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これは、2011 年度に⼤阪市⽴⼤学法学部で開講された専⾨演習「法哲学」に参加した

学⽣の論⽂集です。 

「なぜグローバルな正義なのか」と題して⾏われた今年度のゼミでは、ゼミの始まる約１

ヶ⽉前に起きた東⽇本⼤震災の衝撃を受け⽌めつつ、グローバル正義論の世界的第⼀⼈者

Thomas Pogge の主著 World Poverty and Human Rights（邦訳『なぜ遠くの貧しい

⼈への義務があるのか』）を通読しました。また関連⽂献も併せて検討し、ゼミ全体で充実

した討論を繰り広げる中で、グローバルな正義について基本的な視座を得ました。 

それを受けて、「貧困と⼈権」というゆるやかな統⼀テーマの下、「世界」が抱える諸問

題の中から各⾃が⾃らの課題を設定し執筆したのが、ここにある諸論⽂です（そのため、

この論⽂集は、World: Poverty and Human Rights と名付けられました。）。ほぼ全員が

⼤学３年⽣であり、就職活動等に追われながらも、いま⾃分が論じたいこと、論じるべき

ことを⾒つけ、伸びやかに議論を展開しています。 

 このゼミの担当教員という欲⽬を抜きにしても、かなりレベルの⾼い論⽂が揃っていま

す。⼤阪市⽴⼤学法学会主催の学⽣論⽂コンクールで、清⾥⼀弘論⽂が最優秀賞を、福富

奈央論⽂が優秀賞をみごと受賞しましたが、このほかにもそれに⽐肩しうる論⽂がいくつ

もあります。 

 

 そしてこれは、私が⼤阪市⽴⼤学法学部法哲学ゼミから送り出す最後のゼミ論⽂集です。 

 

瀧川裕英 
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.アファーマティブ・アクションと教育における機会均等 
福富奈央 

 

第１節 アファーマティブ・アクション 

アファーマティブ・アクション（積極的差別是正措置）とは、過去においてなされた差別の社

会的効果を除去する為に採られる措置のことを⾔う。公⽴学校での⼈種統合、雇⽤領域での少数

⼈種、⼥性、⾝体障害者の優先採⽤や⼤学への優先⼊学などの措置があり、法令、判決によるも

のと、企業、⼤学などの⾃発的⾏為によるものとがある（⽥中 1991:34）。 

私は、⼈種をめぐるアファーマティブ・アクションの問題をとりあげ、その中でも⼤学⼊学試

験においてマイノリティを優遇することが妥当かを検証したい。アメリカの⼤学⼊試においてマ

イノリティの受験⽣の合格基準を⾮マイノリティの受験⽣よりも低く設定するという優遇措置

をとることが妥当であるかという問題である。⼊学試験の選考において「⼈種を考慮する」こと

は正当化されるのか。私はこの問題を考えるにあたって、教育における機会均等とはどういうこ

とかという点を中⼼にして考えることにし、⼈種をその基準とすることの妥当性を検証する。 

アファーマティブ・アクションについて考察するに当たって、ここではマイノリティはマジョ

リティと競合する状況で優遇措置を取るとし、クォーター制（割り当て制）についてはアファー

マティブ・アクションの⽅式としては考慮しない。クォーター制とは、⼀定数をマイノリティの

受験⽣に割り当てて⼊学選抜を⾏う⽅法をいう。 

たとえば、有名なバッキー訴訟では、原告の⽩⼈男性アラン・バッキーは、カリフォルニア⼤

学デーヴィス校のメディカルスクールの⼊試において、「⼀般⽅式」の審査において不合格とな

った。同校の⼊試では、「⼀般⽅式」と、「特別⽅式」が別々に設けられており、マイノリティで

ある等の要件を満たした者は、「特別⽅式」での受験が認められ、「⼀般⽅式」よりも、合格基準

点が低くなる。 

そのような制度のもと、バッキーは特別⽅式を受験する要件を満たさず、⼀般⽅式での受験と

なったが、特別⽅式ではバッキーより低い点のマイノリティ出願者が合格していた。バッキーは

⼈種を理由に「特別⽅式」から排除されたことは、憲法修正第 14 条に違反しているとして⼊学

許可を求めて提訴した。 

州最⾼裁は、「特別⽅式」は、マイノリティ出願者が「⼀般⽅式」出願者とは別の枠内でお互

い競合するというクォーター制に当たるとして、このような⼈種考慮を法規違反とした。しかし

判決は、特別⽅式を違法とはしたものの、⼊学者選抜において⼈種を考慮すること⾃体について

は憲法違反ではないという⾒解を⽰した（中村 2005:237-238）。 

また、アファーマティブ・アクションはあくまで「暫定的」な措置であるということも確認し

ておく。アファーマティブ・アクションの⽬的はその必要がないようにすることである。そして、

その必要がないというのは、ひとつの⽬安として失業や貧困というマイナス要因や医療や教育の
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機会というプラス要因において、⼈種やエスニシティを指標としたときに⼈⼝⽐に対しての相対

的過⼤や過⼩が特定のグループに顕著でないということである（中村 2005:245）。 

以上のように、アファーマティブ・アクションは差別が是正されるまでの⼀時的な措置として

提案されるものである。 

 

第２節 アメリカの教育制度とマイノリティ 

２－１アメリカの教育制度と財源 

アメリカの公教育制度は⽇本と違い、⾮常に複雑である。しかし多くの州で、連邦政府・州・

それぞれの地域からそれぞれ財源を出す形で学校運営がなされている。アメリカでは初等・中等

公教育における財源は地域から 43.5％が拠出されている。連邦からの⽀出はほとんどの州で

５％〜１５％と低い割合にとどまり、あとは州と地域が拠出していることとなる。また、多くの

州で、固定資産税が地域からの拠出⾦の財源の⼤きな割合を占めている。 

ここで、マサチューセッツ州を例にとってみる。アメリカ合衆国教育省の The Condition of 

Education 2011 によると、マサチューセッツ州では学区からの拠出⾦が全体の 53％と半分

以上を占めており、また、そのうち、固定資産税が占める割合は 92.6％にのぼる。つまり、マ

サチューセッツ州においては公教育の財源の約半分が地域の固定資産税から拠出されていると

いうことになる。 

 

 
                            （出典：The Condition of Education 2011） 

 

 ここで留意したいのが、貧困層の住む地区と富裕層の住む地区が分かれているアメリカでは地

域から拠出する財源の⽐率が⾼いと再分配を⾏うことが困難になるということである。そして多

くの都市で、かなりはっきりとマイノリティの居住区は⽩⼈居住区と分離しているため、マイノ

マサチューセッツ州における初等・中等公教育費の拠出

元の割合

地域

州
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リティの暮らす地域とマジョリティの暮らす地域で公教育費は変わるということになる。 

 

２－２マイノリティの所得⽔準 

下の表のとおり、アジア系を除くマイノリティにおいては所得⽔準が⽩⼈を⼤きく下回ってい

る。マイノリティの⼦供たちは⼗分な教育を受けないまま育つため、もし成績だけで⼤学の⼊学

を判断し、雇⽤を決定するとなると、どうしてもマイノリティの⼊学が少なくなり、社会の指導

的⽴場や専⾨職、有⼒な企業などの雇⽤において⿊⼈がどうしても不利益になる。マイノリティ

の⾼校でのドロップアウト率は⾼く、また学⼠以上の学歴保有者の割合は⽩⼈の約半分となって

いる（⽜⽥ 2010:41-47）。 

 

⼈種・エスニック集団別の平均所得（2003-2005） 

 
（出典：『ラティーノのエスニシティとバイリンガル教育』） 

 

⽩⼈とマイノリティの格差を埋めるために⼀番理想的なのは初等教育の⾒直しであろうが、簡

単にはいかない。まず、居住区が分離しており、同じ学校に通わせるのが難しいことがあげられ

る。 

学校における⼈種統合が困難であるという⼀例として、バス通学のプログラムがある。このプ

ログラムは⿊⼈の⼦供たちをバスで⽩⼈の学校へ通わせるというものであったが、スクールバス

での通学の⻑さや⿊⼈の親たちの反対によりうまくはいかなかったという。 

また、マイノリティの居住区の学校の教育⽔準をあげるのも容易なことではない。たとえば、

教師は統合された学校またはほとんどの⽩⼈の学校で働くことを好むため、全てが⿊⼈の学校に

通う⿊⼈の⼦供たちは劣った教師を持つ傾向があるというようなこともある（Foreman 

2009:18-22）。 

以上のような点からマイノリティとマジョリティの間にある格差を是正するための、「暫定的

措置」としてアファーマティブ・アクションが導⼊されるという流れとなった。 

 

第３節 アファーマティブ・アクション肯定論 
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アファーマティブ・アクションを肯定する意⾒として、ここではマイケル・サンデルの著書を

参考にして、⼤きく２つの⽴場を考察することとする。 

 

３－１ 過去への補償 

第⼀の肯定論は、過去への補償とする考え⽅だ。サンデルによれば、補償論はアファーマティ

ブ・アクションを過去の過失の補償とみなす。マイノリティの学⽣を優遇することで、彼らを不

利な⽴場に追いやってきた差別の歴史を埋め合わせようのである（サンデル 2010:220）。 

しかし、この意⾒には厳しい批判が浴びせられる。「少数者への過去の差別を認めるが、現

在の⽩⼈多数派は明確な差別⾏為をしていないし、現在の⼈種の少数者は過去の差別の実際の

犠牲者ではない」（有澤 2001:495-496）、というものである。しかし、有澤によれば次の

ような⾒解もあるという。過去における⼈種差別は個⼈に対してなされたものではなく、少数

者グループに対してなされた差別であり、現在においてもその効果は継続している。つまり、

⼈種差別はグループに対する差別であり、その不均衡を是正する為にはアファーマティブ・ア

クションによる社会的資源の配分しかないと考えられる（有澤 2001:506）。 

私はもともとこの意⾒に賛成であった。なぜなら、現在マイノリティとマジョリティの間に

ある格差は、過去の差別が原因でもたらされたものであり、その過去の差別が不当なものであ

るならば（⼈種という先天的なものに基づく差別は不当なものとする）、その格差は当然に埋

め合わせをされるべきだと考えたからである。⽩⼈が現在受けることのできる教育⽔準は、マ

イノリティとマジョリティの間に差別に基づく経済的格差がなければ、本来マイノリティが受

けるはずであった教育の権利を侵害して得たものだと考えたのである。 

確かに⼈種に基づいて⼈を不当に扱うことは悪であり、⼈種差別は必ず是正しなければならな

いものだ。⼈種差別があった過去を省み、誰に責任があった、という議論ではなく事実として「悪

いことであった」と省みることは必要である。 

しかし、本当に過去への「補償」は必要なのであろうか。「補償」とは損失を補い、そして償

うことである。損失が確かに存在することが必要であるし、補うための理由も必要であろう。そ

して補償の内容は、当然損失を埋め合わせるに⾜り、しかも過⼤であるべきではない。 

アファーマティブ・アクションを過去の差別への補償と考える場合、果たしてそれは適切な補

償といえるだろうか。損失は確かに存在している。多くのマイノリティの⼈々が低所得で、その

⼦供たちが受けている教育の⽔準は低い。しかし、現代世代のマジョリティ側にその損失を補う

ための理由はないように思われる。 

そして、前述したとおり、⼈種差別を受けた側と差別を⾏った側を定義づけるのは難しい。⼈

種を考慮するアファーマティブ・アクションにおいては優遇措置を受けられる対象が「マイノリ

ティ」と規定されている。アメリカの⺠族マイノリティは多様であり、それぞれに差別を受けた

歴史も程度も違う。⼀律な措置が過去の差別の補償になるとは考えづらい。よって私はもし⼈々
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が差別を悪だと認識し、今後そのような過ちがないようにしようと考えるならば、アファーマテ

ィブ・アクションによって「過去への補償」を⾏う必要性はないのではないかと考える。 

 過去に⾏われた差別アファーマティブ・アクションによってもたらされる効果というのは「補

償」される損失と保障の⽅法としてはかけ離れているし、アファーマティブ・アクションの⽬的

としては過去へ⽬を向けることよりも、現在の不均衡の是正が最優先で最重要な項⽬だといえる。

よって「過去への補償」をアファーマティブ・アクションの根拠とすることはできないとする。

以上のように、私はアファーマティブ・アクションを｢過去の補償｣として正当化することに反対

する。 

 

３－２ 多様性の確保 

第⼆の考え⽅はアファーマティブ・アクション多様性の確保として正当化するというものであ

る。⼤学にとって、⺠族的多様性は重要事項であり、それを達成するために⼈種を考慮した優遇

措置は認められるとする意⾒である。⼊学選考で優遇されるマイノリティの学⽣が、実際に差別

されたり、不利な扱いを受けたりしたのかにも注⽬せず、⼊学許可を学⽣への⾒返りではなく、

社会的価値のある⽬的を達成するための⼿段とみなすのだ。 

⼈種・⺠族が多様であることは、学⽣の視野を広げる。また、不利な⽴場にあるマイノリティ

を教育し、⾏政や知的職業の中⼼分野で指導的役割を果たせるようにすることは社会全体に貢献

することである。その意味でアファーマティブ・アクションは社会全体に利益もたらすことにな

るので、許容されるべきだとする（サンデル 2010:221-222）。 

前述したバッキー訴訟では⼊試における⼈種の考慮が正当化されうる根拠は「学⽣集団におけ

る多様性の確保」とされた。このパウェル判事の基準はミシガン⼤学ロースクールの⼊学試験に

おけるアファーマティブ・アクションをめぐる訴訟でも、オコーナー判事によって全⾯的に⽀持

された。ロースクールの⼊試において⼈種やエスニシティを優遇し、ロースクールにおける⼈種

的多様性を確保することは、学習成果のみならず、労働⼈⼝や社会、法曹界に学⽣をよりよく準

備することにつながると指摘したのである（川島 2005:237-243）。 

私はこの多様性論にも反対する。多様性とは何か、と考えたときに⼈種・⺠族の多様性という

のはとても重要なものである。しかし、⼈種・⺠族の多様性だけが教育現場において重要だとは

⾔い切れない。多様性の確保をアファーマティブ・アクションの根拠とするには、⼈が有する多

くの性質の中で⼈種のみを過剰に重要視することになると考えた。 

合衆国裁判所は、学校における⼈種に基づく分類を評価するにあたり、⼈種を意識した⼿法にお

いては⼈種だけでなく、ほかの要素も等しく判断要素とするような全⼈的評価が要求されている

ことを強調した（紙⾕ 2009:61）。 

⼈種的な多様性は確保されるべきだ。しかし、全ての⼈が平等にチャンスを与えられるならば

⼈種の多様性は当然の結果として発⽣するはずである。多様性を強制的につくり出すのでなく、
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それが⾃然にもたらされる政策をとるべきである。そして、多様性は⼈種に限られるものではな

いのであるから、⼈種の多様性は、⼈種にこだわらない教育の機会均等を補償することによって

達成されるものであるべきだと考える。 

 

第４節．教育における機会平等  

以上のように、私は⼈種に基づくアファーマティブ・アクションを肯定する２つの意⾒に反対

し、その上で⾃分の主張を述べる。私が⾃分の主張をするにあたって、確認しておきたいことが

⼆つある。⼀つめは、教育の機会はすべての⼈に均等に与えられなければならないということだ。

教育とは⼈が⽣きるうえで不可⽋なものであり、教育の機会を奪われた⼦どもに⼈⽣の成功はほ

とんど期待できない。教育の機会を提供する場合、それは全ての⼦どもに平等に保障されるべき

権利である（中村 2005:225）。 

そして⼆つめは、不当な原因から発⽣した不均衡は是正すべきものであるということである。

これらをふまえた上で私は⼤学⼊試において、⼈種を考慮したアファーマティブ・アクションを

採⽤することを否定する。 

まず、機会の平等とはいったい何なのかを確認する。ある特定の⼦供たちが、別の⼦供たちが

受けている⽔準の教育を受けることができないことは、教育の機会が奪われているといえる、と

いうのは納得しやすいかもしれない。 

しかし、たとえば、マイノリティの⼈たちが⼤学受験を禁⽌されているわけではない。受けよ

うと思えば⾃由に受験ができるのだから、⼤学⼊試においては機会の平等は守られているように

⾒える。では⼤学⼊試においては、そもそも機会の平等について考え直す必要はないのではない

かとも思えそうだが、私はこれに反対する。 

もし、受験を禁⽌されていなかったとしても、結果としてマジョリティが、あるいは富裕な層

がその合格の⼤部分を占めるのであればそれはやはり貧困層が、不当な原因によって「⼤学に⼊

学する」という機会を奪われたに他ならないと考えるのである。よって、⼤学⼊試における機会

の不平等は存在するし、是正しなくてはならないものと考える。 

教育を受ける機会はすべての⼈に保障されるべきものであり、マイノリティが教育の機会を奪

われている状況は改善すべきことである。また、マイノリティに貧困層が多く、経済的格差があ

るという現状は教育を受けるべき⼦供たちには何の原因もないことだ。よって、何の責任もない

⼦供たちがマイノリティの家庭に⽣まれたというだけで低い⽔準の教育しか受けられないとい

う状況は正当な原因に基づいているとはいえないので、マジョリティとマイノリティの間にある

格差は埋めなければならないものである。 

しかし、マジョリティの全ての⼈が裕福であるわけではない。マイノリティに教育の機会が奪

われている⼦供たちが多いとしても、その⼦供たちは果たして割合は少ないにしても確実に存在

する⽩⼈の貧しい⼦供より優遇すべきだといえるだろうか。差別という歴史がマイノリティの貧
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困をもたらしたからというのは、反論にはならないことは前述した。ここで⽩⼈の貧しい⼦供よ

