諸個人の能力) において< 平等指標の単一化> が企てられるべきこととなる。他

方で, 上記のArnesonは, < 平等指標の単一化> を効用や選好といった福祉の機会に求め

ているという ことになるが, こう七た議論は, 効用自体が疎外されたものであれば- Sen

の挙げる例だと, あまりにも貧し く抑圧されているため極めて低い効用水準しか持たない人

の場合 (セン, 1991) - (28), 少しの施しで欲求や選好が充足されてしまい, こう した欲求

充足のレベルに平等の指標を求めると, 「物理的条件の無視」 (セン, 1988 [34] ) が生じ,

客観的な福祉の向上とはならない, という ことになる。

Senの 《潜在能力の平等》 論は, 謂わば財による補填を得た能力を問うており, この限り

で< 平等指標の単一化> を潜在能力自体に求め, 能力自体の平等を唱えている点で ,

DworkinやRawls以上に< 平等の様態化> を進めていることになろう。尤 も, 理想化され

た仮想的選好を重視し, 現実の疎外された選好自体については, その矯正すら示唆している

Arnesonは, 既述の 「物理的条件」 を捉えており, Arnesonにおいては,‥効用 (選好の充足)

の重視に伴う問題点 (端的には疎外された選好の問題点) は, 解決されていることになる。

しかも, Cohenも確認しているように (Cohen, 1989 [148D , Arneson自身は, この選好

の充足 (効用) =と しての福祉を重視しているとはいえ, 福祉自体を平等指標としているので

はなぐ,士あ く まで, 諸個人によって選択され行使されるこの福祉への機会を平等指標と して

おり, しかも, この機会概念は, 選択や行使に関する個人の能力の差を補填しうる意味が込

められた機会である。 しかし, Senからすれば,¥いづれにせよ効用に焦点を合せた議論は,
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「そのひと 自らの評価作業- ある種の生 き方を他の生き方と比較して評価 し ょ う とする知

的作業- への直接的な言及をさける」 という丁評価の無視」 を犯 してお り (セ ン, 1988

[34] ) , 「生き方とその生き方が生む幸福の測定」 という 「二つの全 く 異なる作業上(セ ン,

1988 [24] ) の混同に付きまとわれるのである。 卜

果して, 効用レベルでの福祉を重視し た< 平等指標の単一化> が, 生き方が生む幸福とい

う主観によって左右され疎外されたものに留るのに対して, 潜在能力において福祉を計るこ

とは√生 き方自体の謂わば客観的な評価 と して妥当なものだ, と言えるのだろ う か。

Dworkinが 「誰の諸能力が, この (補償のための) 目的にとっての通常と考えられるべき

なのか? 」 (Dworkin, 1981b [299?D, と平等測定の基準としての能力基準にさえ懐疑を示

したこ とは, Senにあっては克服されてい るのだろうか ? Sen自身も, この潜在能力の測

定に関して様々な仮説を提起しているが (セン, 1988 [59-69] ) , そ の完成は今後のこ とで, ・

現段階では 「基本的潜在能力が部分的方針である」 (Sen, 1980 [220] ) に留るこ とを認め

ている。 Arnesonも, 膨大な潜在能力ス コアの作成の不可能性から生じる 《潜在能力の平等

》 論の原理的困難さ (Arneson, 1989 [91] ) に加えて, 自らが重視する選好をSenが無視

している問題を指摘 して次のよう に言う 。 「私は, 人の潜在能力の価値が, 潜在能力に関す

る当人の (理想的に考えられた) 選好と は別個に, 判断されうる何等かの客観的に決定的な

根拠があるという こ とを疑っている。 いかなる根拠に基づいて, 当人自身が十分念入りな合

理性を持って取るに足らぬと価値づけをする能力を, 当人が持つこ とに価値があるよ と主張

されるのか? 」 (Arneson, 1989 [91-2D 。 しかし, 既存の様々な平等論が< 平等の様態化>

にまで至っていなかったことやRawlsの議論の物象性を考えるなら, また, 能力にも拘らず

に平等といった歴史実態的平等論の未形成という ことを考えるなら, 能力次元自体を平等指

標にしたこ と, しかも財とのワンセッ ト であるとはいえ, 潜在能力自体の平等を想定したこ

との意義は認められる。

他方, < 平等の様態化> という点から捉えるならば, Arnesonのように, 機会の選択にお

ける個人責任性を算入した上で効用 (選好充足) の平等を計るという ことも, 能力次元での

平等とは異なる様態化の意味をもつだろ う。 という のは, Cohenが指摘するよう に, 福祉

(善き生存) を測るものに関して, 「効用でない全てが, 潜在能力とその行使とその結果とは

限らない。 そして, 潜在能力の行使の結果である多くの状態は, 潜在能力の行使の作用を受

けたこの状態の位置とは結びつかない, ある非効用価値を持つ」 (Cohen, 1989 [944] ) と

いう点も考えな く てはならないからであ る。 なおまた, Dworkinの提起する妬みテス トに

よる平等な資源配分の実現も, 個人毎の選好充足の測定を提起してないにせよ, 諸個人間の,

しかも, 満足一 妬みがないという意味でのー と言う点では効用といっても差しつかえの

ない次元, 即ち諸個人間の相互関係における精神性という次元を重要な支柱と している。 こ

う した点を勘案するならば, 今後の新た な総体的平等論における< 平等指標の単一化> は,

< 平等の様態化> を一層推 し進めるためにも, 潜在能力と効用との二者択一ではな く , 能力

次元と効用次元との的確な関連において捉えられるべきであろ う 。 因みに, < 平等の様態

化> の推進が必要なことは, Senの言う 「人間の多榛幽こ注意を払う丁(Sen, 1992 [501D

ためにも自明のこ とであるが, 更に, ヴァージ ョ ンアップされた福祉国家の構想と福祉の個

人化にとっても重要な論点となる。
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ところで, 〈 平等の様態化> の一層の展開のためにも, 《有利さへのアクセスの平等》 を

提起する Cohenが, Senの 〈基本的潜在能力の平等》 を批判する際の他の論点を見る必要が

ある。極めて大雑把には, Cohenの言う有利さ及びアクセスは, 各々Arnesonの福祉及び

Senの潜在能力を拡大したものである (Cohen, 1989 [917D が, その平等論の根底には,

分析主義的マルクス主義者とも言われるCohenの独自性もある。 次の様に言われる。 「元来

の平等主義的な衝動は, 搾取 [exploitation] と全くの運 [bruteluck] の双方が配分に与

える影響を廃絶することにあると思う。確かに非一反平等主義者も搾取 (彼等が搾取だと考

えている こと) を非難するが, 彼等は, 搾取に関して平等主義者と同じ見解を持っているわ

けではない。 その理由の一部は, 彼等が, 配分結果を歪める全ぐの運がもたらす資産の差異

にそれほど動揺しないことにある」 (Cohen, 1989 [908D。後述の< 平等の責任概念化> と

密接に関連するこの運の問題- Cohenは, 選択= 自己責任あり= 平等への補償なし, 運=

自己責任なし= 平等への補償あり, という論理を基礎に 《有利さへのアクセスの平等》 を主

張する (Cohen, 1989 [931D - を搾取とは別個に位置づけるところに√Rawlsその他と

は異なる Cohenの独自性がある。 というのも, Cohenは, 搾取批判だけでは平等論の構築

は無理であることを明確にした上で, 平等論の構想を練っているからである。 が, このこと

が, 機能の把握に関するCohenのSenへの批判にも繋がっている。 それは, 端的には, 搾

取がなく なっても, 労働能力を始めとする能力の機能の差によって不平等が生じるこ とをど

うみるか, という点を重視することにより, 能力という機能の把握が, Senよりも謂わば丁

寧なものになるからである。 づ

CohenのSenへの批判は二つあり, その第一は, 「Senが, 大人の状態を評価する二つの方

法を, 単一の潜在能力という名称で同一化している」 (Cohen, 1989 [942] ) , という混乱で

ある。即ち, 基本的潜在能力が 「人間が一定の基本的な事を為しうるという こと」 と して説

明される場合と, 「潜在能力は, 財が人に対して為すこ と と同一視された」 (Cohen, 1989

[942-3] ) 場合との混同である。今一つは, 「財が人に対して為すことと, 人がこの財によっ

て為しう ることとは同一視されない」 (Cohen, 1989 [944] ) にも拘らず, Senが同一視 して

いる, という ことである。 この二つの批判に関する解題自体はここでは割愛せざるを得ない

が, 少な く とも, この批判は 「為す」 という働き, 即ち機能の捉え方を巡ってなされており,

ここでは, この論点を, 敷街しておきたい。

基本財 と 「精神的リアクショ ン」 たる効用とは, 物対心ないし客体対主体という レベルで

は, 確かに, Senが想定しているような対置二項をなしうるし, 基本財が配分された 「後に」

効用が生 じるという時間的観点から, 効用を生ぜしめた何等かの働き, 即ち機能自体を捉え

れば, この二項の間に機能を位置づけるこ と も正当である。 しかし, この機能は, 通常の意

味での諸個人の所有する能力と, 配分された基本財との, 相互作用そのものであり, 決して,

諸個人の能力の働き自体ではない- Cohenの第一の批判はここに関わるー 。 従って, こ

の機能が基本財と効用との間に位置づ く こ とは, 必ずしも通常の意味での諸個人の能力がこ

の間に位置づ く こ と と同じではない。 繰り返せば, この機能に関して, 「機能する潜在能力」

という言い方をするならば, この潜在能力自体が, 諸個人の所有する能力と配分された基本

財との相互作用であり, 分析的にみて始めて, そこには, 基本財が人に対して為す機能と,

基本財によって人が為す機能の二種類があるのことになるー これがCohenの第二の批判
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7. 自己責任の所在