りもマイノリティの貧しい⼦供を優遇することには何の根拠もないように思われる。 

ここで、私はアメリカの教育制度に着⽬する。先ほど述べたようにアメリカでは教育費の約半

分が地域の固定資産から拠出されている。教育費の格差は⼦供が受ける教育の⽔準に影響を与え

るとすれば、富裕な地域に住む⼦供たちは⾼い⽔準の教育を受け、貧困の地域に住む⼦供たちは

より劣った教育を受けることとなる。 

教育費と教育サービスの間の関係には、その因果関係を肯定する研究も否定する研究も存在す

る。裁判所の判断も肯定するものも否定するものも存在するが、否定する⽴場に⽴つ場合も教育

費と教育の質の問題は「未解決で論争のある問題」であるとの指摘にとどめている場合が多い。 

よって判決は総じて教育費と教育の質の相関関係を肯定し、貧困な学校で学ぶ⼦どもの環境と不

公平な財政措置によって引き起こされた不当な教育上の損害には関連性があるといしている（⽩

⽯ 1996:138-140）。そしてマイノリティに貧困層が多い以上、低い⽔準の教育を受けるマ

イノリティの⼦供たちが増えるのは当然である。 

しかし私は、マイノリティに限らず「すべての⼈に」教育の機会を平等に保障すべきであり、

それが教育における差別を考えるうえで⼀番重要なことだと考える。つまり、「マイノリティに

教育の機会が与えられていない」ことよりも「教育の機会が与えられていない⼈が存在すること」

のほうがより重⼤な問題ではないかと考えた。それならば、教育の機会を与えられなかった⼈を

救済する際にあえて「⼈種」に固執する必要はないと考えるのである。 

また、「マイノリティ」という基準があまりにも⼤きすぎ、あいまいであるという点も問題で

ある。いくつかの公的資料では特定のマイノリティが列挙されているにしても、誰がマイノリテ

ィで誰がマイノリティでないのかという明確な定義は存在しない。アファーマティブ・アクショ

ンの具体的な政策の恩恵を受けられる、公的認定を受ける「公定マイノリティ」になれるかどう

かで救済されるか否かが決まるのも問題だ。 

また、たとえば 1978 年 10 ⽉ 20 付の『官報』に⽰されたアファーマティブ・アクション

プログラムの中に記載された⽀持対象は「⿊⼈、スペイン系アメリカ⼈、アメリカン・インディ

アン、そして東洋⼈」とされている（岩間 2007:160）。しかし、先ほどのグラフや資料を⾒

るにしてもアジア系のマイノリティは学歴にしても所得にしても、⽩⼈と同等もしくは上回る結

果を⽰している。マイノリティというくくりにしてしまうと救済される必要のない⼈までも優遇

してしまう結果となる。つまり、⼈種を基準としたアファーマティブ・アクションによっては教

育という分野で達成すべき重要な⽬標であるすべての⼈への教育の機会均等は達成されないと

いえる。 

以上のように、私は「⼈種」を唯⼀の判断基準であるとするアファーマティブ・アクションに

反対する。私が問題だと思うのは、そもそものアメリカの教育制度である。それが何によっても

たらされたものであれ、親の経済的状況によって⼦供の受けられる教育が変わってしまうという
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ことが問題だ。 

たとえば、はじめに例に出したマサチューセッツ州では⽣徒⼀⼈当たりの教育費が、⾼⽀出学

区では、4243 ドルであるのに対し、低⽀出学区では 454 ドルと 10 倍近い格差が⽣じてい

たという。学区ごとの購買⼒の差（学区の財政⼒の差）が教育サービスの質の差となって現れて

いるということである。つまり、⼦どもの教育を受ける機会が経済的状況によって⼤きく左右さ

れているのである。 

また、租税負担の不平等も⼤きな問題としてあげられる。すなわち、貧困区は所定の教育費を

獲得するため富裕学区よりも⾼率課税をしているという問題であり、それにもかかわらず教育費

の収⼊が富裕学区よりも少ない（⽩⽯ 1996:11-14）。全ての⼈に平等な教育を保障するには

資産に基づかない公教育制度が必要である。それはマイノリティだけのためではなく、⼈種にか

かわらず経済格差によって教育を受けられない⼦供を救うべきだと考えるからである。 

その上で、暫定的に、経済的格差によって教育機会が奪われてきた受験⽣を救済するならば、

優遇措置をとるか否かの基準は、⼈種ではなく、⽀出された教育費⽤の多寡に基づくべきである。

しかし、⼊学試験において具体的にどのような優遇措置をとるかを決めるというのは⾮常に困難

である。 

アファーマティブ・アクションにおいては、⼈種というのが優遇措置の基準であったため措置

としては⼀律なもので可能であるが、貧困学区を優遇するとなればそう簡単にもいかないだろう。

拠出されている教育費の多寡は「多いか、少ないか」という⾵に分割することは不可能であるし、

どのくらいの額ならばどれくらいの優遇措置をとるかを富裕者と貧困者が納得するように決め

るのは難しい。やはり、経済的格差によってもたらされた教育機会の不平等の是正は、⼊学試験

の際に優遇措置をとることによっては達成されず、時間がかかるにしても再分配によって⾏う他

ないのではないだろうか。 

 

おわりに  

この論⽂では、アメリカにおけるアファーマティブ・アクションを題材に教育の機会均等につ

いて考察した。現在、教育の機会均等は⽇本においても深刻な問題となっている。⼩学校から⾼

等学校まで、公⽴学校に通っただけでは４年制⼤学に⼊学することは困難で、学習塾に通う⼦供

たちが増えている。その結果、経済的な事情で塾に通うことのできない⼦供たちの⼤学進学への

道が閉ざされることとなっている。⼤学までの学歴は、就職や職業選択に⼤きく関わる。このよ

うな事情のもとで、親の経済状況で⼦供の将来が左右されることはあってはならない。 

公教育制度の⾒直しは、⽇本でも取り組まれなければならない問題である。全ての⼦供に平等

な教育、進学の機会が与えられる制度を考えなくてはならないのである。 
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⼦どもの貧困と負の所得税 
内村千夏 

 

はじめに  

 以前、何気なく⽬にしたテレビドラマで、保護者が給⾷費を滞納している⼦どももクラスメイ

トと同様に給⾷を⾷べてもいいのかというテーマを扱ったものがあった。給⾷は教育の⼀環で皆

同じように⾷べるべきだという教師と、⾃分の⼦のために給⾷費を出しているのだから他⼈の⼦

の給⾷まで⾯倒をみるいわれはないという保護者の対⽴を描いていた。どちらの⾔い分も理解で

き、どう対処すべきか⾮常に難しい問題である。 

そこから⼦どもの貧困状態に興味を持ったわたしは、⽇本の⼦どもの貧困状態について検索し

てみたところ、⽇本は２００６年の OECD の発表によるとアメリカに次いで２番⽬に貧困率が

⾼く、⼦どもの貧困状態も⾼いレベルだという。さらに、依然その状況は好転していないという

ことも分かった。そこで、⽇本の⼦どもの現状を打破する⽅法を考えてみたいと思う。 

 

第１節 ⼦どもの貧困の現状  

１．⽇本の⼦どもは貧困なのか？ 

 GDP の上位を争うほどの先進国である⽇本で、貧困が問題になっているのは本当だろうか。

それを検証するためにまずいくつかの指標を⾒たいと思う。 

（１）OECD による調査  OECD が２００６年７⽉に発表した「対⽇経済審査報告書」に

よれば、第⼀に⽇本の⼦どもの相対的貧困率1が上昇し２０００年には１４％にもなったこと、

第⼆にその値は OECD の平均値を上回ること、第三にひとり親の半数以上が貧困状態にあり、

OECD 平均である２０％よりも⾼いこと、第四に働いていないひとり親よりも働いているひと

り親のほうが貧困状態に陥っていることが報告された。（OECD 対⽇経済審査報告書の概要、２

００６） 

具体的に数値を挙げると、⽇本の⼦どもの貧困率は１３．７％つまり７⼈に１⼈が相対的貧困

状態にあり、OECD 平均１２．４％や EU 平均１１．０％と⽐較しても⾼いことが分かる。こ

の貧困率は同条件で⽐較できる OECD 諸国２２カ国の中では８番⽬の⾼さである。 

（２）厚⽣労働省による調査  厚⽣労働⼤⾂の指⽰により、OECD と同様の計算⽅法で相

対的貧困率を算出した報告がある[表１]。これを⾒ると、OECD の報告であったように、ひと

り親世帯の貧困率が著しく⾼いこと、加えて⼦どもの貧困率が横ばいであることが分かる。１９

９９年に当時の⾸相であるブレア⾸相が２０２０年までに⼦どもの貧困を撲滅すると公約し、１

３．６％であった⼦どもの貧困率を２００４年に１０．１％まで減少させたイギリスと⽐較すれ
                                                  
1 ⽇本の⼦どもの貧困率：貧困線以下の世帯所得の家庭を貧困と定義し、その家庭に属する⼦どもの割合。

2004 年時点で貧困線は２⼈世帯で 180 万円、４⼈家族で 254 万円。 
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ば、⽇本の⼦どもの貧困に対する取り組みが消極的であることが分かる。 

 

[表１] ⼦どもがいる現役世帯（世帯主が１８歳以上６５歳未満）の世帯員の相対的貧困率の年

次推移 

 1998 年 2001 年 2004 年 2007 年 

⼦どもがいる 

現役世帯 
１２．２（％） １３．１ １２．５ １２．２ 

⼤⼈が⼀⼈ ６３．１ ５８．２ ５８．７ ５４．３ 

⼤⼈が⼆⼈以上 １０．８ １１．５ １０．５ １０．２ 

⼦どもの貧困率 １３．４ １４．５ １３．７ １４．２ 

中央値 ２５９万円 ２４０万円 ２３３万円 ２２８万円 

貧困線 １３０万円 １２０万円 １１７万円 １１４万円 

（⼦どもがいる現役世帯の世帯員の相対的貧困について、平成２１年１１⽉より） 

 

 OECD や厚⽣労働省の報告を⾒ると OECD 諸国よりも⽐較的⾼い数値であることは分かっ

たが、はたして１４％という数値はそれほどまでに⾼い数値なのか、格差はある程度仕⽅がない

のでは、という疑問が浮かぶ。そこで、次に⼦どもの貧困がどの程度深刻かという相対的貧困率

では分からない問題について考えたい。 

 

２．⼦どもの貧困はどのくらい深刻なのか？ 

 前述したように、１４％という数字では⼦どもの貧困状態が⾷べ物に困るほどの困窮ぶりなの

かあるいは贅沢ができない程度なのかは分からない。そこで、相対的剥奪という指標で⽣活⽔準

を測定し貧困を考えてみたい。 

 

 相対的剥奪という概念はイギリスの貧困研究学者のピーター・タウンゼントが考案した

ものである。彼は⼈間の最低⽣活には、ただ単に⽣物的に⽣存するだけでなく、社会の⼀

構成員として⼈と交流したり、⼈⽣を楽しんだりすることも含まれると論じた。それがで

きない状態を「相対的剥奪」と名付け、「⼈々が社会で通常⼿に⼊れることができる栄養、

⾐服、住宅、住居設備、就労、環境⾯や地理的な条件についての物的な標準にこと⽋いて

いたり、⼀般に経験されているか享受されている雇⽤、職業、教育、レクリエーション、

家族での活動、社会活動や社会関係に参加できない、ないしはアクセスできない」状態と

定義する。（Townsend,1993;訳は芝⽥ 1997） 

 

 この指標に基づき、⽇本の⼦どもに関する剥奪率を調査したデータが表２である。 
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 この結果は⼆つの事実を⽰している。ひとつは、社会的必需品として過半数の⼈に選ばれた３

項⽬、つまり、本や絵本、⼦どもの学校⾏事への親の参加、⾼校までの教育については、概ねす

べての⼦どもが持っている（受けさせる）が、経済的に持てない（受けさせられない）という状

況の⼦どもが存在することも事実であることである。そしてもうひとつは、⼦ども部屋、塾、お

稽古、短⼤・⾼専・専⾨学校までの教育、⼤学までの教育などは、それを欲するにも関わらず、

経済的に持てないひとの割合が⾼いことである。 

どの項⽬の剥奪を許容すべきであり、どの項⽬を許容すべきでないとするか、つまり貧困の線

引きはどこであるかということは個⼈や属する社会によって差はあるが、この現代⽇本で⽂化的

に⽣きていくために必要である、もしくはあったほうが良いと思われる項⽬を望んでいてもアク

セスできないひとがいるのが現実である。 

 

表２ ⼦どもに関する剥奪項⽬ 

 必 要 で

あ る と

し た ⼈

の割合 

12 歳以下の⼦どもがいる世帯 剥奪率 

持 っ て

いる（受

け さ せ

る） 

持 っ て

いない 

（ 欲 し

く な

い・受け

さ せ た

くない）

持 っ て

いない 

（ 経 済

的 に 持

て な

い・うけ

さ せ ら

れない）

無回答 １ ２ 歳

以 下 の

⼦ ど も

が い る

世帯 

うち、⼩

学 ⽣ が

あ る 世

帯のみ 

スポーツ⽤品、ゲ

ーム機などの玩

具 

26％ 84.5 10 5.5 0 6 3 

⼦ども部屋 33 62.0 13.0 24.4 0 28 18 

ヘッドホンステ

レオ等 
15 30.2 52.9 16.1 0.8 35 26 

⾃転⾞・三輪⾞ 45 87.3 8.3 4.4 0 5 3 

本・絵本 67 97.8 0.8 1.4 0 1 1 

毎⽉のお⼩遣い 46 30.2 52.6 14.7 2.5 33 26 

毎年新しい服、靴 28 87.5 4.7 7.5 0.3 8 8 

お稽古ごと 22 53.2 24.7 19.9 2.2 27 20 

塾 17 26.9 49.6 20.8 2.8 44 35 

お誕⽣⽇のお祝 46 94.7 1.7 3.3 0.3 3 3 
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い 

クリスマスのプ

レゼント 
33 90.9 5.0 3.6 0.6 4 3 

⼦どもの学校⾏

事への親の参加 
57 86.7 9.1 2.5 1.7 3 2 

⾼校までの教育 72 93.4 0.6 2.5 3.6 3 2 

短⼤・⾼専・専⾨

学校までの教育 
 70.6 3.9 20.5 5.0 23 23 

⼤学までの教育 34 65.1 5.3 26.9 2.8 29 31 

剥奪率＝（経済的に持てない数）／（総数－欲しくない数－無回答数） 

出所：阿部、2008：194-195. 

 

３．⼦どもの貧困が何故問題なのか？ 

 そもそも何故⼦どもの貧困が問題となるのか。⼦ども時代に貧困でも、本⼈のその後の努⼒で

何とかなるのではないか。この疑問に対する答えのキーワードは「負の連鎖」である。 

 
 

経済的
困難

不十分な
衣食住

適切なケ
アの欠
如・虐待

文化的資
源の不足

低学力・
低学歴

低い自己
評価

不安感・
不信感

孤立・排
除

 お金がないという問題は経済的

な不利だけでなく、様々な不利を

誘発する。基本的な生活基盤であ

る衣食住をまかなうことから、医

療、余暇活動・遊び、日常的な養

育・学習環境、学校教育などの多

岐にわたる局面で家庭の経済状況

が大きく関係してくる。これらの

不利は、連鎖・複合化し子どもの

成長を阻害することになる。 
 また、貧困がもたらす不利は、

年齢とともに蓄積されていき、子

どものさまざまな可能性と選択肢

を制約する。「高校卒業」「大学進

学」「正社員としての就職」などの

道が閉ざされることが多く、その

結果、不安定な労働・生活に陥り、

おとなになってからも継続して貧

困の中におかれる可能性がある。

子ども時代の貧困は、子どもの現

状に影響を与えるのみならず、長

期にわたって固定化し、貧困の世

代間連鎖を含んでいる。（小西

2009：11） 
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（出典：⼦どもの貧困⽩書 P11） 

 

 このように、ひとつの不利が次の不利な状況を⽣み、⼀度貧困状態に陥るとこの負の連鎖から

抜け出すことは⾮常に難しい。⼦どもの貧困における⼀番の問題は負の連鎖が起こることであり、

負の連鎖を⽣むような社会である以上、貧困を単なる⾃⼰責任と押し付けるのはあまりに乱暴で

ある。 

  先⽇、テレビでホームレスからハーバード⼤学に⼊学し⼈⽣を逆転させた⼈は「⼈⽣は⾃分

の⼒で切り開ける」と⾔っていた。そのひとは凄まじい努⼒と、⼗分な奨学⾦が得られるだけの

能⼒を持っていた。しかし奨学⾦にも定員があり、誰もが奨励に値するほど⾼い能⼒を持ってい

るわけではない。全てのひとにシンデレラ・ストーリーはやってこないのである。 

 

４．負の連鎖を⽣む社会とは？ 

 では、その負の連鎖を⽣む社会とはどのようなものか。家庭を取り巻く環境と個⼈を取り巻く

環境のそれぞれの観点から⾒てみようと思う。 

 （１）家庭に関する環境 家庭の貧困を招く原因は主に２つある。すなわち、逆転現象と社会

保障関係⽀出が低いことである。 

逆転現象とは、貧困率を就労その他資産によって得られる収⼊（再分配前）と、納税や社会保

険料を払い各種年⾦や給付⾦を受け取った後の⼿取り所得（再分配後）で⽐較したとき、再分配

後のほうが貧困率が上昇している状態を⾔う。下図を⾒ても分かるように、各国で政府介⼊前後

の貧困率の減少幅は異なるものの、再分配後に貧困率が上昇しているのは OECD 諸国中では⽇

本だけである。これは、⽇本の再分配機能がその役割を上⼿く果たしていないことを⽰す。 

若者の貧困

おとなの貧困

次世代の子どもの貧困
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 ⼀⽅、社会保障関係⽀出を⾒てみると、⽇本の GDP に対する社会保障関係⽀出は OECD 諸