第5節冒頭で参照を求めたRoemerは, また, 「平等指標が何であるべきかが, 現代平等

主義理論における論争の第一イ ッシューであるなら, その第二のイ ッシューは, 個人の制御

能力 [contro1] を超えた諸環境が引き起こす個人の行為と個人責任のある個人の行為との

区別にある」 (Roemer, 1993 [146D と述べる。 これは, Rawls以来の平等論のく 平等指標

の単一化> が< 平等の機会化> という観点と共に, < 平等の責任概念化> という観点をも合

せ持っている点を指摘している。 責任概念を巡っては, 福祉国家を重視するリベラリズムは

個人責任概念を曖昧にしてきた, という リベラ リズム批判があり, これに応答して, 個人責

任概念を徹底した, 謂わばリバタリアン的なリベラリズムの修正論 (Scheffler, 1992) から,

個人責任論と責任に伴うコス ト負担との区別によるリベラリズム救済案 (Rippstein, 1994),

更には, 責任概念全般の共同化に繋がる議論 (Goodin, 1985) まで議論が展開されており,

それらの概要及び生命倫理学への応用については, 新たな総体的平等論構築の一助として,

別稿で論じたところでもある (竹内, 1995b, 1996)。

そ う した議論にあっても提起されてきたこ とだが, 上記Roemerの指摘で留意すべきは,

上記の平等論は全て, ヴェーバー的でもありまた常識的でもあるよう な単純な個人責任論

一 個人の行為の責任は個人にある (ヴェーバー, 1979 [62D といった論- には依拠し

ていない, という点である。 すなわち√Dworkin始めリベラ リズムの平等論は, 単なる個

人行為が個人責任をもたらす, と しているのではなくて, 個人の制御能力範囲にあるか否か

が個人責任の存否を規定し, 制御能力を超えた事柄に関しては, 平等になるように補償され

な く てはならない, と しているのである。 Roemerは明確に, 「Dworkin, Arneson, Cohen

が提起する平等主義的倫理の一般的な形は, 以下である。即ち, 社会は, 人々に対して, 人々

の制御能力を超える原因の所産である悲惨な結果に対しては補償すべきだが, 人々の制御能

力が及ぶことであり, それ故人々に個人的な責任 [responsibility] がある原因の所産であ

る結果に対しては補償すべきでない, というこ とである」 (Roemer 1993 [147] ) , と言う。

に関わるー 。

Senがこの二種類の機能を混同しているとすれば, Cohenは, この二種類の機能を恰も独

自に成立するかのように論じている。 しかし, 感受性や感応性といった諸個人の能力を考え

るならば, この二種類は, 分析的に区別された上で, 現実には判然と した区別の下にあるわ

けでないこ とが捉えられな く てはならない。 Senの言う < 基本的潜在機能能力> が, 基本財

と諸個人の能力との相互作用と して一体化しているならば, 潜在能力自体が個人を超えてい

る点こそ捉えられな くてはならない。 更には, この一体化は, 効用自体についても当てはま

ることも考えねばならない。 というのも, Senが精神的リアクショ ンと して規定する効用も,

効用関数 (個人所有の能力) がかの相互作用としての潜在能力による機能を感受する限りで,

この機能に個人 (効用関数) が働きかける結果だからである (セン, 1988 [21-24D。 また,

この議論の延長上に, Cohenの言う機能に還元されない非効用的価値も出て く る。 こう した

論点は, 諸個人の能力といわれている概念全般の刷新を要求し, この要求の充足による一層

の< 平等の様態化> に繋がると思われるが, 能力概念の刷新には, 「能力の共同性」 という

把握が必要になる, と私は考えている(29)。
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こう した< 平等の責任概念化> という特徴は, 既に述べたリベラリズムにおける個人的善の

主張, 即ち, 個人が善と考える事柄は個人制御能力範囲内にあり, 従って個人責任の下にあ

るが故に個人的自由にまかされる, という主張とも関連している。 が, ここでの重点は, 個

人責任が個人の行為にではなく個人の制御能力の存在と結び付けられていることであり, ま

た, この意味での個人責任がないことに関しては, それは平等にすべきだと主張されている

点である。 個人の制御能力の存否と結合した個人責任の存否が平等論を特徴づける, という

意味で, 上記の論者は< 平等の責任概念化> の傾向を共有している。 問題は, 如何なること

が, 個人の制御能力範囲内にあり, 従って個人責任の下にあるかを巡っての各論者の相違で

ある。。

Rawlsは, 既にみたように, 能力や才能の配分によって富や所得の配分が決定されるこ

とを, 歴史的社会的運命による決定以上に 「恣意的」 である (Rawls, 1971 [74-4] ) , と主

張していた。 これは, リバタ リアンなら, 「人格の自律性や, 自らの行動に対する, 主なる

責任を汚す方向に議論を進めること」 ( ノ ージック, 1989 [355] ) だと して, 端的に拒絶す

るこ とではある。 がと もかく , 以上の限り, Rawlsはレ配分の責任を個人の能力に負わせ

るこ とを否定している。 つまり, 個人は, 自己の能力自体を自らの制御下において管轄する

ことは出来ないので, 自己の能力に対する個人責任はな く , 従って, 利益の配分を個人の自

己責任= 個人の能力に依拠させるこどはできない, という わけである。 Rawlsの正義の第

二原理aによる便益の再配分自体が, 個人の能力と直結した個人責任を一切問わずに, 最下

層の便益の最大化と全体的な平等化を計るものであったのである。 従って, Rawlsの 《基

本的社会財の平等》 論は, 個人の制御能力と個人責任を一切問わない平等論だという意味で

の, 謂わば反語的な< 平等の責任概念化> 論であり, 歴史実態的平等論に, 新たに 「能力に

拘らずに平等」 を加える先鋭な論陣を張った平等論, という ことにもなる。 しかし, この先

鋭な論陣には, 二つの留保を付けな く てはならない。

一つは, Rawlsの上記の議論は, あ く まで, 正義の二原理を基礎に組織される協働体及

びその制度が実現する以前の話, 若し くは, 正義の二原理自体においての話である, という

点である。 逆に, 「責務による束縛 [obiligatory ties] は, 正義に適う制服, 或いは環境に

照してみて十分正義に適う制度を前提にする」 (Rawls, 1971 [112D ので, 「一度, これら

の原理が満たされるならば, 自由な連合体の原理に従う人々の自発的行為から生ずる他の不

平等は許される」 (Rawls, 1971 [96] )。 つまり, 正義の二原理に基づ く協働体や制度が実

現して以降は, 合理的存在と しての人間個人には, その合理性にみあって個人の自己責任が

あるのは当然となる。 端的に, 「本質的な論点は, 自由で平等な合理的存在と しての我々の

本性にもっ とも良く合致する諸原理 (正義の二原理一 竹内) それ自体がわれわれの責任

(EiccountM)ility] を確立する, ということにある」 (Rawls, 1971 [519] ) と言われる。従っ

て, 「正義に叶う協働体が公共的ルヴルの枠組みと して与えられるなら……より幸運な人は,

より善い状況に対する要求権を持つ」 (Rawls, 1971 [103] ) ので, 正義に叶った制度確立

以降にあっては, 能力的に有利な人がその功績に見合った処遇を受けること (配分的正義)

も自明となる (31)。

以上と関わる今一つの留保点は, Senが端的に批判したように, Rawlsの平等論全般が,

基本的論理において 「障害者」 を除外したものでしかない, という ことである。 Rawlsは,
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正義の原理の構想に際して, 「障害者」 を扱う ことは, 「正義論」 の範囲を超えてしまう と言

うのみならず, われわれ (Rawls) を混乱させるとして, 以下を明言する。 「あらゆる人は,

正常範囲内の肉体的必要性や心理的力量をもっている, と私は仮定する。 そこで, 特別のヘ

ルスケアや精神障害者の取り扱い方に関する問題は生じない。 こう した困難な場合を考察す

ることは, われわれを正義論を越えたと ころにまで連れて行って しまう問題が性急にもち込

まれて く るという ことの他に……, われわれと隔たりのある人々を考えざるをえなくするた

めに, われわれの道徳的な知覚を混乱させてしまう」 (Rawls, 1985 [206D。 従って ,

Rawlsの反語的な〈 平等の責任概念化> を柱とする 《基本的社会財の平等》 論も, 真には,

個人の制御能力を越えた事に関する個人責任を問わない平等論であるのではなく , 所謂 「健

常者」 の範囲についてのみ妥当する, 平等論の構想 (正義の構想) の一部でしかないのであ

る。 このようになる原因は, Rawlsにあっては, 能力次元での< 平等の様態化> が然程進

展してないこと と も密接に関連して, 個人の能力自体の中に自己責任のあるものとそうでな

いものとを区分するといった, 能力に関わる微妙な, しかし能力主義的現実を考えると極め

て大きな一 能力主義における滑り坂理論的現実 (竹内, 1993 [63-74] ) を考えるならば,

「障害者」 は, Rawlsの言うような 「われわれと隔たりのある人 」々 ではない一 問題が看

過されてきたこ とにあると思われる(32)。

この能力次元での責任概念の位置付けを一定明確にして, < 平等の責任概念化> を進めた

のがDworkinである。 彼は, 既述のように, 一方では, 諸個人の能力全般を資源と位置づ

けるが, 他方では, 個人の能力 [power] を人格と, 資源と等置される環境とに分割して次

の様に述べる。 「こ う した (ハンディ キャップの場合において補償を行う仮説的保険市場を

正当化する一 竹内) 議論が, 人格とその環境とを区別するという或る見解を提起し, 人格

にその人の嗜好 [tastes] や意思 [ambitions] を割り振り, 環境にその人の肉体的精神的

能力 [physical andmental powers] を割 り振るこ とは正 しいこ とである」 (Dworkin,

1981b [302D。 この区分に関して, 他箇所では, 「ハンディキャップと選好 [preferences]

及び嗜好に関わる事柄との区別」 とも言われ, 「この後者もまた福祉に影響するだろ うが,

選好及び嗜好に関わる事柄は, 我々の図式 ( 〈資源の平等》 論一 竹内) の下では補償 (平

等にするための補償一 竹内) に関わることではない」 (Dworkin, 1981b [301] ) , と され

る。 更に, 平等を目指して, 「我々は, 資源配分が……天賦の才能志向 [endowment-

sensitive] であるのを許してはならない」 が, 「意思志向 [ambition-sensitive] であるこ

とを許さなくてはならない」 (Dworkin, 1981b [311D, とも言う。

以上から判るように, Dworkinは, 人格 ・選好 ・嗜好 ・意思という系列と, 環境 ・肉体

的精神的能力 ・天賦の才能という系列とに諸個人の能力を区分し, 後者の系列には, まさに。

〈資源の平等》 という観点からの補償一 仮説的保険市場を組込んだ補償システムによるも

のであれー を認め, 従って, 逆に天賦の才能次第で資源配分が自由になることを許さない。

しかし, 前者の系列に関しては, まずは, 「嗜好や選好において如何なる平等があるのかは

言う ことが出来ないと して」 (Dworkin, 1981b [302] ) , 平等を目指す補償から外し, それ

故,丿平等な競売に続く諸選択に基づき, 自由な交易から生じる稼得を得ることが許される」

(Dworkin, 1981b [311D。 そこには, Roemerが纏めたように, 「Dworkinは, 選好を, 個

人の制御能力範囲内にある諸要因によって形成されたりされなかったりする, 個人が責任を
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負うべき事と して考えているが……, 資源 (天賦の才能と言い換えられる一 竹内) は個人

が責任の負えない事として考えている」 (Roemer, 1993 [147-8] ) , という , 個人責任の存

否の判断が控えている。 つまり, Dworkinは, 同じ く広義には能力ではあって も, その中

に区分を見出し, 人格 ・選好 ・嗜好 ・意思= 個人責任あり= 平等への補償なし, 環境 ・肉体

的精神的能力 ・天賦の才能 ・資源= 個人責任なし= 平等への補償ありどして, < 平等の様態

化> の進展と一体となった< 平等の責任概念化> を計っている, と言えよう (33)。

8. 理論の包括性

Dworkin, 更にはRawlsによる< 平等の責任概念化> は, しかし, Arnesonの 《福祉の

機会の平等》 論やCohenの 〈有利さへのアクセスの平等》 論からすれば, 個人責任の置き

所を捉え損ねたものと して批判される(34)。 Arnesonにあっては, 既に引用したよう に, 「福

祉の平等な機会を享受している場合, 彼らが得る立場における福祉の現実の不平等は, 各個

人の制御能力範囲内にある諸要因に基づいている。 こうなると, そう した一切の不平等は,

配分的平等という立場からはなんら問題がない」 (Arneson, 1990 [178D。逆に言えば, 彼

の言う平等にされた福祉の機会は, 様々な選択肢をこなす上での諸個人の能力の差異にみあっ

た形で謂わば不等価になっている, 「拡張された意味における福祉の平等な機会」 (Arnesonl

1989 [86] ) である。 Arnesonは, こう した意味での機会, つまり当人がこな しう る福祉へ

の機会が配分されることについては個人責任がないものと し, そう した 「機会を結果へと変

形することに個人は責任がある」 (Roemer, 1993 [148D, とする。 結局, Arnesonの< 平

等の責任概念化> が個人の自己責任の存否の分水嶺と していることは, 拡張された意味での

機会の配分と選択による機会の利用との区別なのである。

こう したArnesonからすれば, Rawlsの議論, 即ち, 正義に叶った協働体成立以後-

《基本的社会財の平等》 ないし平等化の下にあるー では, 諸個人自らが選好する善 (目標)

の実現は個人責任だとする議論は, 否定される。 つまり, 諸個人は自らの選好に責任がある,

と単純に考えることはレ個人の制御能力を超えた社会的環境や生れの偶然性が当の選好を様々

に異なって形成する, という反論に出会う と して, 以下のように言う。 「も し, 我々は, 自

らの制御能力内にあることに対してのみ責任があるなら, 我々は精々, 自らの選好に対して

部分的に責任を持てるにすぎない。 Rawlsが提起している社会と個人への責任の分割は,

彼の提供するよりももっと多くの正当化を必要とする」 (Arneson, 1990 [175D。 つまり,

選好といえども自発的で自己責任が伴う とは限らないー, とするわけであ り, Arnesonは,

Dworkinの 《資源の平等》 論に関しても伺様の批判をする (Arneson, 1989 [79] )。因みに,

このRawlsやDworkinへの批判はCohenも首肯する(35) (Cohen, 1989 [912-20D。 これら

に関して留意すべき第一は, 選好自体を自発的選択によるもの (自己責任あり) とそうでな

いもの (自己責任なし) に区分している点であり, この点により, 選好に自己責任を認めな

ければ, リベラリズムの核心が崩れるという Rawls的な心配は除去される, どいう こ とで

ある。 また第二に, 能力次元との区別において意味のある選好次元で< 平等の責任概念化>

が計られていることによって, < 平等の様態化> が一層進んだ, という点である。

Cohenは, 自らがArnesonの 《福祉の機会への平等》 論に多大の恩恵を蒙っていること

を認めながら (Cohen, 1989 [907] ) , また, この機会が自らの主張するアクセスと重なる
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点もあることから, 事実上< 平等の機会化> についてはArnesonと歩調を共にしながらも,