国の中でも最低クラスであることが OECD から報告されている。⽇本が 0.75％であるのに対

して、スウェーデン 3.54％、フランス 3.02％、イギリス 2.93％、ドイツ 2.01％、イタリ

ア 1.30％であり、⼦どもが全⼈⼝のうちに占める割合を考慮してもかなり低いことがわかる。

さらに⾔えば、⽇本よりも社会保障が薄いと⾔われているアメリカの 0.7％とほぼ同レベルで

ある。社会保障関係⽀出が低い以上、⻑年問題視されている保育所不⾜による待機児童問題の解

決は望めないであろう。 

特にひとり親については、前記の問題が複雑に絡み合って最も深刻な問題となっている。働け

ど逆転現象により⼿取り所得は減り、実家や保育所を経済的または定員の問題で頼ることもでき

ないこともあり、頼るところがないという理由で就職が不利になる。（⼦どもが熱を出したとき

に⾯倒をみるひとがいないという理由で就労を拒否されたり条件が悪くなったりすることは稀

ではない。）条件が悪いため⽣活を維持する収⼊が得られず、ダブルワーク、トリプルワークを

強いられ、⼼⾝共に酷使せざるを得ない。その悪循環がひとり親の⽣活状況を悪化させ、ひとり

親のふたりにひとりは貧困状態にあるという異常事態になっている。 

 （２）個⼈に関する環境 貧困が不⼗分な⾐⾷住医をもたらし、親の過労のために⼗分な育児

やケアが受けられず、それが⼦どもの発育を阻害することはもちろんである。しかし問題は⼼⾝

への悪影響のみならず、能⼒の開発特に学⼒への影響が⼤きい。家庭の経済状況と学⼒は相関関

係にあるという研究結果もあるように、貧困が必ず低学⼒を引き起こすとは⾔えないものの可能

性として低学⼒になりやすくなる傾向にある。 

そして低学⼒に伴う低学歴はより深刻な問題をつきつける。かつては中卒・⾼校中退でも暮ら

0

5

10

15

20

25

30

政府介入前

政府介入後

資料：OECD(2008)
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していけるだけの職に就くことができたが、今や職を探すことすら難しい。さらには職を⾒つけ

てもその就労条件は望ましいものではないことが多い。確かに学⼒・学歴は本⼈の努⼒として評

価しやすく、努⼒の結果として収⼊に格差があるのはインセンティブをもたらすために必要なも

のであろう。しかし、その学⼒・学歴は本⼈の⼒が及ばない家庭の経済状況の影響を受ける以上、

真に機会の平等を保障する仕組みが必要だ。さらには、どの職においても最低限の⽂化的な⽣活

が営める所得を保障する社会であるべきである。 

 もはや⼀億総中流層は崩壊し、上流・下流の⼆極化が進んでいる。⼀度貧困に陥ってしまうと

やり直しが⾮常に困難であり、負の連鎖によって次世代への貧困へとつながってしまうのである。 

 

５．フランスの育児⽀援制度 

 それでは負の連鎖を⾷い⽌める、さらには貧困状態を打開するために社会は何をすべきなのか。

前出の社会保障関係⽀出の表においてフランスが政府介⼊後に⼤幅にその貧困率を下げている

ことから、フランスの⼦どもや⼦どもを有する家庭特に⼥性に対する制度を例に考えてみたい。 

 まずフランスでは広く多岐に渡り潤沢で、多くのひとが利⽤可能な⼦育て関連の家族給付が存

在し、職業⽣活と家庭⽣活（特に⼦育て）の両⽴が全⾯的に経済的に保障されている。家族給付

は⼤きく⼆分され、乳幼児受け⼊れ⼿当と家族を直接援助する給付のふたつがあり、乳幼児受け

⼊れ⼿当にあたるものとして４種類、家族を直接援助する給付として６種類、計１０種類の家族

給付が存在する。その受給要件もシンプルなものであり、家族給付の中⼼的な給付である家族⼿

当は約５００万⼈が利⽤している。多岐に渡る給付により、多⾓的なサポートが可能であり、ま

た厳しい条件をつけずアクセスを容易にすることで多くのひとが利⽤するため、受給しているひ

とが偏⾒の⽬にさらされることがない。 

 また、⽇本は仕事と家庭の両⽴ではなく、「⾃⽴」を軸に就労継続⽀援しかしていない⼀⽅で、

フランスではモデル押し付け型の⽀援ではなく選択可能な育児⽀援システムを採⽤しており、労

働との両⽴を前提に、①就労継続（今までと同じように働く）、②就労調整（働く時間を短くす

る）、③就労中断（休職する）の３つの道を選ぶことができ、それを可能にする保育施設が整っ

ている。⼥性が主体的に労働と家庭の両⽴⽅法を選ぶことが可能なのである。 

 フランスではこうした⼦どもを受け⼊れる時点から成⼈するまで⼿厚い⽀援が整っている。そ

の結果、⼦どもの貧困率を⼤幅に下げることに成功しただけではなく、⼦どもの出⽣率も上昇し

た。貧困は様々な要因から起こる以上、負の連鎖を断ち切るためにはこのような幅広い⽀援が不

可⽋である。 

 

第２節 責任の所在  

 貧困問題を取り上げる際、⼀番に問題になるのは何故社会が負担をする必要があるのかという

点である。特に⼦育てに関しては、⼦どもを持つという選択をした親のみにその責任を求める傾
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向にある。はたして⼦育て特に貧困に関して、責任は親のみにあるのだろうか。 

 

１．家庭内の責任か？ 

 確かに、親が浪費家であった場合に⽀援をするのは正しい姿とは⾔えないだろう。しかしなが

ら、貧困である家庭のほとんどが堅実に働き家計をまわしそれでも貧困から抜け出せないのであ

る。⼀部の浪費家によるモラルハザードを懸念しすぎて、他の⼤勢が⽀援を受けられないという

事態はあってはならない。 

 現在の社会は貧困問題を家庭内の問題であるととらえがちである。したがって、家庭が貧困だ

から⼦どもに我慢させるのは当然、あるいは⼦どもが相応の努⼒をすれば⼤⼈になったときに貧

困から抜け出すことは可能であるという考えが主流である。そのため、保護を求めて役所に相談

に⾏った⺟親が上の⼦が中卒で働けば済む話と⼀蹴されたり、貧困なのは本⼈たちの努⼒が⾜り

ないからだというバッシングのもととなったりする。そして当事者も現状を⾃分の努⼒が⾜りな

いからだと受け⽌める構図が存在する。しかしながら、バッシングをする側に何の⾮もないかと

いうとそういう訳ではなく、逆転現象によって低所得家庭の家計を圧迫していること、それにも

関わらず社会保障が⽋けていることなど福祉国家として⽀えるべき政策的対応が⽋如している

のである。 

 

２．社会の責任？ 

 前述したように働いても働いても貧困から抜け出せない仕組みにしてしまった⽇本社会にも

責任がある。責任がある以上、何らかの働きかけをしなければならない。そうは⾔っても、誰も

が年⽼いるのに対して⼦どもを持つのは当⼈次第であり、⼦どもを持たない（持てない）ひとか

らすれば得られない保障のために⽀出することになる。⽇本社会に責任があるといえども、社会

の構成員にその意図があったとは⾔い切れず、構成員ひとりひとりに直接的な責任を還元するこ

とは⾮常に難しい。それではいったい何故社会全体で⽀援しなければならないのか？ 

 その答えは将来への投資として考えられる。それは⽇本社会の存続において⼈⼝の維持が不可

⽋であるという意味でももちろんであるが、経済成⻑などの指標にもつながっていくのである。

貧しい環境で育つことで、その⼦どもの可能性が閉ざされてしまい、本来の⼒が発揮できないの

であれば本⼈だけでなく⽇本経済にとっても⼤きな損失である。そしてそれが⼀⼈⼆⼈の話では

なく、⼦ども全体の７⼈に１⼈という規模であれば GDP にも影響してくるであろう。年⾦の財

源に悩みを抱える⽇本であるが、現在の年⾦制度ではその稼ぎ⼿は将来の現役世代である。 

また、貧困に育った⼦どもは⽐較的学⼒・学歴が低く、成⼈したときの所得や健康、家族形成

に不利を負う可能性が⾼く、犯罪に⼿を染めるリスクも⾼くなる。⼦どもの貧困を放置して、そ

の⼦が将来⽣活保護を受給するようになったり、反社会的になったりしてコストを⽀払うよりも、

しっかりとした⽀援と援助を⾏い、就労・納税を促したほうが有益であることは間違いない。私



21 
 

は⼈は社会の中で⽣きている以上、その属する社会の存続・発展を努⼒する義務があると考える。 

 

第３節 負の所得税制度  

 負の連鎖を断ち切るためには、第⼀段階である⼦ども時代の貧困を防ぐことが肝⼼である。そ

れには単なる就労⽀援、経済⽀援だけでなく、労働世代のための労働環境の整備や、⾼い教育費

がなくとも良質な教育が受けられるための教育制度など、幅広い分野での改善が不可⽋であるこ

とには間違いない。負の連鎖の原因は複雑に絡み合っているため、様々な対策が不可⽋ではある

が、論点を絞って考えてみたいため、⼦どもの貧困に対する⽀援を財とサービスという形に⼤雑

把に分け、サービス⾯の改善つまり「⾃⽴」ではなく「両⽴」を⽀援する社会制度の構築を⼤前

提としたうえで、ここでは経済⽀援について考えたい。そこでまず現⾏制度について確認し、い

くつかの経済⽀援制度を検討してみたい。 

 

１．現⾏の経済⽀援制度 

 まず、現⾏の経済⽀援制度を確認したい。主な⼿当は⼦ども⼿当と児童扶養⼿当である。 

⼦ども⼿当（但し 2012 年度から改変する）とは、０歳から中学卒業時まで年齢と第何⼦か

ということによって給付⾦額を定め給付する制度である。具体的に⾔えば、０歳から３歳未満で

あれば⼀律１５,０００円、３歳〜⼩学校終了前の第１⼦と第２⼦は１０,０００円で第３⼦以降

は１５,０００円、中学⽣は⼀律１０,０００円を⽀給される。 

児童扶養⼿当とは、ひとり親に⽀給される給付⾦で、所得制限が設けられている。⽀給額は収

⼊に応じてひと⽉１０,０００円から４２,３７０円の間で 10 円単位で⽀給される。 

 なお、⼦ども⼿当の⽀給に伴い、年少扶養控除が廃⽌され、今まで中学⽣以下の⼦どもがいれ

ば控除が認められた所得税と住⺠税の控除制度が廃⽌されている。 

この⽀給額は⾜しにするにも少なすぎ、さらには制度⾃体が短いスパンで変わっており不安定

のため、⼿当を頼りにした⽣計をたてることができない。 

 

２．⼿当額を増やす 

 まず考えられる案は、現⾏制度の⼿当額を増やすものである。具体的な⾦額は算出しないでお

くが、児童扶養⼿当だけではなく⼦ども⼿当⾃体も制度を安定させ、その額も頼れるくらいに⼗

分⽀給すればよい、というものである。 

 

３．学費無償化 

 次に考えられる案は、養育費に占める教育費の多さを鑑み、⼤学までの学費の完全無償化であ

る。⼊学⾦・授業料の無償化をはじめ、課外活動費、給⾷・修学旅⾏も含めた学校教育に関わる

諸費⽤を無償化するものである。 
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４．給付つき税額控除制度（負の所得税制度） 

  
  基準値①未満の収⼊の⼦どもがいる家庭には差額を給付し、基準値②以上の収⼊のある上位層

からはある割合で所得を徴収するものである。基準値②以上の所得の上昇具合は基準値以下に⽐

べて緩やかになる。基準値①と基準値②の間である中間層は、許容されるべき格差だと考える。 

 

５．検討 

 私が主張したいことは、負の所得税制度を導⼊すべきであるということだ。その理由は何より

もまず、最も⽀援が必要なひとびとに対して、その必要度に応じたより⼿厚い保護が可能である

ことである。 

（１）⽀給額を増やす案の検討  確かに⼦ども⼿当の給付⾦額を増やせば⼿厚い保護が可能

である。ほぼ全有⼦世帯給付するため偏⾒されることもなく、⼦どもの⼈数を基準とするために

⼦どもひとりひとりを権利主体と考えることができる。しかしながら財源にも限界がある以上、

全ての⼦どもに同じだけ⼿厚い給付はできない。最も⽀援が必要な⼈を基準にすれば、中・上位

層は必要以上に給付を受けることになり、だからといって平均値などから基準を定めれば本当に

それを必要とする⼈に⾏き届かなくなるだろう。 

児童扶養⼿当を増やせば、ひとり親家庭の貧困には有効であるが、ふたり以上の保護者がいて

も貧困である世帯を⽀援することができない。また、児童扶養⼿当のように「ひとり親でかつ所

得が低い」というような特定の弱者を対象にした給付制度は、そのマイノリティゆえに給付削減

の対象になりやすい。現に、これから増加の⼀途をたどる⾼齢者に対する給付（年⾦）は物価の

変動にもかかわらず据え置かれたままであり、⼦どもに対する給付は削減や廃⽌されるのみであ

る。そしてあくまでも社会の⼀部の⼈を対象とするため、しばしばスティグマを⽣じさせ受給者

を孤⽴させる。対象者が弱者であればあるほど、その社会的⾮難の対象となるのである。 

（２）学費無料案の検討  ⼀⽅、学費の無償化では⼤幅に教育費を抑えることができ、⼦ど

もの選択肢を広げることができる。しかしながら⽣活の場での貧困は解決されず、給⾷だけを頼

りにする⼦が⻑期休み明けにやせ細っていたり、無保険状態で病院にかかれない⼦が保険室だけ

を頼りにしたりする状況は改善しないであろう。そして、学費が無料になったところで学⼒は家
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庭の環境も影響する以上学⼒向上につながるとは⾔えず、現在進学するためには学校教育以上の

発展教育が不可⽋であるため、発展教育を受けさせることができる家庭との格差は埋まらない。 

塾を⼀切廃⽌し、学校教育だけで進学に必要な学⼒をつけさせる仕組みも考えうるが、理解⼒

の異なる⼦どもに同じ授業を受けさせ、かつ塾で引き受けてきたような発展教育までも網羅する

ことは⾮常に難しい。可能にするために学⼒別にクラス分けをすれば、必要以上に競争過多にな

ったり、あるいは⼗⼈⼗⾊のクラスの中で協⼒したり⽣活していく、という社会性の教育が難し

くなるだろう。 

（３）負の所得税制度の検討  負の所得税制度は、基準値①を⾼めに設定することで、給付

を受けられるひとが多くなり、多くのひとが利⽤することで偏⾒の⽬にさらされたり、孤⽴を助

⻑させたりする可能性を低くできるだろう。⼀⽅で、収⼊に⽐例することで必要に応じた給付を

することができる。浪費する親に対しては、給付⾦を⼦どものために使うよう指導したり、場合

によっては管理したりする管財⼈を起⽤すれば回避可能であろう。 

上位層については搾取だと思われるかもしれないが、貴族が庶⺠に対して施しの義務があった

ように、⼤企業により⼤きな社会的責任が⽣じるように、私は⼤きな⼒をもつ者はそれに応じた

社会的責任があると考える。欧⽶ではノブレス・オブリージュという概念が浸透しており、これ

は財⼒、権⼒、社会的地位といった特権を持つことは責任を伴うということを指す。⼀⽅ CSR

と略される企業の社会的責任も、企業が存続する上で不可⽋である社会の存続と発展のために、

財や労⼒を⾃ら投資するという考えに基づく。同じように、⼒をもつ⼈々がその⼒を保持するた

めには、その⼈が属する社会の存続は必要条件である。財⼒も⼒のひとつであることは間違いな

く、責任を伴わない⼒はない。⼒を持つ者はその影響⼒も⼤きい以上、社会の規範となるように

⾏動することを求められる。したがって、財を有する⼈々は社会的責任として、持たざる者に与

える義務があると考える。 

必要に応じた再分配と、社会的⾮難からの保護、より広範囲な⽀援が可能であるということか

ら、私は負の所得税制度が有効ではないかと考える。 

 

第４節 おわりに  

 ⼦どもを⽀援すべきだということにおそらく異論を唱えるひとはほとんどいないであろう。し

かし、OECD 諸国の中で⼦どもの貧困が問題だと指摘されて政府や社会はどれだけの対応をし

ただろうか。 

⼦ども⼿当の導⼊はあれど、同時に税額の年少扶養控除が廃⽌され、東⽇本⼤震災によって⼦

ども⼿当（児童⼿当）の存続も危ぶまれている。震災による影響は仕⽅がないし⽢んじて受け⼊

れる必要もあるだろうが、それを差し引いても⽇本の⼦どもに対する⽀援は少なすぎるのである。

超少⼦⾼齢化と⾔われる中で社会保障費が⾼齢者に多く割かれるのは⾃然な流れかもしれない。

だが、⾃らのことも含め将来のことを考えたときに次世代を担う⼦どもたちが貧困にさらされて
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いるのは⼤きな損失でしかなく、将来世代の可能性を摘み取ってしまいかねない現状は変わらな

ければならない。 

今までの⽀援、特にひとり親に対しては⾃⽴⽀援を主軸に展開されてきた。もちろん⾃⽴した

家庭を築くことは⼤切であるが、現状の⽇本の諸制度や労働条件は⾃⽴した家庭を築けるだけの

環境を⽤意していない。労働だけが⽣活の場ではない以上、「家庭」と「仕事」の両⽴を⽬指し、

両⽴の仕⽅も選択可能な社会であるべきだ。 

 インセンティブが失われるため、完全な平等である必要はなく、その意味で格差は許容されな

ければならない。しかしその格差は本⼈の努⼒によってやり直すことが可能であり、当⼈が望む

のであれば望むだけの機会は与えられる環境でのみ是認されるだろう。 

 震災では親を亡くした⼦どもも⼤勢おり、その⼦どもたちが経済⽀援が不⼗分なせいで夢をあ

きらめるということは避けなければならない。⼦どもも含め、全てのひとが努⼒相応の報酬を得

られる社会の再構築が不可⽋なのである。 
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フェミニズムからの社会福祉 
今村千秋 

 

 はじめに 

 社会福祉が憲法に定められた⼈間の⽣存権と⽂化的⽣活を保障し、幸福追求権を保障するもの

である限り、社会福祉にとって⼈権とはもっとも関わりの深い概念である。障害者の⼈権や⼦供

の⼈権などは⽐較的早い段階から取り組まれてきたが、⼥性の⼈権はどうなのかということをふ

まえてフェミニズムの視点をもつ社会に必要な社会保障制度についてベーシックインカムと負

の所得税の有効性を例に考えてみたい。 

第⼀節ではフェミニズムについて社会福祉にはフェミニズムの視点が必要な理由、⼥性の労

働形態、性的役割分業、それを強化してしまうかもしれない政策の例として年⾦制度・配偶者控

除制度について述べ、また貧困の⼥性化にもふれた上で、どのような社会がフェミニズムの視点

をもつ社会なのかを定義づける。第⼆節では具体的な政策の例としてベーシックインカムについ

てその特徴を述べ、フェミニズムとの関係性についてみていく。第三節では、もう⼀つの具体的

な政策の例として負の所得税をあげ、その特徴、またベーシックインカムとの差異を述べたうえ

で、フェミニズムとの関係をみていく。結論としては第⼆、三節でみた政策もそれだけでは不⼗

分と⾔わざるを得ず、他の⼥性の⼈権にかかわる政策なども同時に施⾏されないと効果を発揮し

にくいと考える。このような構成で第⼀節からはじめたい。 

  

第⼀節  フェミニズム 

   

⼥性学は、⼥性解放運動であることにその存在意義がある。そしてフェミニスト運動は⼥

性が抑圧されているゆえに存在する。⼥性学はそれが多様なものから構成されているにし

ろ、性差別と⼈種差別のない展望を共有する。性差別のない展望ということは、ショービ

ニズム、階級、⺠族的背景、反ユダヤ主義、⾼齢者差別、そしてヘテロセックスの偏向な

ど意識的にしろ無意識的にしろ他を抑圧し搾取するイデオロギーや組織からの⾃由をも意

味する。フェミニズムは意識と知識を突破する運動なのである。（Constitution of the 

National Womenʼs Studies Association） 

  

 フェミニズムの簡単な定義として、フェミニズムとは性差別を廃⽌し抑圧されていた⼥性の権

利を拡張しようとする思想・運動といえる。近年の社会福祉が真に問題解決に寄与するものであ

るためには、どうしてもフェミニズムを避けて通ることはできない。その理由として⾼齢社会の

進展・出⽣率の低下・⼥性労働をめぐる条件・家族観に基づいた公私の性的役割分業などがあげ

られる。⾼齢社会の進展により介護者、対象者ともに⼥性が増加するため⾼齢社会の担い⼿とし
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ての⼥性の役割は重く、⼥性の役割を深く考慮することなしには今後の⽼齢福祉政策の展開はで

きない。出⽣率を上昇させるための政策努⼒は典型的には⼥性労働をめぐる条件にも反映される

だろう。とくにここでは⼥性労働の観点からみていく。戦後の⾼度経済成⻑下で家計所得が上昇

した結果専業主婦が増加し、主婦化した⼥性が家庭責任を担うことにより「専業主婦に⽀えられ

た世帯主＝男性の働き⽅」というモデル家族が確⽴したが、その後の低成⻑経済に⼊り、⼥性も

労働する必要がでてきて、それを反映して既婚⼥性が働くという意味でのパートタイム雇⽤形態

が主流になる。かつてのパートタイムは⼈⼿不⾜を補う安価な雇⽤形態であったが、近年のパー

トタイムの増加は単なる半端仕事以上の意味をもつ。というのも労働時間も仕事内容も正社員と

変わらない責任の重いパートタイマーが出現している。今後⼥性労働者は増えるだろう。しかし

働く⼥性が増える⼀⽅で、依然として家庭で⼦供を育て病⼈や⽼親を介護するという役割も担っ

ており、多くの⼥性たちはこのような⼥性役割と両⽴するような働き⽅を選択せざるをえないと

いえる。この性的役割分業が強化されてしまう制度として、年⾦と配偶者控除について考えてみ

たい。現⾏の年⾦制度は、妻は雇⽤者の被扶養配偶者であることを届けることによって年⾦加⼊

が確認され、保険料を払わなくてよい。サラリーマンの妻には所得がないため、この改⾰は主婦

の年⾦権を確⽴するための理由ともいえるが、他⽅⾃営業の妻はたとえ収⼊がなくても保険料を

負担しているし、離婚した⼥性、⺟⼦家庭の⺟などは保険料を負担している。つまり夫がいて働

いていない主婦の年⾦の財源を他の働く独⾝者、共働き男⼥が作っていることになるため独⽴し

た個⼈を単位とする家族観に基づく社会制度が必要である。配偶者控除制度も同様で、性的役割

分業を⽀える役割を果たしている。というのも夫が配偶者控除を受けることができるように妻が

⼀定額以上に賃⾦が上がらないように働き⽅を調整することを奨励する税制度となっているか

らである。 

またアメリカでは「貧困の⼥性化」という問題も起きている。⼥性世帯全体が増加している

中で⼥性世帯以外の貧困層が減少し、結果として貧困な⼥性世帯が増加し、貧困層の⼤部分を占

めるという問題であるが、これはアメリカだけの問題ではなく⽇本にも潜在化している現象であ

る。⽇本においてはアメリカほど貧困の⼥性化は顕在化していないが、それは深刻な⽣活問題を

抱える⼥性世帯が少ないことを意味しない。潜在化し、⾒えないだけあってその克服はより⼀層

困難だといえる。⼥性世帯に代表的に出現する⼥性の貧困問題のルーツは「⼥性を⼥性として規

定する役割」にあるという。つまり⼥性が構造的性差別の中で⽣きるということなどが貧困の原

因であると思う。貧困とはジェンダーと深い関わりを持つ社会的問題であり、ジェンダーを考慮

した社会福祉政策が不備であれば貧困化する⼥性世帯が増加せざるを得ない。ではフェミニズム

の視点をもつ社会にするためには何が必要なのかというと次の三点であると考える。 

１、個⼈を単位とした社会 

２、働くことの権利を保障する社会 

３、多様な家族と⽣き⽅の選択が可能な社会 
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 次にどのような社会保障制度がよいのかを考えていきたい。 

  

第⼆節 ベーシックインカム 

 ベーシックインカムとは各市⺠に定期的に無条件で⽀払われることが保障された所得である

（フィッツパトリック 2005：41) 。まず例をあげて説明する。ベーシックインカムは市⺠

であれば無条件で⽀給されるが、たとえば８０万円を⽀給され、稼得所得に対する税率は４０％

とする。もし稼得所得が０であれば最終所得はベーシックインカムによる８０万円となり、稼得

収⼊が２００万円の場合は２００×４０％の８０万円の所得税がかかることになるが、ベーシッ

クインカムによって８０万円の収⼊があるので、最終所得は２００万円となる。 

このベーシックインカムだが、これは決して最近の思想ではなくその起源は１８世紀後半に

までさかのぼり、多くの歴史上の⼈物に影響を与えてきた。その中でもキング牧師は貧者の⾏進

のなかでこの政策を要求していたが、この要求はフェミニズム運動とつながっており、実際キン

グ牧師はフェミニズム運動から多くを学んだ。近年の社会福祉に関する議論の中でベーシックイ

ンカムが重要視されてきたのは、市⺠権の原理が社会保障に組み込まれるものであるといえるか

らだろう。たしかに戦後の福祉国家における受給資格がもっとも基本的なレベルにおいて市⺠権

に基づくものであると主張されてきたが、その主張は男性の市⺠としての労働者であった。⼥性

の雇⽤は断続的で低賃⾦であることが多かったため、⼀定の基準に適合しないとして給付の対象

から排除されたのだが、ベーシックインカムの「無条件で」という定義がこのことを解消するの

かをみていきたい。 

 ベーシックインカムの利点の⼀つに個⼈の⾃由の幅を広げるというものがある。現在の社会は

収⼊を伴う仕事にこだわっており、「働き者」という⽣活スタイルに偏ってしまいがちである。

しかしベーシックインカムは無条件に給付されるため、仕事に就くか、就かないかの選択の幅が

広がることを意味する。この利点はベーシックインカムが⼥性に与える利点につながり、⼥性の

⾃⽴を促進する能⼒に関係する。なぜならそれは世帯ではなく個⼈に⽀給され、また雇⽤上の地

位ではなく市⺠権上の地位に基づいて⽀給されることにより労働における地位が無関係になる

からである。ベーシックインカムは労働市場から退出する能⼒を⾼め、労働市場へ参⼊しない権

利を与える。 

 次の利点は⼥性の受給者は、⼥性は男性稼得者に依存すべきという規範が依然として残ってい

ることにより、国家から私⽣活や性的⾏為に⽴ち⼊った質問を受ける可能性が男性に⽐べて⾼い。

それをベーシックインカムは未婚・既婚・同棲と無関係に⽀給するため国家からのプライベート

な⼲渉をなくすということである。またベーシックインカムを導⼊することで資⼒調査の費⽤が

なくなることにより、⾏政コストの削減にもなる。 

 しかし⼀⽅でフェミニストからみたベーシックインカムの批判もある。ベーシックインカムは

性分業をより定着させているということ。ベーシックインカムは有償労働と無償労働との選択を
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認めるが、ここで労働市場から退出するのは主に⼥性であり労働市場に参⼊するのは主に男性で

あるため、結局⼥性は私的領域の周囲で活動し、公的領域では依然として⼗分に機会や発⾔権を

得られないのではないかという批判である。 

 つまり、フェミニズムから⾒たベーシックインカムは個⼈に⽀給されることで男⼥の扱いを平

等にするため⼥性の地位の平等が達成される。しかし⼀⽅で男⼥間の無償労働の責任を分かち合

うよう誘導する可能性があるとはいえ、積極的に推進することはないので性分業を定着させてし

まうかもしれない。第⼀節で述べた個⼈を単位とする社会は達成するであろうが、働くことの権

利を保障する社会についてはあまり効果はなく、多様な家族と⽣き⽅の選択が可能な社会につい

てはどちらともいえない。 

  

第三節 負の所得税 

 次に負の所得税についてみていく。負の所得税とは⼀定の⽔準を下回る所得の者に、「負の」

税を⽀払うための税と移転の調整システムである（フィッツパトリック 2005：104）。こ

こでもまず例をあげて説明する。正・負の所得税分岐点を２００万円、税率４０％としたとき、

収⼊がゼロであれば（２００－０）×４０％の８０万円が負の所得税として⽀給されることにな

る。そして稼得収⼊が２００万円の場合は所得税は０となり、これを超えると正の所得税が課さ

れることになる。 

負の所得税について、ミルトン・フリードマンは負の所得税を払うことを最初に考案した⼈

物ではないが、この制度の最⼩限の構想を⽰した最初の⼈物である。彼は極貧層への⾦銭的⽀援

が市場の働きを妨げるものであってはならず、社会保障のコストをはっきりさせ勤労意欲をたも

ち政府介⼊の⾏政的な負担を減らすべきだとした。ここでベーシックインカムと負の所得税につ

いてはよく混同されがちだが重要な違いがいくつかある。⼀つは⽀払⽅法で、負の所得税による

受給額は勤労所得と課税最低限との差額を求め、所得が増えるにつれて負の所得税が減るような

形で計算して決まるのに対して、ベーシックインカムは他の収⼊とは無関係に各⼈に⾃動的に⽀

払われるという意味で事前の給付形態をとっている。また、負の所得税制度には資⼒調査が必要

になり、⽀給対象もベーシックインカムが個⼈であるのに対して、世帯・家族ごとであるという

点に違いがみられる。 

 次に利点と⽋点についてみていく。負の所得税の利点の⼀つとしては税制と所得移転を体系的

に連携させること、つまり複雑な控除制度を廃⽌し⼀本化することで、シンプルなかたちになる。

また、受給権と納税の義務が同じ尺度で評価されることも利点といえるだろう。受給者と納税者

との間の象徴的な隔たりを減らすことができる。しかしこれには否定的な意⾒もある。というの

も正の所得税を払う者が「払ってやった」負の所得税を受給するものにはスティグマがつきまと

うということだ。また、負の所得税は事後的に⽀払われるため、受給権を算出してから実際に⽀

払われるまでの間にタイムラグが⽣じることが妨げられないということも⽋点の⼀つだろう。 
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 フェミニズムの視点からみると負の所得税制度は⽀給対象が世帯になるため個⼈を単位とし

た社会を構成する⼿段としては役に⽴ちそうにないが、働けばその分総所得は増えるため勤労の

インセンティブが沸くのでとくに⼥性間の個別的差異は緩和される社会になるだろう。しかしそ

の反⾯資⼒調査がなされることによるプライバシーの問題も残る。 

  

結論 

フェミニズムにとって望ましい社会保障制度を考えていくうえでベーシックインカム、負の

所得税をとりあげて考えてみたが、どちらの政策をとっても結局不⼗分である。ではどうすれば

フェミニズムの視点をもつ社会がつくられるのか。 

私は、それは男性の貧困と原因・経過が異なる⼥性の貧困の原因を考慮すること、妊娠・出産・

育児といった⼥性の特性が不利にならないような援助を考慮すること、労働と保育政策を結び付

けて考慮することを踏まえたうえで、たとえば最低賃⾦を設定することにより、雇⽤者が賃⾦⽔

準を不当に下げることを防いだり、様々な福祉部⾨を越えて分配される広範囲の育児関連給付を

つくること。また、男性が家庭責任を果たすことを可能にするとともに、⼥性が職域年⾦などの

ような仕事に基づく受給権を失わないことを保障するため男性と⼥性の労働時間の再編成や、機

会均等、同⼀賃⾦、均等待遇のための法律の強化など、ベーシックインカムや負の所得税だけで

なく他の改⾰も同時に⾏っていき、それぞれの利点をいかすことが個⼈を単位とし、働く権利を

保障し、多様な家族や⽣き⽅が⾃由に選択できる社会をつくるために必要だと思う。 
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在⽇外国⼈に⽣活保護を認めるべきか 
渡辺 知奈美 

 

 第⼀節  外国⼈に⽣活保護を受ける権利があるのか 

 １．はじめに 

 他国の貧困者を救う義務が我々にあるのかということを考えるにおいて基準となるものとし

て、共同体の範囲を⾃国までと捉えるか世界全体と捉えるかというものがある。⼀つの国を⼀つ

の共同体としてみなすなら、⾃国⺠を他国⺠より優先したとしても許される。⼀⽅、世界全体を

⼀つの共同体としてみなすなら、我々は⾃国⺠のみならず他国⺠をも救済せねばならない。ピー

ター・シンガーは世界を⼀つの共同体とみなし、義務や責任に関係なく我々は他国の貧困者も救

わなければならないと主張する。 

では、国内にいる外国⼈の取扱いに関してはどう考えるべきであろうか。現在⽇本にはおよ

そ 213 万⼈の外国⼈がおり、年々在⽇外国⼈の⼈数は増加している（法務省「外国⼈登録者統

計」）。それに伴い、在⽇外国⼈に対する差別的取扱いも問題となっている。国籍が違っても、

外国⼈にも⼈権が保障されるのは明らかであり、その⼈権は侵されてはならないはずである。で

は、国家的政策によって外国⼈の⼈権を制約することは許されるのであろうか。⽇本国籍を有す

る者と有しない者との間で⼈権保障の程度に差異を設けてもいいのだろうか。 

ここで特に問題にしたいのが、在⽇外国⼈に対する⽣活保護の⽀給である。現在⽇本では在

⽇外国⼈に対して、⽣活保護を準⽤という形で⽀給しているが、これは⽇本国籍を有する者と有

しない者とを区別した差別的取扱いに当たるのであろうか。⽣存権は基本的⼈権の⼀つであり、

⼈間の尊厳にとって⽋かせない権利である。それを必要性があるにもかかわらず国籍いかんによ

って保障されないとするのは不当ではないのか。 

 

２．国籍条項 

（１）「国⺠」とは 

⼈権カタログと呼ばれている⽇本国憲法第三章では憲法上保護される国⺠の権利を規定して

いる。その三章の表題が「国⺠の権利及び義務」となっており、それぞれの条⽂も主語が「国⺠

は〜」となっている。憲法上「国⺠」と記されている以上、⽇本国⺠にしか基本的⼈権が保障さ

れていないのかという問題が出てくる。つまり、在⽇外国⼈は⽇本国籍を取得し、⽇本⼈に帰化

しないと基本的⼈権が保障されないのだろうか。 

⽇本の判例・通説は権利の性質上、⽇本国⺠のみを対象とするものを除き、原則在⽇外国⼈

にも基本的⼈権の保障は及ぶとしている。ここで、権利の性質上認められるか否かについて、社

会権は本来属する国によって保障されるべき権利であることから、判例は「憲法上保障された権

利ではないが、法律で外国⼈に社会権の保障を及ぼすことは憲法上禁⽌していない(マクリーン
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事件 最⼤判昭 53.10.4)。」としている。その⼀⽅、「限られた財源の下で福祉的給付をする

に当たり、⾃国⺠を在⽇外国⼈より優先的に扱うことも、許されるべき（塩⾒訴訟 最判平

元.3.2）。」とし、⽴法によって外国⼈を除外することは許されるとしている。 

 2010 年 10 ⽉に⼤分地裁で⾔い渡された判決では、在⽇外国⼈の⽣活保護の受給権は法的

に保障された権利ではないとし、永住外国⼈に⽣活保護を認めないと裁判所が初めて明⽰した判

決として注⽬を集めた。この訴訟では、永住権を持つ⼤分市在住の中国籍の⼥性が市に⽣活保護

を申請したところ、却下されたため市を相⼿取って⽣活保護申請却下処分の取り消しを裁判所に

求めた訴訟である。 

 裁判⻑は「外国⼈の⽣存権保障の責任は第⼀次的にはその者の属する国家が負うべきだ。 永

住外国⼈でも、本国に資産があるかどうかなどの調査が難しく、無条件に保護を認めることにな

る」として⽣活保護法の適⽤は⽇本国籍を持つ者に限られると判断した（⽣活保護開始決定義務

付け等請求事件 ⼤分地裁平 22.10.18）。 

 