大きくは, 以下の二つ点から, 《福祉の機会への平等》 論に代えて, 《有利さへのアクセス

の平等》 を主張する。 論点の第一は, 「普通は個人的能力において貧しいこと [meager

personl capacity] を , 機会 を欠い て い る と は見 な さ ない だ ろ う 」 し , 「価値 あ る こ と を得 る

機会を減ら したと して も, 個人的能力に欠陥があるのは, 価値あるこ とヘアクセスを欠いて

いるという理由による」 (Cohen, 1989 [916-7D, ということである。つまり, 簡略には,

Roemerが纏めたように, 「Cohenは, 「アクセス」 は 「機会」 が排除する個人の諸能力

を或る意味で含むと考える」 (Roemer, 1993 [149D ことによって, < 平等の様態化> を福

祉次元において求めるこ とが看過しがちな能力次元- これが, Senが批判した点であるこ

とを想起- を, アクセス概念の中に位置づけよう と しているのである。但し, 既述のよう

に, Arnesonの言う機会概念が, 選択肢をこなす上での諸個人の能力の差異に応じて不等価

であるから, ArnesonはこのCohenの批判を受入れないだろう 。 がと もか く , < 平等の責

任概念化> という観点からみれば, 《有利さへのアクセスの平等》 を考えるCohenは, ア

クセス概念の中に能力を位置づけ, その平等を計っている。

CohenがArnesonの議論を修正する第二の理由は, 丁有利さは福祉より広い概念であ り」,

「私の福祉を高めるものは何でも, 私の有利さに至る程度までであるが, その逆は真実では

ない」 (Cohen, 1989 [916] ) , という点に関わる。逆に言えば,・ 「福祉の機会の平等は, 反

自発的な福祉欠如 [involuntarywelfaredeficiency] を除去する」 が, 「被害者が責任のと

れない不利を意味する反自発的不利 [involuntarydisadvatage] を除去するこ とを目的と

するような, 平等主義め正しい解釈」 (Cohen, 1989 [916D ではないのである。 そ して,

福祉には含まれないが有利さには含まれるものと して, Dworkinならば資源, Senならば潜

在能力と言われたものが位置づけられる。 だからCohenは, 福祉が有利さ よ り狭いとする

点では, Arnesonより DworkinやSenを擁護する論調で, 資源欠如の具体例と して能力不

全 [disability] を提示し, 「能力不全への平等主義的対応は, 福祉の平等を無効にするし……,

福祉の機会の平等をも無効にする。 というのは, 能力不全への対応は, 能力不全が……もた

らす福祉の機会の損失に伴う様々なコス トとは異なる他の何かによって形をとるものだから

である」 (Cohen, 1989 [918D, とさえ言う。

従ってCohenは, 資源や潜在能力の欠如とそれらめ平等論に偏りすぎたDworkinやSen

も, 福祉とその機会の欠如とそれらの平等論に偏りすぎた Arnesonも批判する。 そ して,

共に個人の自己責任なきものとしての資源- この場合主として能力- 欠如と福祉欠如と

を区別した上で両者を統合して不利とする。 「明らかなのは, 資源欠如も福祉欠如も, 不利

の限定されたタイプなのである(36)」 (Cohen, 1989 [920一月]。 こ う してCohenは, < 平等の

責任概念化> を背景に, < 平等指標の単一化> の中で, 資源 (能力を含む資源) 対福祉 (及

び福祉の機会) と して, 或いは資源対選好として, 様々な論者が相互に, また潜在的顕在的

に論じてきた争点に終止符を打ち, これらの概念を包含しうる上位概念と して有利さ概念を

位置づける。 ここには, < 平等の様態化> における能力と選好との対置からの脱却があり,

更には, アクセス概念が能力概念のみならず機会概念でもあったことが加わる。従って。

《有利さへのアクセスの平等》 論とは, < 平等の責任概念化> を背景に, < 平等の様態化>

を含んだ< 平等指標の単一化> を徹底して推し進め, < 平等の機会化> をも捉えた平等論と



24 竹 ・内 章 郎

して, 他の平等論にはない包括的な 「平等主義の正しい解釈 [theright readingof egali-

tarianism] 」 (Cohen, 1989 [916] ) という ことになる。 更に, 「不利という空間に如何に

多くの次元があろう とも, 平等主義は, 有利さの特定の不平等を受容しうるもの, 他の不平

等を受容しえないものと判断し, 不利な当事者に責任のあることか或いはないことかという

一連の問いが不利の基準であると判断することによって, 不利の各次元を切開するのである」

(Cohen, 1989 [921D, と< 平等の責任概念化> が強調される。結局, 有利さへのアクセス

を平等にするという こ とは, 能力不全のみならず√個人の自己責任がないもの (資源欠如及

び福祉欠如を統合した不利) 全てを運 [1uck] によるものと し, 不利を解消して有利さへの

能力と機会の平等を計る。 そ して, この有利さへのアクセスの活用を個人の自己責任の範囲

内にあって選択 [[jhoice] によるものと位置付け, 選択に基づく不平等を許容する。だから,

「選択/運という切り口を受入れることを考えるべきである」 (Cohen, 1989 [931] ) , と言わ

れ, 選択/運という概念によって, < 平等の機会化> と< 平等の責任概念化> との事実上の

結合も主張される。 十

< 平等の様態化> を含んだ< 平等指標の単一化> が, 《有利さへのアクセスの平等》 論の

ようにー< 平等の機会化> と< 平等の責任概念化> との結合を示すことによって , ここまで

包括的になると, 確かに一方では, 総体的な平等論への展開にとって極めて有利にはなる。

だが他方では, 例えば, 有利さ概念自体を再び分節化する必要が生じ, この分節化か完成し

なければ, 有利さの内容を特定すること も出来な く なる。 実際Cohenは, 「私は, 正 し く考

察されるなら如何なる有利さであっても, 有利さへのアクセスの平等を肯定するが, 満足い