（２）社会保障制度における国籍条項の削除 

かつて社会保障制度の法律には国籍条項があり、在⽇外国⼈は社会保障制度の恩恵を授かる

ことができなかった。しかし、1979 年の国際⼈権規約や 1982 年の難⺠条約の批准によって

国籍を超えた⼈権保障が謳われるようになり、国⺠年⾦法や児童⼿当法など、⽣活保護法を除く、

他の社会保障制度では国籍条項は削除されていった。 

⽣活保護法に関しては恩恵的性質が強いがゆえ、国籍条項はいまだ削除されないままであり、

在⽇外国⼈に対する⽣活保護法の適⽤は認められていない。しかし、戦後、戦争孤児として⽇本

に残らざるを得なくなった外国⼈に対しても、⽣活保護を認めないのは酷であるという世論の動

きもあり、1954 年、厚⽣省は各⾃治体に通知を出し、正当な理由で⽇本国内に住む在⽇外国

⼈に対しては、⽣活保護法を準⽤するとした（1954 年 5 ⽉ 8 ⽇付社初第 382 号厚⽣省社会

局⻑通知）。準⽤の対象としては 永住者、⽇本⼈の配偶者、永住者の配偶者といった、⽇本国

への定着性が⼀定程度認められる外国⼈を対象としている。 

さらに 1990 年（平成 2 年）年には、⼊国管理法の改正により在留資格が⾒直されたのも相

まって、54 年通知における準⽤対象者の範囲を限定する―具体的には留学⽣を準⽤の対象から

排除した内容の通知が発表された。なお、この通知に基づく在⽇外国⼈に対する保護は⾏政側か

ら外国⼈に対する贈与の性質を持つものとされ、地⽅公共団体の裁量により実施される。ゆえに、

地⽅公共団体は広い裁量権を有し、⾃由に⽣活保護を拒否することもできる。 

 

３．在⽇外国⼈に対する⽣活保護の現状 

（１）⽣活保護受給者における在⽇外国⼈の割合 
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 ⽇本国内の国籍を有しない被保護世帯数は 32,156 世帯、被保護実⼈員数は 51,441 ⼈で

ある（平成20年度 統計要覧 厚⽣統計要覧 第3編 社会福祉 第1章 ⽣活保護 厚⽣労働省）。

これは、⽇本国籍を有する者も含めた被保護世帯総数の約 2.8％を占め、被保護実⼈員総数の

3.2%を占める。 

厚労省によると、保護受給者は韓国・北朝鮮、フィリピン、中国の順に多い。戦後⽇本に残

った在留外国⼈や、ニューカマー労働者で病気や障害で働けなくなった者のほか、⽇本⼈の夫と

の間に⼦どもがいるのに離婚を迫られ養育費が得られなかったり、夫からＤＶを受けて家から逃

げてきたなどのケースが多い。 

また、厚労省は準⽤を認めたものの、不服申⽴ては法律上の根拠がない以上できないとして

いる。 

 

（２）準⽤することによって⽣じる⽀障 

 準⽤と適⽤の⼤きな違いは、準⽤の場合、申請者は不服申⽴てができないという点である。そ

もそも不服申⽴てとは、国⺠が⾏政機関に⾏政庁の違法⼜は不当な処分、その他公権⼒の⾏使に

当たる⾏為に関する紛争の解決を求める法的な訴訟⼿続きである。⾏政不服審査法に規定され、

第⼀に、国⺠の権利利益の救済を簡易迅速に図ること、第⼆に、⾏政の適正な運営を確保するこ

とを趣旨として制定された。 

 不服申⽴ての対象となるのは⾏政不服審査法⼀条に規定されるように「⾏政庁の違法⼜は不当

な処分その他公権⼒の⾏使に当たる⾏為」であるが、この「処分」の内容については具体的に法

に規定されているわけではなく、解釈によって定まる。 

2001 年に厚労省が出した通知では「⾏政不服審査法の規定する処分とは、公権⼒の主体で

ある国または地⽅公共団体が⾏う⾏為のうち、その⾏為によって直接国⺠の権利義務を形成した

り、その範囲を法律で確定することが認められているものをいう。」という解釈をとり、「外国

⼈に対する⽣活保護が憲法上も⽣活保護法上も権利として保障されたものでない以上、外国⼈の

⽣活保護申請に対する⾏政決定は、⾏政法の⾔う「処分」に当たらない。よって外国⼈からの不

服申し⽴てについては処分性を⽋くので却下すべき」としている。 

このように外国⼈は⽣活保護の申請を不当に却下されても、不服申⽴てが認められていない

以上、裁判所に訴えたとしても却下処分で⾨前払いにされてしまい、救済を求めることができず、

泣き寝⼊りするしかない。 

 そんな中、2011 年 11 ⽉、第⼆節で前述した⼤分市での訴訟の控訴審判決において、外国

⼈にも⽣活保護の受給権を認めるべきという判決が下された。裁判⻑は「永住外国⼈らも⽣活保

護法を準⽤した法的保護の対象だ」とし、⼤分市の⽣活保護申請却下処分を取り消して原告側が

逆転勝訴した。これは外国⼈に対する⽣活保護を、法的保護の対象と初めて認めた判決であり、

外国⼈の保護申請や不服申し⽴てに影響する画期的判決と評価された。 



33 
 

 外国⼈に不服申⽴てを認めたとしても⾏政不服審査法の趣旨に反することはなく、処分性がな

いからという⼿続き上の理由で外国⼈に不服申⽴てを認めないのは不当であり、2011 年の判

決によってこのまま外国⼈にも不服申⽴てが認められるようになることが期待された。しかし⾏

政はこの判決を受けて、同様の申⽴てがあった場合、⾨前払いをせずに、審査した上で「外国⼈」

を理由に棄却するよう全国の⾃治体に対し通知した（平成 22 年 10 ⽉ 22 ⽇ 社援保発 1022

第⼀号）。結局不服申⽴ての却下と棄却ではどちらも結果的には⼀緒であり、⽣活保護を拒否さ

れた外国⼈の救済⼿段を確保するには⾄らなかった。 

 

第⼆節 準⽤ではなく適⽤を 

私は外国⼈にも⽣活保護を適⽤すべきと考える。いまや国際化は進み、⼈は国家の枠と観念

を越えて⾏動しており、判例・通説のような考え⽅では対処しきれない世の中になっている。ま

た、世界⼈権宣⾔や国際⼈権規約の採択など、国際的に⾃国⺠と外国⼈を平等的に取り扱う流れ

がある中で⽇本だけがその流れに逆らっていていいのだろうか。 

国際⼈権規約には法的拘束⼒があり、批准した国は即時的に、もしくは漸進的にそれに規定

されている権利の実現に努めなければならない。⽇本は国際⼈権規約の批准を受け、1990 年

に外国⼈には⽣活保護を準⽤するとした通知を各⾃治体に発したが、この通知も⽣活保護の受給

対象者を在留資格で区別している点で国際⼈権規約に違反しており、さらには 54 年に出された

通知における、準⽤の対象となる外国⼈の範囲を狭めたものであり、許されるものではない。 

 国際⼈権規約はＡ規約「経済的、社会的及び⽂化的権利に関する国際規約」とＢ規約「市⺠的

及び政治的権利に関する国際規約」からなり、それぞれに内外⼈平等待遇条項を設けている。社

会保障権が含まれるのはＡ規約であり、⼆条⼀項に漸進的達成でよいとする規定があるため⽇本

政府は今の外国⼈に対する社会保障の現状も発展途中のものであり、国際⼈権規約には違反して

いないと主張している。 

 しかし、それは誤解であり、Ａ規約はそこに規定されている「権利の実現」は漸進的でもよい

が、既に実現された権利の外国⼈への適⽤は即時的に実施するよう要求しており、国連⽂書でも

それを明⽰している。⽇本は国際⼈権規約を批准しているにもかかわらず外国⼈と⽇本⼈を在留

資格によって区別しており、これは明らかに外国⼈差別である。 

 ⽣活保護は⽣存権の中でも⼈間の最低限度の⽣活に関わる部分であり、貧困で⽣活が⽴ちいか

なくなった者にとっての最後の救済⼿段である。これは⼈間であれば誰しも保障されるべき権利

であって、⽇本で実際⽣活しているにもかかわらず⺟国で保障してもらえというのではあまりに

酷である。しかしながら⽇本政府はこの国際⼈権規約を⾃分達に都合よく解釈し、国際⼈権規約

が持つ法的拘束⼒を無視し、外国⼈差別の現状を改善しようとしない。そのため、国連⼈権委員

会から批判されるとともに、国際⼈権規約に規定される内外⼈平等原則を即時実現するよう忠告

されている。 
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 ⽇本と⽐べ、他の先進国では国際⼈権規約に基づく内外⼈平等原則の実現が着実に進んでおり、

特に緊急医療に関しては⼈道的⾒地から定住・⾮定住、正規・⾮正規⼊国関わらず、無差別に提

供するのが⼀般的となっている。 

 例えばアメリカ、ドイツでは医療扶助の無差別化が実現しており、イギリス、フランスでも⼀

定期間居住すれば正規・⾮正規⼊国問わず医療扶助が受けられる。⼀番内外⼈平等原則の実現が

進んでいるのはドイツで、ドイツに事実上滞在していれば、たとえ観光のための旅⾏者でも、ド

イツの通過者であってもあらゆる扶助が受けられる。ただし扶助を受給する⽬的でドイツに⼊国

した者は受給権を失うが、その⽴証責任は給付側にあり、⽴証できなければ給付しなければなら

ない。 

 このようにほとんどの先進国で国籍による差別は撤廃されており、定住・⾮定住、正規・⾮正

規による区別もなくなってきている。これは⼈道的観点を優先した結果であり、⽇本の⾏政が主

張するような⽣活保護受給を⽬的とした⼊国者が増えると⾔った意⾒は国際的にみてひどく遅

れた、偏狭な意⾒であるといえる。 

 また、「国⺠」という憲法上の⽂⾔を、⽇本国籍を有する者と解さなければならない絶対的理

由もない。30 条納税の義務は⽣存権と同じく第三章に規定されており、主語は「国⺠」となっ

ているが、外国⼈からも徴収しており、これは 25 条⽣存権の「国⺠」の解釈と⽭盾する。 

 課税対象者は⼤きく「居住者」と「⾮居住者」にわかれ、居住者の場合、永住者はもちろん、

⾮永住者でホテルや旅館住まいの者でも⼀年以上⽇本に滞在していれば納税の義務を負う。⾮居

住者は⽇本にいなくても、⽇本に貸しビルを持っていて家賃収⼊があるなど、⽇本に源泉のある

所得を持っていれば納税の義務を負うことになっている。このように、在⽇外国⼈も⽇本⼈同様、

⽇本の国政の財源となる税⾦を納めている。それにもかかわらず、その税⾦から⽀給される⽣活

保護を受ける権利がないというのはおかしい。⽇本に住み、税⾦を納めていれば、永住者であっ

ても⾮永住者であっても⽣活保護法の適⽤を受けるべきである。 

 ⽣活保護法を適⽤されたいなら⽇本国籍を取得すればいいという⾏政側の主張も無責任なも

のである。⽇本国籍を取得するには数々の要件を満たさなければならず、例えば、税⾦をちゃん

と払っているか、⽇本語の読み書きができるかといったものがある。特に問題なのが、⾃⼰や配

偶者によって⽣計を営むことが可能な者でないと⽇本国籍を取得できないことである。これでは

⽣活保護が必要なほど貧窮している者は⽇本国籍を取得したくてもできず、結局外国籍のまま⽣

活保護を準⽤という形で受けるしかない。 

 

第三節  判例学説とそれに対する反論 

１．判例学説―宮沢説 

 第⼆節で前述したように、判例・通説は在⽇外国⼈を⽣存権の享有主体として認めていない。

その通説の中でかつて最も影響⼒の強かった説が次の宮沢俊義の学説であった。 



35 
 

 「社会権が⼈権である以上、外国⼈も、⽇本国⺠と同じようにそれを享有することは、当然で

ある。ただ、それらの⼈権は、国家の任務と不可分の関係にあるものであり、その保障は、もっ

ぱらその⼈の属する国の責任であり、それ以外の国の責任ではない（宮沢 1959:236）。」 

 この学説は塩⾒訴訟判決など数々の判例の前提となり、⾏政側の主張を⽀える基盤ともなった。 

宮沢説は⾃由権の保障は国に不作為を求めるのに対し、⽣存権の保障は国家予算を伴う積極

的⾏為を国に求めるものであるというところに着⽬したものである。つまり、外国⼈にも⾃国⺠

と同等の⽣存権の保障を認めるとなると、それだけ⾃国の負担が⼤きくなる。特に⽣活保護はあ

らかじめ保険料を納めることを要する年⾦制度等とは違い恩恵的性質が強いため、⺟国主義―外

国⼈の⽣存権の保障はその⺟国ですべきとする考え⽅からの脱却が難しい。 

この⺟国主義を⽀える考え⽅としてアメリカの特別公共利益理論というものがある。これは

国の財産の社会保障への配分は国⺠に優先的になさるべしとする理論であり、アメリカが外国⼈

を排除する根拠としてかつて判例でも頻繁に⽤いられていた理論である。簡単にいえば、国の構

成員によって拠出されて蓄えられた財源は国の構成員の福祉のために保有、使⽤されるべきとす

る考え⽅である。 

現実問題、在⽇外国⼈に対し⽣存権が⼗分に保障されていない今でも、⽇本が社会保障の⾯

で在⽇外国⼈に費やしている費⽤はかなりのものであり、現在のペースで外国⼈の受け⼊れを進

めた場合、社会保障などの分野で 2005 年から 2025 年までの約 20 年間で約５兆円のコス

トがかかるという試算を中部経済産業局が発表した。もし、在⽇外国⼈に⽇本⼈と同等の⽣存権

の保障を認めたなら、⽇本が負担することになる費⽤はこの試算の倍以上になるだろう。これで

は負担過重で、⽇本の財政が悪化するのではと⾏政は懸念を抱いているのである。 

 

２．判例学説批判 

（１）⺟国主義と国⺠国家体制  

 判例学説（宮沢説）は⺟国主義をとっているがそれは実に前近代的な考え⽅で、国際化が進ん

でいない旧来の国⺠国家体制において成り⽴つものである。つまり、世界が単⼀の領⼟と国⺠・

国籍を前提とする独⽴国家の集合体で、それぞれが⾃⼰の利益のみを追求している、国際協調と

はかけ離れた旧来の体制においてである。そういった体制下では⾃国⺠のみを保護していればよ

く、外国⼈を排除したとしても⾃国の関知するところではない。 

 しかし現代では国際化が進み、ＥＵのようなヨーロッパ地域統合体ができるなど、国⺠国家体

制は⼤きく変動しつつある。⽇本にも多くの外国⼈が定住し、医療や介護の現場など様々な場⾯

で外国⼈に⽀えられている。こういった現状下ではもはや判例学説は維持できない。 

アメリカの特別公共利益理論も 1971 年には既に最⾼裁判決によって否定されている。判決

⽂によると、「それを市⺠間に不愉快な区別（invidious distinction）を設けることによって

⾏ってはならない」、「福祉財源の節減は他⽅の不愉快な差別を正当化することはできない」、
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「平等保護の観点からは外国⼈も市⺠も同様に⼈なのであるから財政的配慮はもはや差別を正

当化しない（⾼藤 1994:323）。」と述べられており、これは後述する「⼈としての普遍的平

等性」を根底に置いたものであった。 

このようにアメリカでは四⼗年以上も前に特別公共利益理論は排除されており､内外⼈平等

的取扱いが実現されつつある。よって⽇本の特別公共利益理論に基づいた⺟国主義は世界的な経

済⼤国にしてはひどく遅れた考え⽅であると⾔え、⽇本も早急にアメリカなどの他の先進国に倣

うべきである。 

そもそも、⾃由権的基本権は⾃国でも保障するが、⽣存権的基本権に関しては⺟国で保障さ

れるべきであり、⾃国で⼗分に保障されなくとも仕⽅がないと考えること⾃体おかしい。⽣存権

的基本権は、⾃由権的基本権を保障した結果⽣じた社会的・経済的弱者を保護し、実質的平等を

実現するために⽣まれたものであり、まずは⽣存権的基本権が保障されないことには⾃由権的基

本権の享有も不可能なのであり、両者は相互補完的関係にある不可分の権利である。それにもか

かわらず、⽇本政府は在⽇外国⼈に対して⾃由権は⾃国⺠と同程度保障するが、⽣存権は⾃国⺠

と同程度保証しなくてもよいと考えており、⽣存権的基本権と⾃由権的基本権を切り離してしま

っている。 

また、⽇本は海外にいる⽇本⼈に対し⽣活保護などの措置を取っておらず、社会保障は⺟国

が責任を取るべきという⺟国主義に⽭盾することからも、この⺟国主義は排除されるべきである。 

 

 （２）⽣存権の⼈類普遍性 

 先ほど触れた、「⼈としての普遍的平等性」とは、国籍いかんにかかわらず、全て⼈として平

等に扱われるべきという法理であるが、社会保障権・⽣存権はもともとこの普遍的平等性を持っ

ている。社会保障研究の権威者である⾼藤昭教授も著書にて「基本的⼈権、とくに⽣存権は、も

はや⼀国の枠のなかだけで考えられてはならず、世界⼈類社会の⼀メンバーとして、⼈は世界中

のどこに居ようと、どこに⾏こうと普遍的に保障されるべき権利である（⾼藤 2001:391）」

と述べおり、それは「⾃由権が第⼀義的には国⺠の国家に対する関係で⽣ずるものであるのに反

し、⽣存権は社会との関係で⽣ずるところに由来する（⾼藤 1995:29）」という。 

 つまり、⽣活保護を国⺠から徴収した税⾦から貧困者へ恩恵的に⽀給するものと考えるのでは

なく、⽣活保護を正当化する考え⽅として、⽣活保護を⾃分が貧困に⾒舞われた場合のリスクに

対応する保険とみなし、税⾦を保険料とみなす考え⽅があるように、⽣活保護を社会連帯的性質

を持つものと考えるのである。⾼藤教授によると、この社会連帯関係は他⼈への愛情・⼈間愛の

発現として健全な社会であれば必ず存在するものであり、国家成⽴以前に存在するものでもある。

そして、社会の規模が⼤きくなるにつれ、この社会連帯関係の維持には国家権⼒が必要となり、

国家権⼒を伴ったものが社会保障制度となる。 
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 このように社会保障権・⽣存権は国家以前から成⽴するものであり、国籍といった観念とはも

ともと無縁のものなのである。ゆえに、国は国籍、在留資格に関わらずその構成員全てに対し社

会保障権・⽣存権を保障せねばならない。これが⽣存権の⼈類普遍性である。 

 

第四節 帰結 

在⽇外国⼈にも⽣活保護法を適⽤するとはいってもその範囲を確定するのは難しいことであ

る。在留資格を問わず、外国⼈にも⽣活保護法の適⽤を認めるべきだが、納税の義務との関係や、

他の先進国が公的扶助の⽀給に⼀定期間その国に滞在することを要求していることも考慮して、

少なくとも⽇本に⼀年以上滞在していることを要件として付け加えるのが妥当であると私は考

える。 

⽇本への⼊国が⽣活保護受給⽬的かどうかはちゃんと審査すればわかることであるし、もし

そうであってもドイツのように⾏政機関がそれを⽴証できなければ⽣活保護を⽀給しなければ

ならないとすれば、過度に⽣活保護⽀給の拒否がなされることはないだろう。 

また、他の先進国同様、⼈道的観点から、緊急医療の場合は⼀年以下の滞在者や⾮正規⼊国

者であっても医療扶助を⽀給すべきである。 

⽇本にいる全ての外国⼈を対象としていない以上、国際⼈権規約には違反するが、いきなり

⾮正規⼊国者や、旅⾏者などの短期滞在者もすべて認めるとすると、さすがに⽣じる問題も多い

だろう。他の先進国もいまだ無条件に外国⼈に公的扶助を認めるまでには⾄っていないことから

も現時点ではそれで充分だと考えられる。 

博愛主義やバラまき⾏政を唱導するつもりはないが、⼈間の⽣命というのは⼀度失われてし

まったら取り返すことができない⼤切なものである。そのような事態を導かないためにも⽇々社

会保障制度を改良していき、完全なる内外⼈平等原則の実現に向けて努⼒すべきだと私は考える。 
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年⾦は払うべきか 
藤澤 亮介 

 

第１節 年⾦を払いたくない理由 

現代の社会では少⼦⾼齢化がますます進んでいる。少⼦⾼齢化による弊害は様々なところに

表れているが、その中で今回私は年⾦の問題を取り上げようと思う。年⾦問題では、年⾦未納問

題が特に深刻なように私は思う。そこで私は今回なぜ⼈々は年⾦を払わないのか。また、そもそ

も年⾦を払う義務はあるのかということを考えていきたいと思う。 

現在の国⺠年⾦の構造は国⺠基礎年⾦と呼ばれるものが⼀番底辺にあり、その上に厚⽣年⾦

保険とされるものが乗っているような状態である。またこの上にそれぞれの個⼈が⺠間の保険会

社などに保険料を⽀払って⾃分の⽼後を楽にしようとしており、いわば三層のような状態になっ

ている。そしてだいたいの⼈々が基本的には⼀か⽉に⼀万五千円程度の保険料を納付している状

態である。少し⾔い⽅は悪いかもしれないが、⾒ず知らずの⼈々と⾔ってもいいような⼈のため

に税⾦とはおうおうにしてそのようなものであるような気持ちも全くしないわけではないが毎

⽉お⾦を払うのである。 

 学⽣の時代から納付の対象となるので誰でも⼆⼗歳になれば国から年⾦納付のご案内といった

葉書が送られてくるはずなのである。⼀応学⽣時代の内は納付をしないことができる制度がある

のであるが、これは納付⾦が免除されて学⽣期間の分はもう払わなくていいというものではなく、

納付するタイミングを少しばかり遅らせることができますよというものなのである。この制度は

とてももやもやするものであるように思われる。  

 個⼈的な感情論にもなりかねないのであるが、年度末には葉書であなたはこれだけ年⾦保険料

を滞納してますよというような事を⾔われてものすごく悪いことをしているような気にさせら

れるからである。そして⼤学を無事卒業し、社会に出たと思ったらいきなり多額の借⾦のような

ものを背負わされた状態になっている。これでフレッシュな気持ちで社会に出られるだろうか。

年⾦とはそういうものだと⾔われるとそれで終わりなのかもしれないがそこをどうにかしたい

という思いを持つ⼈も少なくないと思う。 

また、私たちが年⾦保険⾦を払わない、払いたくないと思う背景には年⾦が私たちの世代が

受給基準を満たすような年齢になった時に本当に払ってもらえるのかという疑いの気持ちがあ

ると思われる。実際、消費税を年⾦の財源にするべきか否かという議論が⾏われている。 

 今の⾼齢者の年⾦を私たちの世代が請け負うような構造になっているのが現在の年⾦制度

であるが、このような構造である以上⼈々が将来少⼦⾼齢化が進むと分かっており、本当に年⾦

が払われるのかという疑問を持つのは致し⽅ない事と思われる。年⾦は世代間による助け合いと

いう⾒解もあるようなのだが、現在の試算によると、今 70 歳の⼈が保険料を 900 万円払って
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その 6.5 倍にあたる 5600 万円をもらっているのに対して今 30 歳の⼈は 4500 万払って、

その 2.3 倍にあたる 1 億 400 万が受け取れることになっているそうだ。 

これでは同じ世代の中でお互い助け合ったらいいのではないかという発想が出てくるのもう

なずける。では、ますます年⾦を払う事が嫌になってくる中、年⾦納付義務について⼈権を中⼼

に据えて考察を重ねていきたいと思う。 

 

第２節 ⼈権と年⾦制度 

1.富の分配 

 そもそも⼈権というものは⾮常に曖昧な存在なように思える。学者によって様々な定義のされ

⽅があるとは思うのであるが、例えば J.ロックの考え⽅を⾒てみると、すべての⼈々の⽣命、

⾃由、財産に対する⾃然権は保障されていてそこでは⼈々はその権利を当然⾏使することができ

るという。 

 この考え⽅⼀つをとってみても⼈権というものがとても広く、また⾮常にどんなことにも使え

そうな便利な権利に思える。⾔ってみると⼈々は⾃分の都合が悪くなれば⼈権を持ち出せば何と

かなる。そんな気がする。助けてほしいことがあった時には⼈権を持ち出して相⼿の不当を訴え、

⾃分の権利の正当性を主張するのだ。こうして⽣まれる論争に対して何らかの答えを出すために、

様々な学派が派⽣し、それぞれの⽴場から相⼿の主張の批判を⾏うのである。徹底的に⾃分の権

利を主張する学派もあれば、ある程度平等な社会を⽬指そうという観点から富の分配を主張する

学派もある。 

 ここで富の分配をすべきという学者の論を⾒ていきたいと思う。富の分配を肯定する⽴場とし

て、平等主義的リベラリズムの考え⽅を検討したい。この平等主義的リベラリズムという考え⽅

はおおまかに⾔うと、リベラルな考え⽅を持ちながら個⼈の⾃由を尊重しすぎると、社会全体の

幸福を増⼤することはできないという考え⽅である。J.ロールズによると、「共同財産とみなさ

れるべきものは、⽣まれつきの才能の分配ないし分布である。」(J.ロールズ 2004：130)。

J.ロールズは個⼈の⽣まれつきの才能は当然本⼈の物であるとしながらも、その才能ゆえに⽣じ

たものに関しては分配の対象になると述べている。 

 こうした考え⽅によると⾃分の得た富を他の⼈々に分配する事は正当化されることになる。J.

ロールズはまた、正義の⼆原理というものを提⽰している。これによると各⼈は⾃らの⾃由のた

めにできるだけ広範な基本的諸⾃由を持つべきだとしながらも、社会的・経済的な不平等が存在

する時に、その不平等をなくすことが最も不利な状況にある⼈々の利益の最⼤化になること、そ

してより多くの⼈々に開かれた公正な機会均等を⽬指すことにつながるならそれは正当化され

るとしている。 

  しかしここでこの考え⽅に対して思うことがいくつかある。まず最も不利な状況にある⼈とい

うのが「所得に関し最低の期待を有する階層に属する⼈々のことである。」(J.ロールズ 
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2004：102)。ということらしいのであるが、確かに完全に社会的な地位の向上の機会を奪わ

れてしまっている⼈々もいるかもしれない。しかしここで思うのは果たして本当に全く期待がな

いような⼈々ばかりなのであろうかということである。確かに昔の⼈々の場合はそんなこともあ

ったかもしれない。しかし現代の社会においては健全な⾁体と何かしらのアクション、そして忍

耐があれば⽣きていけると思うのである。 

 所得に関して最低の期待を有する⼈というのは少なからず、何かしらその⼈⾃⾝に問題がある

ように思えてならない。頑張ればいけない時に⽢えてしまったり、⾃分はこうだからもう駄⽬だ

と初めからアクションを起こす前に諦めてしまったりといったように。成功した⼈が全員頑張っ

たというわけではもちろんないだろう。運もあると思うし、それこそ元々の地位等が影響してい

るかもしれない。しかしそれでもやはりある⼈が⼿にしている財産を強制的に分配するような今

の制度は不当である気がしてならない。⾃⼰の財産に対する権利はあらゆることから守られてし

かるべきである。 

 今回の主題である年⾦について考えてみると、⾃分たちにいわば何の⾒返りもないところのた

めに⾃分たちの財産の⼀部を持って⾏かれるのである。やはり国家が個⼈の財産を強制的に分配

するのは、個⼈の⾃由を不当に侵害するものであると私は⾔いたい。このように私は考えてしま

うところがあるので、このロールズの考え⽅に賛成する事はできない。 

 

２.⼈権と国家の役割 

 ⼈権に対して国家がどこまで介⼊して良いのかということもまた問題である。確かに法律があ

る理由などを考えてみるとそうだなと思うのが国家はまず⼈々が安全に安⼼して暮らせるよう

にするために存在するということである。私は⼈というのは元来法律も無い状態で放っておくと

好き勝⼿に⼈を殺し、強盗や詐欺等も⽇常的に起こしてしまう⽣き物だと思う。⼈は⼤半が欲深

い⽣き物だと思う。⾃分がしたいことをし、また、邪魔なものは取り除きたいと思う。現にこの

法律が整備された現代でも殺⼈が起こるのだ。何も⾃分を拘束するものが無くなった時、殺⼈が

起きない訳が無い。⼈が⼈を⽇常的に殺すような社会が認められる訳が無い。この点では⼈はあ

る程度⾏為を制限されても仕⽅ないと思う。 

 こういう例は分かりやすくて良いのであるが、税⾦の徴収等の政策的なものになってくるとど

こまでしていいのかというのが曖昧になってくるように思う。確かに税⾦を徴収することによっ

て⼈々は⽣きるために必要な様々な事を国家にしてもらっている。しかし様々な政策もすべて⺠

間の会社が担う事はできないのであろうか。検討していきたいと思う。 

 まずは先ほど少し反対のような意⾒も述べてしまっているが、無政府状態という事を想定して

みたいと思う。無政府状態というのはリバタリアニズムと呼ばれるような学者の⽅が主に唱える、

⼈々の個⼈の⾃由を究極まで突き詰めていった結果政府はいらないというような事になったも

のである。果たして無政府状態とはどういう事なのだろうか。無政府状態では国家は解体されて
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無いものとされており、その国家に代わるものとして、資本主義や私有財産制度を前⾯に押し出

し、また市場原理が働く事にも期待している。いわば国家の⺠営化を提唱しているのである。果

たして国家の⺠営化とは可能なものなのであろうか。 

 

３.国家の⺠営化 

 国家の⺠営化を考える際に様々な問題が⽣じる事が想定される。考えて挙げていくと、公⽴学

校はどうなるかといった事や、警察機能はどうなるかといった事、裁判はどうなるという事やそ

れに関係して刑罰はどうするのかといった事。また区役所などが現在⾏っている住⺠票の配布や

ケースワーカーのような仕事も挙げることができるだろう。このように挙げてみるときりが無い

ように思う。ここでは私が考えられるそれぞれの解決策を挙げてみようと思う。 

 まず警察機能に関してあるとても簡単な試算を使って考えてみたいと思う。私たちは例えば交

通違反で捕まってしまった時国に違反に応じた額を納付するのであるが、そういう類の違反⾦を

収⼊源として警察機能は⺠営化することはできないのであろうか。⼤阪府を⼀例にとってみると

平成 23 年度の 1 ⽉中旬までの全刑法犯の数は認知されているだけで 155206 件発⽣してい

るそうだ。⼀件につき 1 万円ずつ取ったとして 15 億 5206 万円になる。 

 しかし全ての犯⼈を捕まえることができる訳も無いので半分の7億5千万円くらいを得る事が

できる事になる。交通違反を犯した者からも罰⾦を徴収するとして⼤阪府の平成 23 年 1 ⽉〜

12 ⽉までの総違反件数は府内全域で 700523 件起こっているそうなので 1 件 1 万円で計算

すると 70 億 523 万円得る事ができる。こちらは全員捕まえているだろうから約 70 億が全て

収⼊である。これらを⾜して全部で約 85 億 5 千万円である。⼤阪府警で働く⼈々の総数は約

2 万 3 千⼈で、平均年収は 813.5 万円であるが、計算の便宜上約 800 万円で計算すると、⼈

件費だけで総額で 1840 億円必要という事になる。 

 私が考えた⽅法では全くお⾦が⾜りない。途⽅も無い⾦額を上乗せする必要が出て来る。府⺠

の⼈々から治安維持費なるものを集めて財源を賄おうとすると結局税⾦を取っているのと同じ

である。まだまだ⾊々な⽅法が考えられるのであろうがこの検討だけに⽂字数を使うのも趣旨が

違う気がするのでこの辺りで⽌めておこうと思う。結局警察機能の⺠営化は困難であるという事

なのである。 

 次に司法機能を考えたいと思う。司法機能の⺠営化の⽅法として⺠間の仲裁機関などの設⽴が

⼀つ挙げられると思うのであるがこれは問題点が多い気がする。まず⼀つ⽬として⼈々仲裁機関

に⼊らなかった場合どうするのか。そこに強制⼒はあるのかという問題がある。また⼆つ⽬とし

て、⺠営化されることで仲裁機関が利益を追求することになり、⾦額の⼤⼩で裁決に影響が出て

しまうのではないかという公平性の問題があると考えられる。このように少し考えるだけでも司

法機関の⺠営化には困難が多いことが分かったように思う。では、払う税⾦をできるだけ抑えて

国家の役割を最⼩限に抑える事を考えてみたいと思う。 



43 
 

 

４.最⼩国家論 

 先ほど述べたように警察組織や司法機能を⺠営化するのは困難だと思われる。しかし現在の国

家のように莫⼤な税⾦を取っていくような事も許しがたい。そこで興味深い論があるので⾒てい

きたいと思う。その論とは R．ノージックの唱える最⼩国家論である。おおざっぱに⾔うと、⼈々

が保護協会と⾔われる治安、防衛、司法の役割を持つ組織に加⼊する。そして保護協会が乱⽴し

た場合には競合により結局は⼀つの保護協会が成⽴することになる。いわば「⼀領域で⽀配的な

保護協会は国家である。」(R．ノージック 2000:186)と⾔えるそうだ。この最⼩国家論に関

しては⾮常に興味深いものである。 

 もしこの様な事が実現できるとすれば私が考える警察機能や司法機能の問題も解消できている

し、必要最低限の(税⾦ではないにしろ)税⾦のような形での出費は抑えることができるのであろ

う。しかし、このような⼤きな改⾰は現実的には不可能である事は明⽩である。乗り越えるべき

問題があまりに多すぎるし、⼈間とはあまりに⼤きな変⾰は受け⼊れがたい⽣き物であるからだ。

ここではもう少し現実的な話を展開していきたいので最⼩国家論はあくまで想像の中の存在と

して置いておく。 

 

第３節 年⾦不要論 

１．年⾦を払わなくても⽣きていける理由 

 現在の⽣活保護制度と年⾦制度の兼ね合いでは、無年⾦者でも⽣活保護は受け取れることにな

っている。そうするとここである問題が⽣じてくるのである。それは⾃営業者などで厚⽣年⾦に

加⼊していない⼈の国⺠年⾦⽀給額と⽣活保護受給者の⽣活保護⽀給額とを⽐べた時になんと

無年⾦で⽣活保護受給者の⼈の⽅が、受給額が多くなってしまっているのである。これでは⼈々

が年⾦を払うことに疑問を感じても仕⽅ないと思う。 

 確かに⽣活保護を受けることに対して抵抗を感じる⼈が多く⽣活保護を受ければいいじゃない

かと安易に⾔うのは間違っていると思われるが、最悪払わなくても国⺠年⾦の額より⼤きい額の

お⾦を国から受け取ることができるのである。サラリーマンの⼈達が⼊っている厚⽣年⾦の額を

合わせると⽣活保護費を軽く上回ることは置いておく事にする。 

 

２．年⾦の⺠営化 

 世代間格差の問題や将来年⾦への不安などを考えてみると必ず考えてみたくなるのは年⾦の

⺠営化である。しかし年⾦の⺠営化にも様々な問題点が存在する。 

 まずは現在の年⾦受給者に対する問題である。年⾦を⺠営化したとしても現在受給している

⼈々への⽀払いを⽌めることなんてできるはずが無い。国は対象者に年⾦を⽀払い続ける必要が

ある。この資⾦は莫⼤な額が必要になり、到底現在積み⽴てられている⾦額では賄いきることが
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できない。現在年⾦を頼りに暮らしている⼈々にとって年⾦が⺠営化されて⾃分たちに当然ある

と思っていた収⼊が無くなるというのは到底受け⼊れがたいことだと思う。 

 なぜなら⼈間はやはり⾃分⾃⾝や⾃分の最も⾝近な⼈々が⼀番⼤事であると思うし、何より⽼

後にもなると安定というものを欲するようになると考えられるからだ。それが将来若者のためだ

と⾔って⾃分の⾝を削って良いというようなそんな⾼尚な⼈間はそう多くはないだろう。 

 ２点⽬として⺠営化したとすると、⼈々が⾃分の⽼後は⾃分で守らなければと強く思うように

なって貯蓄を増やす事が考えられる。このような状況は今の⽇本経済にとって好ましくない展開

であろう。ただでさえ不景気と呼ばれている昨今の⽇本で市場に出回るお⾦が減ってしまうと今

より深刻な経済の停滞を招いてしまう恐れがある。 

 