く体系的な仕方で, 有利さ と して何かカウン トされるべきかを正確に言う ことはできない」

(Cohen, 1989 [920D , と告白している(37)。 更に言えば, 福祉概念の拡張で もあった有利さ

自体が確定できないなら, 《有利さへのアクセスの平等》 論は, 例えば, 《資源の平等》 や

《基本的社会財の平等》 や 《基本的潜在能力の平等》 等を, 今大度取込まなくてはならない

のかもしれない。或いは, 配分機関の問題を除けば, Rawls以来の平等論の中で最も包括

的に見える 《有利さへのアクセスの平等》 論は, その包括性故に, 現時点での平等の構想め,

構想と しての限界を示したものと言えるかもしれない。

* * * *

以上, Rawls以降の平等論の展開を, < 平等指標の単一化> < 平等の機会化> < 平等の

様態化> < 平等の責任概念化> の四つの柱= 観点にそって概観してきた。 だが, 新たな総体

的平等論に船出するには, これら考察結果を, より広い観点であるところの, < 平等の配分

志向> 及び< 平等の関係志向> から位置付け直すことが必要である (続O 。

[註]

* 引 用 及 び 参 照 文 献 に つ い て は , 後 出 の 文 献 表 の 著 者 名 及 び 出 版 年 を , ま た 必 要 に 応 じ て [ ] を

用いて頁数を, 文中の当該箇所直後の ( ) 内に示す。

(1) Habermasの 『コ ミュニケーショ ン行為の理論』 やRiedel の 『解釈学と実践哲学』 を代表と

する動向のこ とである。 犬 > し

(2) 但し, Marxの功利主義批判の一面的受容や, 功利主義を私利私欲主義としてのみ捉え, 19世紀

以降の社会改革の進歩的原理と して功利主義を捉えない (ノj - 卜, 1990) , といった講壇にも広まっ
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ている本邦の功利主義把握の問題を併せ考えな く てならない。

(3) この加藤周一の発言への的確な批判的論評と して, 吉崎, 1985 [19-22] を参照。

(4) この数少ない社会科学的著作の中で大きな意味を持つ極最近のものは, 渡辺治編 『現代日本社会

論』 労働旬報社, 1996年であろう。

(5) この大庭健の業績の検討は別稿に譲らざるをえないが, この業績も, 本小稿が概括する議論を全

てフ ォローしているわけではないように思われる。

(6) 尾関周二 ・後藤道夫 ・佐藤和夫編 『ラディ カルに哲学する』 全5巻 (大月書店, 1994-5) の内,

第二, 第四, 第五各巻所収の一部の論文が該当する程度である。

(7) マルクス主義における, 古 く は 「コーダ綱領批判」 における分配論の扱い, 第ニイ ンターや

Bernstein批判と しての分配の正義論批判との関連を明らかにする必要がある。

(8) この点は, 本邦におけるその最良の議論が既に見抜いていて, 「近代的な 『貢献』 物語の問題性」

(大庭, 1990 [301] ) と して暴き, 平等の正当化への地歩を一歩進めたところであるが, 私も既に,

恐ら く は似た問題意識から 「能力の共同性」 論の構築の必要性をじたこ とがある。 竹内, 1988, 19

93を参照されたい。

(9) これらの中で最後に平等論を提起した Cohenも, Senを引きながら, 「平等主義者は如何なる測

定基準を用いるべきか」 (Cohen, 1989 [906] ) , という課題に答えることを自らの論文の主題とす

る。 ・・

(10) Walzerは, ここでいう< 平等指標の単一化> の議論は, 支配と区別された 「独占の不正義」 を

言うに留る 「支配的財の再配分要求」 の議論にすぎず, 「民主的意思決定すら, 新たな独占を規定

する文化的諸構想と手を携えることにな り, こ う した独占への反対のためには権力が集中されな く

てはならなく なり, 恐らく独占化に至る」 (Walzer, 1983 [17D, と指摘する。 Walzerの議論は,

続稿で< 平等の関係志向> として詳しく取り上げる。 し

(11) これらは, 政治的自由, 言論及び集会の自由, 良心と思想の自由, 身体の自由, 私有財産の自由,

恣意的逮捕や押収からの自由と言われる (Rawls, 1971 [61] )。

(12) 平等と平等化との区別, 第一原理の第二原理に対する優先性からすると, この統一性の実現に微

妙な困難が予想されるのではあるが。 また, 註 (31) を参照。

(13) Rawlsの場合, この合理性の想定が, 既存の有用性を許容し, 有用性自体の変革や新たな有用

性論構築 (竹内, 1988 [130-9D に繋がってない, という問題もある。

(14) この点は, Rawls, Sen, Walzerの議論を含めて, 私か主張している 「能力の共同性」 論との

関わりがあるが, これらにつき竹内, 1994 [78-97] を参照。

(15) この節を終えるにあたって, 《功利主義の平等》 と 《拒否権の平等》 に関するNage1の指摘を

挙げてお く 。 Nage1は, 現代の平等論を平等主義理論, 功利主義的理論, 個人の権利論の三者に

区分し, 「この三つの見解は, 諸人格闘の道徳的平等の想定を共有しているが, その解釈が三者三

様なのだ」 (ネーゲル, 1989 [175D, と言う。 Nage1によれば, この三議論とも人格間での平等な

いし人間の平等という点では, 主張を共有するが, その解釈で異なっており, その相違は, 「いか

に平等に」 という論点が示している。 これは, 事実上, 人間の平等の話を抽象化させず, 人間を巡

る処遇の話に, 従って, 処遇の話は何等かの形で 「もの」 に関わるが故に, 千 もの」 の取扱いを通

じた人間の処遇及び人間の様態の話に, 論点を転換することを主張している。 この処遇及び様態は,

個人の権利論では権利 (他者からの干渉を拒否して自由に行為を行う 《拒否権の平等》 という権利)
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に, 功利主義理論では功利計算における要素 (功利計算において各人の利益が十分に等しく考慮さ