３．⼀つの提案 

 ここまで考えた結果を考えてみると年⾦の⺠営化は少し難しいように思える。では⼀体どうす

れば年⾦保険料を国に払うことなく⽼後の安⼼を確保することができるのであろうか。私は親族

という単位に注⽬してみたいと思う。そして提案したいのが親族間介護制度という制度である。

ここで私が考える親族という単位とは、およそ 4 親等までの事である。だいたい 4 親等という

と従兄弟くらいまでの事を指すので私の考える案に丁度良いものと思われる。そして 4 親等以

内の親族でどうしろという事なのであるが、それは本当にシンプルなもので、4 親等以内の親族

はそれぞれ助け合って⽣きていこうという事なのである。親族間での助け合いをある程度義務化

してしまうのだ。現在の年⾦制度が国⺠の不満を煽っている今、私が考える改善策である。少し

⼤雑把な提案であるように聞こえるが、上で考えた年⾦の⺠営化との⽐較をしてみたいと思う。 

 まずはこの制度に移⾏した場合の現在の年⾦受給者に対する扱いであるが、私が思うに今まで

その⼈たちが納付してきた⾦額から実際に受給した⾦額を差し引いて返⾦するというのはどう

であろうか。確かに上で述べたように期待していた収⼊が無くなるという問題は完全に解消する

ことはできないであろう。しかし、私は今の制度はあまりに多くの⼈を助けようとしすぎたのだ

と思うのである。その結果少⼦⾼齢化も相まって世代間による格差が⽣まれ年⾦未払いの⼈々も

増えてきて、年⾦の財政を圧迫する結果につながったのだと私は考える。 

 今⼀度考えてみると⼈間には親族という良く不思議なつながりを持った集団があるのである。

⽣まれた時からつながりが⽣じ、親族だからと援助をしたとしてもある程度仕⽅ないと思う部分

がある。このようなつながりを利⽤と⾔ってしまえば⾔い⽅が良くない気がするのであるが⼤事

にしない⼿は無いと思うのである。そう考えてみると現在の年⾦受給者の⼈にとって親族に助け

てもらいながら⽣きるという形は不本意なものになるかもしれないが、制度化して助け合いなが

ら⽣きるという事が当たり前という世の中になれば当初は抵抗を感じるかもしれないが、時間が

経つにつれその抵抗感のようなものは無くなるのではないかと考えるのである。 
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 また、この制度にした時に⽣じるメリットを挙げてみたいと思う。まず無年⾦者という存在⾃

体が無くなる。現在の制度において存在するとされる国⺠年⾦対象者の三⼈に⼀⼈の年⾦未納者

が無くなるのである。こうすることで今年⾦を払いながら将来に⽣じるかもしれない不公平を嘆

く⼈がいなくなると考えられる。 

 ⼆つ⽬として、現在の制度の問題点の⼀つである⾼額所得者への年⾦の⽀払いという問題も解

消される。年⾦制度⾃体を無くすのだからこのような問題は当然なくなるし、⾼額所得者の財産

が親族に分配されることで経済の活性化も期待することができそうである。 

 また三つ⽬としてこの制度を導⼊することによってより親族間の結びつきが強まることが期

待できる。その結果として⽼⼈の孤独死という問題の解消に貢献できるだろうし、より内⾯の充

実した⽣活を⼈々が送ることができるようになるのではないかと思う。⼤⼈になるとどうしても

疎遠になりがちな家庭が多い中で親族間での援助をすることによって今親戚の叔⺟は⼀体どう

しているのだろうと気にかかり時に電話をかけてみたりするかもしれない。それだけで⼈と⼈の

つながりが保たれるのである。現代において希薄になりがちと⾔われているつながりという部分

も補う事が出来るのである。 

 

第４節 終わりに 

この制度の⽋陥部分が多分にあるのは少し考えれば分かる事だと思う。しかし私は⾒ず知ら

ずの⼈のために⾃分がお⾦を払うより、⾃分のある程度分かる範囲でその成果を感じることがで

きた⽅が良いのではないかと思う。年⾦は世代間における助け合いだと⾔うが、正直あまり良い

ようにとることはできない。  

  年⾦を払う義務は⼈権の点からも無いという事ができるし、各々の財産は各々が⾃由に処

分して良いのである。しかし、⼈間は⼀⼈で⽣きていけるものではない。このことは⽇々の⽣活

の中で感じられる事だと思う。そこで私は最低限の⼈と⼈とのつながりは⼤事にしてもいいので

はないかと⾔いたい。その思いの表れが私の提案する制度である。将来⾃分がもらえるかも分か

らないのに不特定の⼈を⽀えるという理由から徴収される今の年⾦を払う義務は無い。⾃分の⾝

近な⼈を⼤事にしたいという思いがあれば、年⾦制度を無くしてもやっていけると思うのである。 

 

参考⽂献 

■翻訳 

J.ロールズ著、⽥中成明他訳(2004)『公正としての正義 再説』岩波書店 

H.アーロン、J.シァバーン著、⽯塚秀雄訳(2000)『社会保障は⺠営化すべきか』同時代社 

M.ロスバード著、森村進他訳(2003)『⾃由の倫理学－リバタリアニズムの理論体系』勁草書房 

R.ドゥウォーキン著、⼩林公訳(2001)『権利論Ⅱ』⽊澤社 
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■web サイト 

⼤阪市 HPhttp://www.city.osaka.lg.jp/shimin/page/0000036925.html 

⼤阪府 HPhttp://www.pref.osaka.jp/ 

⼤阪府警

http://www.police.pref.osaka.jp/index.html#b%3Dajax%252Fjiken%252Fjiken.htm

l%26c%3D 

厚⽣年⾦・国⺠年⾦増額対策室 

http://www.office-onoduka.com/dataroom/university.html
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個⼈か社会か 
澤⽥ 崇志 

 

第１節 はじめに 

  あなたは路⾯電⾞の運転⼿で、時速六〇マイル（約九六キロメートル）で疾⾛している。前

⽅を⾒ると、五⼈の作業員が⼯具を⼿に線路上に⽴っている。電⾞ を⽌めようとするのだが、

できない。ブレーキがきかないのだ。頭が真っ⽩になる。五⼈の作業員をはねれば、全員が死ぬ

とわかっているからだ（はっきりそうわかっているものとする）。ふと、右側へとそれる待避線

が⽬に⼊る。そこにも作業員がいる。だが、⼀⼈だけだ。路⾯電⾞を待避線に向ければ、⼀⼈の

作業員は死ぬが、五⼈は助けられることに気付く。どうすべきだろうか？ 

 

上記の問いは、トロッコ問題と呼ばれる有名な思考実験であり、多数の救済するために少数

を犠牲にすることが許されるかどうかを問うている。これほど極端な思考実験ではなくとも、

様々な形で誰もが⼀度は「多数の利益のために少数に割りを⾷わせることが許されるか」につい

て考えた事があるだろう。だが絶対的な正解はいまだ発⾒されておらず、恐らくは今後も発⾒さ

れるようなこともあるまい。問いに対して是と答えても否と答えてもそれによって納得できない

⼈が必ず出る。否と答えれば多数のものにしてみれば少数のものを不当に優遇しているようにみ

えるだろう。かといって是と答えれば、実際に犠牲になる少数の者にしてみればたまったもので

はない。少し考えれば分かる通り、このような問いに万⼈を納得させられるような回答は⽤意し

得ないのだ。 

だが、絶対的な正解が無くともより多くの⼈に受け⼊れられる答えであることを信じ、⾏動

を選択しなければならない状況と⾔うのは少なからず存在する。その⼀つが政府による社会運営

である。政府が絶対的な正解が無いからといって政策を決められずにまごまごされては⼀番困る

のは国⺠なのである。いざというときに迷わず決められる決断⼒が政府には求められる。 

政府が、多数の者に利益を与える為に少数の者に割を⾷わせることは許されるのか。これに

ついて以下、「所得の再分配」を例に挙げることで考えていく。 

 

第２節 所得の再分配とは 

 所得の再分配とは、所得を公平に配分するため租税制度や社会保障制度、公共事業などを通し

て、⼀経済主体から別の経済主体へ、より分かりやすく⾔えば⾼所得者から低所得者へと所得を

移転することをいう。 

 １９世紀の資本主義の形成期においては、利益追求の為の競争が何の制限もなく⾏われていた。

その結果、⼀部の⾦持ちと⼤多数の貧困者と⾔う⼆極化・格差の拡⼤が起こっていた。その結果、

２０世紀前半には多くの恐慌や社会⾰命がおこった。貧困者たちが国に対して反旗を翻したので
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ある。貧困者の救済を⾏わなければ国家を維持できないと考えた⻄欧諸国は福祉政策を打ち出す

ことで貧富の拡⼤を⾷い⽌めた。これが所得の再分配の始まりである。 

 しかし、所得の再分配は⼤きな財政負担を伴うため、インフレーションを促進する傾向があっ

た。そのため、1970 年代のオイルショック期にはスタグフレーションを誘発した。その結果

現在では所得の再分配を抑制し、経済競争を重視する政策も再び台頭してきている。 

 所得の再分配の意義は、貧富の差を緩和することにある。 

 資本主義は⾃由競争を前提とする為、本来は政府による所得格差に対する⼲渉は原理に反する。

だが、資本主義においては資⾦のある場所にどんどん資⾦が集まっていくという法則がある（多

くの財産を持っている⼈間の利⼦⽣活を想像して頂ければ分かりやすいだろう）ため、徐々に所

得の格差は拡⼤し、階層が固定化されていってしまう。最悪恐慌や、貧困者による社会⾰命がお

こる可能性がある。その為、ある程度の所得格差の緩和を必要としている。 

 しかし、所得の格差は完全になくしてしまえば（平等に再分配してしまえば）よいというもの

でもない。所得の不公平は市場経済の本質であり、完全に所得分配が平等であれば、競争の意味

が無くなってしまう。競争の意味がなくなれば、就労のモチベーションそのものを下げてしまう

ことにつながってしまう。（なお、競争そのものを否定した社会主義と呼ばれるシステムの是⾮

については、歴史が証明しているので語るまでも無いだろう） 

 資本主義の前提である⾃由競争を促進しつつ、所得格差の問題を解決するという、時として相

反する 2 つの事柄を同時に解決するために⽣まれたのが所得の再分配というシステムなのであ

る。 

 現実社会における分かりやすい所得の再分配の例をいくつか挙げておく。 

 Ａ 累進課税 

  現在⽇本においては、所得が１９５万円以下の者に対しては５％の所得税しかかからない。⼀

⽅１８００万円を超える所得を持つ者は、２７９万６０００円を控除したうえで、４０％もの所

得税がかかる。このように、所得によって税率を変えることで所得格差を減らしている。 

 Ｂ ⽣活保護 

 現在⽇本では資産や能⼒等全てを活⽤してもなお⽣活に困窮する者に対して必要な保護・給付

を⾏う⽣活保護制度が存在する。これもまた、税⾦で⾼所得者から得た財源を低所得者に分配す

る所得の再分配の⼀つとして定義することができる。 

 

第３節 所得の再分配を否定する考え⽅「リバタニアリズム」 

 所得の再分配が貧富の差の緩和を⽬的としていることは述べたが、その所得の再分配を否定す

る考え⽅も存在する。その⼀つがリバタリア⼆ズム（⾃由⾄上主義）である。 

 リバタリアニズムの基本原理となるのは私的財産権である。その私的財産権の根拠をどこに求

めるかと⾔えば、⾃分の体を所有しているのは⾃分⾃⾝であるという⾃⼰所有権の原理に求める。
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⾃⼰を所有しているのが⾃分⾃⾝であるのだから、その⾃⼰を使って得た財産は⾃分のものであ

る、という演繹によって私的財産権に対する⾃由を主張するのである。つまり、リバタリアニズ

ムにおける⾃由とは消極的⾃由、国家や他⼈から制約や束縛を受けない⾃由という意味で解釈さ

れる。 

 リバタリアニズム的観点に⽴つなら、取得の正義（収⼊を得るための⼿段を公正に取得したか、

⼟地や⼯場を盗んでえたものではないか）と移転の正義（⾃由な意思決定によるものであったか

どうか）を満たした、公正に稼いだ財産に対して、何物にも犯されない不可侵の権利を持つので

ある。 

 繰り返しになるが、所得の再分配とは⾼所得者から低所得者へと所得を移転することをいう。

それは⾼所得者にとっては国家によって財産を強制的に召し上げられること、すなわち財産権を

侵害されているに等しいのである。もっと⾔えば、財産を（課税等によって）没収するする強制

⼒をもっているというのはその個⼈に対して労働の⼀部を要求する権利を持っているのに等し

く、強制労働のように捉えることも可能である。本⼈の意思に反して財産を召し上げる所得の再

分配は、リバタリアニズムにのっとれば、決して正当化しえないのである。 

 リバタリア⼆ズムに厳格に従うのであれば、所得の再分配は全く許されず、課税⾃体も国防・

警察・司法制度などを維持するための最⼩の政府を維持するための課税のみしか許されないので

ある。（以上のものは社会が全員必要とするものであるから財産の不当な侵害にあたらない） 

 ただし、これは所得の再分配の即時撤廃のみがリバタリアニズムにとっての正義であるという

ことを必ずしも意味しない。所得の再分配は道徳的に正当化することはできないが現実的に必要

であり代替⽅法が無い為しかたなく必要である、という必要悪としての定義もしうる。 

 

第４節 所得の再分配を肯定する考え⽅「功利主義」 

 所得の再分配を肯定する考え⽅にはいくつかあるが、今回は功利主義を挙げる。 

 功利主義はその名の通り功利性を最も重視する考え⽅であり、⼈間の根本的な⾏動原理を快楽

と苦痛ととらえ、われわれがなにをなすべきかは、快を求め苦を避けることによって決まると考

える。ただし功利主義は利⼰主義とは異なり、⾃分⼀⼈の幸福（快楽）だけではなくすべての存

在の幸福を⽬指す。 

 この考えによれば、道徳的⾏為の最終⽬的は「最⼤多数の最⼤幸福」となる。すなわち、社会

全体の幸福総量が増える⾏為が政府の取るべき⾏為だと定義するのである。この際、⾏為の結果

によってその⾏為の善悪を判断するため、功利主義は帰結主義的な⼀⾯を持つ。 

 社会全体の幸福総量の増加があれば、功利主義からみた所得の再分配は正当化される。では、

所得の再分配によって幸福総量は増加するのだろうか。結論からいえば、幸福総量は増⼤すると

考えられる。その理由は主に⼆つある。 
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第⼀に、所得の低いものの⽅がより⾦銭を必要としているということだ。ビル・ゲイツやマ

イケル・ジョーダンと同等あるいはそれ以上にお⾦を稼ぐ者と、ワーキングプアと呼ばれる⽣活

に困窮する者を⽐較してみればわかる。後者の⽅が明らかに総数が多いことは疑いようが無い。

また、どちらがより（同額の）⾦銭を切実に必要としているかについても、後者のほうが切実で

あることは⾃明の理であろう。 

第⼆に、社会における機会の平等が保障される。前に挙げた⽣活保護のような所得の最底辺

に対する底上げは、貧しい家庭の⼦に充分な教育等の機会を保障する。その結果「どこに⽣まれ

たか」による不平等は⼩さくなり、結果的に貧困層の勤労意欲を刺激することができる。貧困層

の⽅が数が多いことを踏まえれば、幸福総量は増⼤しているといえるだろう。 

 

第５節 個⼈と社会のどちらを優先すべきなのか 

リバタリアニズムと功利主義という２つの考え⽅についてここまで説明したが、この⼆つを

⽐較すると、重要視すべきものの対⽴軸が⾒えてくる。 

 リバタリアニズムは個⼈の財産は不可侵であるからそれを外部から侵害することは許されな

いとする。つまり個⼈を何より重要視し、その個⼈を侵害して他者を救済等することを認めてい

ない。 

 ⼀⽅、功利主義は社会全体の幸福総量が多くなることを根底原理としている。すなわち個⼈で

はなく社会を重要視しているのである。社会の為、幸福総量を増やすことができるのであれば、

個⼈に対する侵害を正当化しうる考え⽅なのだ。 

 この２つの考え⽅は、同時に満たすことができず、どちらかを選択しなければならない。リバ

タリアニズムにたてば所得の再分配は正当化できない。功利主義にたてば正当化しうる。 

 では、社会を運営する政府は、個⼈と社会の⼀体どちらを重要視していくべきなのだろうか。 

  

第６節 代替のきかない「私」 

 私は、政府が重要視すべきなのは個⼈であると考える。 

 私たちは皆、私という個⼈を⽣きているのであり。その「私」は他のどの個⼈とも代替できな

い唯⼀のものである。「私」が損をすることで社会の幸福総量が増えた所で、「私」にとっては

嬉しくもなんともないのである。 

 「私」が「私」として満⾜して⽣きていくためには、「私」以外のものの為に「私」の財産を

侵害されることがあってはならない。社会のために常に誰かが割を⾷わせられる可能性があるよ

うな社会はゆがんでいるといっても間違いではあるまい。 

 だが、個⼈の⾃由を保障した結果、別の個⼈の⾃由を侵害することはあってはならない。「私」

と同じように「私以外の誰か」の権利も同等に保障されなければならないのだ。その為にのみ、
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「私以外の誰か」の権利を保障するのに必要な場合のみ、その両者の権利の重さを天秤にかけた