れるー 〈功利主義の平等〉 一 権利) に, 平等主義理論- Rawls等リペラリズムー では直

截な利益の平等 (現実的あるいは可能的な利益への平等な権利) であり, 三議論共, 平等な処遇と

して< 平等指標の単一化> を示しているこ とになる。

問題としては, 上記三理論すべてが 「本質的な点において, 各個人の観点に平等な重要性を認め

よう とするものである」 「ネーゲル,」 989 [176] ) , と真に言いうるか否か, ということがある。 こ

れは, 全くの解釈の問題ではあるが, 真の問題は, 「現代及び将来における差別の克服とな りうる

平等論足り得るか」 という点であろう。 Nagel によれば, 「各個人の観点に平等な重要性を認める

ことが何を意味するかは, (ア) その観点にとって何か道徳的に本質的であるか, (イ) 我々各人に

おいて平等な重要性が認められなければならないものは何か, に依存している」 ( ネーゲル, 1989

[176D。従って, 《功利主義の平等》 論においては, (ア) は, 道徳と関連する利害 (の充足) の

全体と しての最大化であり, ( イ) は, この全体としての利害 (の充足) への一票を持つという意

味での個人の平等である。 ただ (イ) に従っても, 多数決によるこの平等の実現としての功利計算

の結果において, 各個人の利害 (の充足) の否定も生じうる。 こ う した個人の福祉や利害の充足は,

例えスキャンロン的な利害等の客観的基準が導入されても (Scanlon, 1975) , 功利計算の結果に

よって充足が規定されてしまうから, 諸個人に密着した福祉や利害の平等, 従って< 平等の様態

化> はかなり軽視される。

Nozick らリバタリアンの主張である個人の権利論では, 「諸個人の道徳的平等は, 特定の点に

おいては干渉されないことを要求する, 他人に対する平等な権利」 ( ネーゲル, 1989 [178D にお

いて, つまり, 〈拒否権の平等〉 において一応の平等が主張される。 この権利は, 福祉国家という

より, 従来の市民社会型国家によって保証される所謂市民的権利であるが, それが示す平等の内容

は, Rawls等による< 平等指標の単一化> より狭 く なる。 干渉の拒否という制限面を示すだけだ

からだが, 強調点は, 「各個人の観点の特定の側面がそれだけでこの制限を設定する」 点に置かれ

る。 つまり, 特定の側面は, あ く まで各個人の観点内の話だからー だが, これは< 平等の様態

化> とは言えないと思うー , この観点での平等という意味では, 人間自体の平等論と称する こと

は可能ではある。 しかし, Nozickの議論は, 「人々がX を持ってお り , X を持っている こ とが

(それを持つことに価するか否かに拘らず), X に対する他の誰かの (ロック的な) 権利か権原も侵

害せず, また, 誰かの (ロック的な) 権利か権原を侵害しない手順によって, X から Y が流れ出

る (発生するなど) ならば, その人は, Y に対して権原がある」 , 「人々は自らの自然資産に権原

がある」 ( ノージック, 1989 [371] ) といった, Lock的な自己所有権原理の単純な肯定に担保され

ている。 この権原ないし権利への侵害に対する 《拒否権の平等》 に, Nozickにおける< 平等指標

の単一化> があるとは言えようが, Nozickの議論を平等主義とは言えないであろう。 このこ とは,

NagelがNozickの権利諭を行為者中心的諸権利と言っていることからも判る。 つまり, 福祉等

の結果の評価ではなく , 行為自体の評価を与えると言う意味で最小道徳でしかなく , 従って。 道徳

的要求によって支配されない多くの領域での不平等の存在は容認される。 だから, Nagel も 「こ

の意味において, 何かを持つ権利は存在しえない」 (ネーゲル, 1989 [179D, と言う。 Nage1自身

は, 結果に関しての評価的判断を支持すると同時に, ある人の行為に関する他人の権利要求を考慮

する際の個人の権利論も重視する (ネーゲル, 1989 [191D。 犬

因みに, Nagel 自身の平等論の特徴は, Rawls的な格差原理による最も恵まれない人への最優
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先権付与を, 平等の魅力とすることに現れている。 それは, 平等に関する 「各個人にとっての容認

可能性」 (ネーゲル, 1989 [192] ) を 「受け入れがたさの最も少ない選択肢を常に選ぶことから帰

結する」 こ とを意味し, これが, 非偏愛性論ないし心理的受容の重視の彼の議論に連なり, また,

Scanlon的な緊急性の重視にも連なっている。 この受容に関わる議論がNage1の議論の核心であっ

て, それ故にこそ, Nage1は, 「個々人にとって最も受け入れがたさの少ない選択肢を見い出すた

めの個人に関する二者間の比較がなぜ対立する利害間で裁定を下すための適切な方法であるか」

(ネーゲル, 1989 [196D, という問いに肯定的に答える。 そして, こう した結論の根底には, 「道

徳的に考えることの一般的な形態は他人の身になってみるこ とであると信 じている」 ( ネーゲル,

1989 [196D という , 或る種平凡でもあ り尤もである非偏愛性重視があるわけであるから, < 平等

指標の単一化> はこの非偏愛性だと考えてもよ < , < 平等の様態化> もこの非偏愛性が現象する心

理において求められている, と捉えてもよいと思われる。

(16) 第一に, Dworkinの 《資源の平等》 論は, 或 る意味では, 彼が自らの議論の前提と している

《平等な配慮と尊重》 論の具体化として構想されたと言えるが, この 《平等な配慮と尊重》 論を提

起したDworkin, 1977では, 自由への言及はかなりあるものの, まだ 《資源の平等》 論は形になっ

ていない。第二に, 《資源の平等》 論を提起したDworkin, 1981a, 1981bでは, 資源を専ら経済

的利便の側面から捉えたためか, 自由に関する言及は殆どない。第三に, 《資源の平等》 論の中で

自由論を展開したDworkin, 1987では, 自由を他の資源と同様に扱うことを例示的には示しなが

らも, これは最終的に否定されて, 自由は, 基本的には資源の平等の実現にとって必要だという観

点から, しかし資源自体と してではなく位置づけられる。

(17) 『米国独立宣言』 や 『人及び市民の諸権利宣言』 等による古典近代的自由権論とこれに基づ く 自

由論を想起されたし。 因みに, 続稿における< 平等の関係志向> を踏まえな く ては論証できないが,

Dworkinは, 功利主義全盛との対抗において, 自由権を中核とする個人権利論の位置づけを, し

かも平等権の内部で考えており, これは, 古典近代以来の, また常識的な封建制度批判と しての個

人権利論を越えて, 福祉国家段階の新たな個人権利論と して一考に値するものだと思われる。

(18) 例示として, Dworkinは 「人はバニラアイスクリームへの権利を持つことにも同意しな く ては

ならない」 (Dworkin, 1977 [267] ) という荒唐無稽な議論を挙げて, かの自由を否定する。

(19) Rawlsと対照すれば, 配慮の平等が格差原理的なもの, 尊重の平等が第一原理的なものになる

とも言えるが, むしろ, 後者による善の個人性の重視の前提として前者を位置づけている, といっ

たほうがよいように思われる。

(20) 同時に第二の権利が根本的で第一は派生的と言われるが, この点に関しては, 資源の平等におけ

る平等の意味と して, < 平等の関係志向> に関わり続稿で扱う。

(21) 〈福祉の平等〉 に対しては, Rawls, Dworkin, Arneson, Cohenのみならず, ScEinlon

(Scanlon, 1975, 1986) が, 快楽と選好との等値への批判に加えて, 「法外な嗜好の充足の正当化

への批判」 を行っているが, この点については, 本稿では一切割愛する。

(22) 仮説的議論と して, 謂わば古典近代の自然状態論と同じような, 資源豊富な無人島での当初私有

財同一の下で, 「最初」 の資源配分が論じられる (Dworkin, 1981b [285-8D。

(23) 今少し補えば, 「競売は, 妬みテス トが実際に想定していること, 即ち, 各人の生活に資する社

会的諸資源が, 実際には, その資源が他者にとってどれほど重要かという問いによって決められる

ということを, 提起する。競売は, この方法によって計られるコス トが, もし正義の命令が与えら
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では, 厳密に言えば, 自我は何も持ってない」 (サンデル, 1992 [140D と指摘し, リベラ リズム

が唱揚する自律的個人の内容を担保しえないとする。

(31) 因みに, Rawlsは, 前制度的な功績概念を承認しており, これを主張する矯正的正義論と彼の

配分的正義論とは整合しないという批判がある (Schemer, 1992 [306] )。

(32) 膨大な 『正義論』 においては, そもそも責任概念は然程重視されていない。 このことは, 生来の

義務 [thenatural duty] を論じている箇所との関連が微妙であるが一 生来の義務を責任論の内

に括れるか否かという点でー , responsibilityやobligationやaccountability を論じている

箇所が, 五箇所計10頁程度で しかないことからも判る。

(33) 但し, 妬みテス トに媒介された競売及び仮説的保険市場論による補償の論理は今少し複雑である。

なお, 〈 平等の責任概念化> に関する Dworkinの議論で今一つ注目すべきことは, 彼が現代平等

論を五類型に整理し, 最初の三つの平等論, 即ち, 「福利 (福祉 ・厚生) の平等, 実質的平等そ し

て功利主義 (的平等) - はすべて, 私的選択と公的責任とを両立し難いものとするのであり, 従っ

てし これらの理論の支持者たちは……, なぜ政府は福利や富の既存の分配を掻き乱すような私的決

定を避けるように要求する何らかの一般的法原理を強制してはならないのか, という問題に答える

ことは難しく なる」 ( ドゥオ, ダキン, 1995 [461D, と述べている。 ここでの問題は, 「残 りの二つ

れるならば, 本当に各人のことについての各人の感覚に加わり, 各人がやっていくべきと考える各

人の生活に関する各人の判断に加わる, という こ とを主張している。従って, 当初の嗜好の何等か

の特殊な側面によって平等は侵害される ものだと主張する人は, 資源の平等に反駁する」

(Dworkin, 1981b [288] )。

(24) 今少し補えば, 平均的な人が保険を掛けるという点に関して, 「その際, 我々は次のよう に言う

だろう。 こ う した等しいハンディキャップの確率 ・見込みを変えてしまう盲目的運がなければ, 平

均的な人は, そのハンディキャップをカバーするレベルの保険を買うだろう と。 そして, 我々はこ

のこ とに従って, ハンディ キャ ップを発現させる人々に補償する。 この補償は, 課税あるいは他の

強制過程によって集められた何等かの基金によるが, この課税等は, もしかの確率が平等であるな

ら, 保険料を通じて供給されたであろう ような基金にマッチするように企画される。 この場合, 八

ンディキャップを発現させる人々は, そうでない他者に比べてより多くの資源を自由にするだろう

が, この余剰資源の範囲は, 環境が現在よりも平等であるならおそら く人々が行うような市場決定

によって決められるだろう」 。 これらの話は, 勿論, 「ハンディ キャ ップを被る誰もが平均的保険

をかけるだろう という フィ クショ ン的仮定を含んではいる‥‥‥・。 しかし, 非合理な仮定ではないよ

うに思われる」 (Dworkin, 1981b.pp.297-8)。 二 十

(25) その他, 格差原理が集団志向でしかないこと, 諸個人間の関係を平等論に生かしてないこと, 財

の平等の平板さ等々で批判される (Dworkin, 1981b [334] )。

(26) Roemer独自の平等論については< 平等の関係志向> と して続稿で取りあげる。

(27) 歴史的に見た場合の機会均等論とこれに密接に関。わる能力主義評価について, 私 (竹内, 1993,

1995aを参照) とは見解を異にするが, 差し当たり堀尾, 1990を参照。

(28) セン, 1991が示すように 《基本的潜在能力の平等》 論は, 自由論自体としても展開されうるもの

であり, 伝来の自由論と平等論との対置を越える可能性を秘めている。

(29) 未だ端緒的な議論でしかないが, 竹内, 1988以来の 「能力の共同性」 論を参照。

(30) 但し, こ う した自己責任の伴わない自己について, コ ミ ユニタ リアンは, 「ロールスの人格理論
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