上で誰かの権利を制限することが必要悪として許される、と考える。 

 では政府は所得の再分配に対してどのような態度を取るべきなのか。私は、所得の再分配を必

要悪とみなし、必要最低限度のものにすることが政府の取るべき選択であると考える。 

 個⼈を最重要単位として考える以上、個⼈が最⼤限⾃分らしく⽣きられるよう最低限度の健康

で⽂化的な⽣活を保障する必要がある。最低限のスタートライン、機会の平等のみを保障し、そ

のうえで出た結果に対しては⾃由を保障することが正しいのだと私は考える。具体的には、機会

の平等を形成するための課税、政策を⾏い、結果の平等を形成するための政策を廃⽌してしまう

ことである。 

前者に含まれるものは教育の平等や⼦供に対する⼿当て、就職活動のなどである。これらを

⼗分に保障することで、どこの家に⽣まれたかという運にできるだけ左右されずに社会に出るチ

ャンスを与えるのだ。⼀⽅後者に含まれるのは、⽣活保護や年⾦といったセイフティネットを形

成するためのものである。競争の結果敗れた者に対してその結果を平等化するための課税や⼿当

ては、⾼所得者に対する財産権の侵害を正当化しえないのだ。 

 

もちろん他者の財産を侵害することなく機会平等を達成する⽅法があればそれに越したこと

はないのだが、残念ながらその様な画期的なシステムを思いつくことができなかった。そのため、

必要悪ということばを使った今回のような⽴場に⽴つこととなった。 

 

 

参考⽂献  

⼤⽔善寛(2010)『Ｊ.A.ホブスンの新⾃由主義 レント論を中⼼に』九州⼤学出版会 

ピーター・シンガー (1991)⼭内友三郎訳『実践の論理』昭和堂 

マイケル・サンデル (2010)⻤沢忍訳『これからの「正義の話」をしよう―今を⽣き延びるた

めの哲学』 早川書房 

⼋⽥達夫(2009)『ミクロ経済学  効率化と格差是正』 東洋経済新報社， 

国税庁 No.2260 所得税の税率 

http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/2260.htm 
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援助義務の強制可能性 
原 健太郎 

 

第⼀節 

 アメリカのウォール街で起こった反格差デモは、先進諸国に⾶び⽕している。これに伴って⽇

本でも東京の霞ヶ関で同趣旨のデモが⾏われたようである。このように、１デモが⼀国内にとど

まらずに世界各地で⾏われると⾔う事は、それだけ世界が近くなり、もはや経済問題も⼀国だけ

の問題ではなく、各国が同内容の問題を抱えるに⾄っていることの表れであるように思われる。 

そのデモに参加した⼈たちの主張は主に、「銀⾏救済よりも仕事を」「ウエルスケア（⾦持ち

優遇の意味）をやめろ」と怒りをぶちまける内容が中⼼。（⽇本経済新聞「緩和強化、ウォール

街デモ収束できず」（ＮＹ特急便）という⾃⼰の⽣活苦を訴え、その⽣活を向上させるために政

府の富裕層優遇の政策などの不平等の改善を求めるといった内容であった。 

たしかに、先進国の中で貧困に陥っている⼈達の⽣活はつらく厳しいものであり、その原因が

富を独占しているとされる者たちにあるのならば、それは是正されるべきかもしれない。しかし、

このようなデモが起こっている同じときに、デモを起こしている彼らよりも遥かにすさまじい環

境で⽣きている⼈々がいる。 

彼らは字が読めず、安全な⽔や満⾜な⾷事にアクセスすることもできない。また、そのような

貧困者が多くすむアフリカなどの地域で⽣まれる⼦供たちが５歳を迎えるまでに亡くなってし

まう確率は先進⼯業国の約２８倍にも及ぶ。彼らのことが我々先進諸国で話題に上がることはめ

ったに無い。しかし、このような⼈⽣の天と地程の違いが、本⼈の努⼒や能⼒とは関係なしに⽣

まれた国や育つ環境といった偶然に依存してしまっているという現状を、しっかりと認識すれば

些細なことだと看過してしまえる⼈はほとんどいないであろう。 

それにもかかわらず、これらの地域の環境を改善するための⼈⼿や資⾦はなかなか集まらない

のが現状である。⼈⼿については、⻘年海外協⼒隊やシニア海外ボランティアなどで貢献する道

はある。しかし、⻘年海外協⼒隊に参加しようと思えば約⼆ヶ⽉に及ぶ訓練の後、赴任国で２年

間の活動と多 くの時間を拘束されてしまい⼿軽に貢献することは難しいと⾔わざるを得ない。

しかし、それに⽐べて資⾦のほうはユニセフなどの募⾦箱がコンビニエンスストアなどにも設置

されており、その気になれば簡単に協⼒することができるはずである。 

そこで私は、基本的ニーズを満たしてなお余裕のある所得を得ている⼈は、その 1 パーセン

トを国が責任を持って貧困国の発展・復興にあてるという前提で国家に納めるよう法制化するこ

とができるのか考えたい。ここで、何故国内の貧困者のためではなく国外の貧困者のための義務

を考えるのかと⾔うと、命の価値に差が無いと考えれば、（ⅰ）上記のように同じ貧困者と⾔う

くくりにしてし まっているが現実に彼らの置かれている状況があまりに違うということ、また

（ⅱ）国内の貧困者たちの⽣活苦がすぐさま⽣命に直結するほどの逼迫したものではなく、多く
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の場合、不⼗分ではあるが国内の制度によって⼀定の⽣活保障が受けられるということ、最後に

（ⅲ）海外の貧困者たちが現状のような貧困状態にあるということに対して、彼らにはほとんど

責任がないことという三つの理由からである。また、基本ニーズとはどのような基準で、所得に

対してどの程度で線引きをするのか、また、どのように資⾦を扱えば貧困国に住む住⺠たちの⽣

活が改善するのかという問題は難しいが重要な問題であり、議論を尽くさねばならない箇所であ

る。しかし、今回私が考えていきたいところは、そもそもこのような他⼈を助けるという⾏為が

果たして義務となりえるのか。また、その義務は法律として強制することができるものであるの

かということである。 

 

第⼆節 

困っている⼈がいたら助けるという⾏為は、古今東⻄あらゆるコミュニティーにおいても奨励

されてきた⾏為であり、この⾏為は現在の⽇本でも変わらず奨励されている。また、昨年中国で

起こった「悦悦ちゃんひき逃げ事件」（ひき逃げ事件の⽬撃者らが被害者の少⼥を助けることな

く遠巻きに傍観していたという事件）にたいしては、⼤きな憤りを感じた⼈が⼤勢いるはずであ

る。しかし、奨励はされていても現在の⽇本では⼈助けという⾏為は法制化されていない。もち

ろん、わざわざ法制化せずとも⼗分に「⼈助け」が⾏われているのであれば、法制化する必要も

無いかもしれない。しかし、アフリカなどの貧困国をみてみると、 とてもそれが⼗分なされて

いるとは考えられない。 

たしかに、⾃分の⾏動を強制されると⾔うのは不快なものである。しかし、我々が共同体とし

て⽣きている以上、各⾃が⾃由に⾏動すれば必ずそれぞれの⾃由が衝突してしまい、結局思うよ

うに⾃由を謳歌することができなくなってしまう。したがって、そのような事態を避けるために

必要最⼩限の範囲での各⾃の⾃由に対して強制をもって規制をかけることは認められている。こ

のように、ただ制限を課すだけの義務にも、そのような義務を課すだけのメリットがある。つま

り、義務もまたより良く⽣きるためのツールであるというわけである。したがって、ある社会で

その構成員に義務を課すためには、その義務を課すことでその構成員たちがよりよく⽣きること

ができるようになるというメリットが必要であるように考えられる。 

ここで、より良く⽣きるということがどういうことなのか考える。現在のように価値が多元化

した社会においては、全構成員が共通して有する価値を⾒出す事は困難であり、それ故、義務を

課すにあたっては慎重に考える必要がある。そこで、私は義務を基本となる⼆つの種類に分けよ

うと思う。まず、⼀つ⽬の義務は、シートベルトの着⽤義務のように⾃分がよりよく⽣きるため

の義務である。次に、⼆つ⽬の義務は、他⼈に迷惑をかけないといった他⼈がよりよく⽣きるた

めの義務である。援助義務が当てはまるのは後者の義務であるが、後者の場合他⼈の迷惑になる

⾏為というのがどういったものであるのかという点で検討することが必要になる。 ここで、そ

の他⼈に迷惑となる制限の対象となるような⾏為の範囲を確定するにあたって、J.S.ミルの「危
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害原理」を⽤いて考えていきたい。 

 

第三節 

ミルは、彼の著書「⾃由論」の中で、ⅰ）個⼈の⾏為が他⼈に対する侵害となる限り社会の⼲

渉を受けることが正当ⅱ）本⼈にだけ関係する⾏為について、個⼈は絶対的に⾃由（中村直美 

2007：83）と述べている。 

このように他⼈のための義務を他者に対して危害を与える⾏為を規制することで規定すると

⾔う⽅法は世間の⼀般的な感情にも合致するところであると考えられ、ポッゲの「先進国に貧困

国に対する加害の責任を負わせるという説」（T.ポッゲ 2010）もこの原理に依っているもの

であると考えられる。ここでミルは、上記（ⅱ）に当たる個⼈の絶対的な⾃由が認められる本⼈

にだけ関係する⾏為を、①意識という内⾯の領域（⾔論・出版含む）②嗜好・⽬的 追求の⾃由

③個⼈間の団結の⾃由の三つに求めており、どのような⼿段であれこれらの⾃由に強制を加える

ような社会を⾃由な社会とはいえないとして否定している。また、これは先進諸国に住む我々の

価値観とも合致するものと思われる。 

これにつき、援助義務がこの場合に当てはめることはできないということに争いはないであろ

う。では、この原理によって援助をしないという不作為をなしているだけの我々に、直接に援助

義務という作為を強制することはできないのだろうか。危害原理の提唱者であるミルによれば、

各⾃は作為によって他⼈に害を与えることがあるのと同様に、不作為によっても他⼈に害を与え

ることがあり、他⼈に与えた害について負わなければならない責任はどちらの場合でも同じよう

に負うのが当然であるとしている。ただし、不作為による加害に対する責任を問う場合には、作

為の責任を問う場合よりも慎重な対応を求められなければならない。 

もちろん、責任を負わない場合もあるがそのような場合は①「社会が⾏使できる⼿段を使って

その⼈物を管理するより、⾃由に任せておくほうが、本⼈が全体としてよい⾏動をとる可能性が

⾼い場合」（ミル 2006：31）または②「社会が管理しようとすると、防ごうとする害悪より

⼤きな害悪が⽣まれると予想される場合」（ミル 2006：31）の⼆つである。ミルによればこ

のような場合によって、責任を問われなかった個⼈は社会によって責任を強制されないのである

から、通常よりも厳しく⾃⼰の⾏為を省みるべきであるとしている。 

では、ミルの危害原理によれば遠いアフリカなどの貧困者を助けるために寄付を社会が強制す

るために問題となることはなんであろうか。まず、作為を強制することが許されるのかという問

題については、距離の違いはあるが、現在のように寄付をしないということは、「悦悦ちゃんひ

き逃げ事件」で悦悦ちゃんを傍観していることと同じであるということができる。 

これは親による育児放棄が⼦に対する侵害にあたるように、アフリカなどの貧困者に対して援

助をしないことは彼らに対する侵害に当たるということができる。ここで、援助者と被援助者が
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物理的に隔てられている現状で我々にアフリカなどの貧困者に対する保護責任を認めることが

できるのかという問題を検討する。 

これに関しては、募⾦という実⾏が容易な⾏為によって援助ができ、援助をするにあたって物

理的距離がなんら意味を成さなくなった現状から、私は援助者と被援助者の間にある物理的距離

は取るに⾜らない援助義務逃れの⾔い訳であると考える。よって、我々は悦悦ちゃんを傍観して

いた者たちが悦悦ちゃんを助ける義務を負っていたのと同じだけの義務を、アフリカの貧困者に

対して負っていると考えるべきである。 

以上より、我々は援助⾏為を義務付けることが上記①②の場合に当たるか否かを慎重に判断せ

ねばならないが、作為を課すことを認めることは可能であるということができる。次に、その慎

重な判断に援助義務が耐えられるのかを検討する。 

ミルによれば慎重な判断を必要とするといえども、作為を強制しなければならないような例外

扱いをしたほうが適切な場合は多いとのことである。よって、援助義務が責任を負わなくてもよ

い場合に当てはまるのかを考えていく。では、援助義務は社会からの強制を受けるべきなのであ

ろうか、それとも個⼈の良⼼によって判断されるべき問題であるのだろうか。 

 

第四節 

現在の我々の⼀般感情によれば、援助義務は良⼼によって判断されるものであるということが

できるであろう。 

しかし、それで本当に正しいのであろうか。ミルによれば、社会による強制がなじまない⾏為

というのは、上記①または②の場合である。では、援助義務は果たしてこの条件を満たすのであ

ろうか。まず、①について検討する。援助義務（所得に余裕のある⼈はこの 1 パーセントを国

が責任を持って貧困国の発展・復興にあてるという前提で国家に納めるよう法制化する）を社会

によって強制する場合、その⼿段としては現⾏の税⾦の制度を使い源泉徴収・確定申告により洩

れなく徴収する⼿段が考えられる。 

これに対して、従来の各⾃の⾃由意志に任せた募⾦という活動を⽐較した際にどちらのほう

が全体としてよい⾏動をとる可能性が⾼いであろうか。この両者を⽐べるにあたっては、そもそ

も良⼼による募⾦では必要な⾦額が集まらないと⾔う問題を抱えていることを考えれば、各⾃の

⾃由に任せたほうが全体にとって良い⾏動を取る可能性が⾼いとは考えられない。よって、①の

問題については、援助義務を強制することは許されると考えられる。 

次に、②について検討する。今回の場合、社会が防ごうとする害悪とは、アフリカなどの貧

困国に⽣まれた⼈たちが彼らの努⼒や能⼒とは関係なしに私たちのように偶然に先進国に⽣ま

れたと⾔うだけの⼈々の⽣活と⽐べて遥かにひどい境遇に追いやられると⾔うことである。 

これに対し、この害悪を防ぐために、援助義務を課したところ発⽣する害悪としては、各⾃

が投下した労働に応じて⼿に⼊れた財産を不当に奪われるという所有権侵害といった害悪が考
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えられる。たしかに、⼈が労働を投下したことによって⽣まれた新しい価値にたいして、その者

が所有権を有することは、⼀般の感情にも合致するところであり争うところではない。また、所

有権が不当に制限され社会による侵奪が容易なものとなってしまっては現在のような各⾃の⾃

由な経済活動を基盤とする資本主義社会を根底から覆すことにすらなりかねず、所有権は各⾃の

⾃由を尊重する上で⾮常に重要な権利の⼀つであるということができる。 

しかし、所有権といえども絶対的な権利だと⾔うことはできない。この点について、ロックは

正当な所有権の範囲を、腐敗原理によって所有する何かが無駄に消滅してしまわない範囲であり、

かつ⼗分性の原則により所有する意思のある他者の所有を妨げない範囲と規定している。 

また、この範囲を超える不正当な所有は、他者が所有するはずであった物を所有するというこ

とになり、他者に対する侵害とみなされ、無益であると共に不誠実であると考えられた。では、

我々先進諸国がもつ⾃⼰の労働の対価である財産に対する所有権は正当な所有権の範囲にあた

るということはできるのだろうか。たしかに、我々が労働によって得ている財産を完全に消費し

てしまう⼈は⼤変まれである。しかし、我々は貨幣を発明することにより、それらを朽ちさせる

ことなく備蓄し、それらを好きなときに同価値のものと交換することができるようになった。そ

のため、我々が有する富も無駄に消滅するということはなくなったため我々の財産に対する所有

権に腐敗原理を適⽤させることは難しいであろう。では、⼗分性の原則で規定されている範囲に

ついてはどうであろうか。 

⼗分性の原則を冨の所有に当てはめるに当たって問題となるのは、我々が所有している「冨」

がはたしてアフリカなどの貧困者が所有するはずであった「冨」と⾔うことができるのかという

ことである。 

つまり、我々が冨（の⼀部）の所有を放棄した際にアフリカなどの貧困者がその冨にアクセス

できるのか否かということである。これに関しては、もし私が⾃⼰の冨を放棄したとしても、そ

れがアフリカなどの貧困者の⼿元にたどり着くと考えることができないことから、これを主張す

る事は困難を極める。では、我々の冨に対する所有権は⼗分⽣の原則に照らしても正当なものだ

と⾔えるのだろうか。 

たしかに、我々の冨に対する所有はアフリカなどの貧困者の冨への所有を妨げているとはいえ

ない。しかし、我々とアフリカなどの貧困者たちとでは、そもそも冨に対するスタートラインが

異なるのではないだろうか。冒頭でもふれたが現在の社会では富の偏在が起こっている。先進諸

国とアフリカなどの貧困国の間でも富の多くが先進諸国側に偏っているということができる。そ

して、富の多くを先進諸国が有することによってアフリカなどで暮らす貧困者は、そもそも富に

対するアクセスが制限されている。 

このような状況下において、先進諸国に住む我々が有する財産に対しての所有権は⼗分性の原

則に反するといえ、完全に正当な権利であるということはできない。したがって、寄付を強制す

ることにより⽣じる所有権侵害という害悪と強制しないことにより⽣じる⼈命の喪失という害
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悪を⽐べると、不完全な所有権を侵害する前者の害悪のほうが⼤きくなると予想することはでき

ない。よって②の問題についても、援助義務を強制することは許されると考えられる。 

 以上により、援助義務は各⾃の良⼼によってなされることが適当であるとは⾔えず、社会によ

る強制にかかる⾏為であるということができるのである。 

 

第五節 

 本稿では、国内の貧困者ではなしに他国の貧困者を援助する義務について述べてきた。もちろ

ん、これは国内の貧困者に対しての義務がないというわけではない。しかし、第⼀節においても

述べたことであるが、貧困国に住む⼈たちの現状を考えると先進国にすむ貧困者よりも彼らの援

助は急を要するということはできるであろう。また、不作為が他者への侵害に当たるという感覚

は⼀般にはなじみがないものではあると思うが、悦悦ちゃんになされた不作為を考えれば、不作

為を他者への侵害とみなすべきである。そうであるとしたら、我々はそのような⾏為をやめるべ

きであるといえる。しかし、先に述べたように我々はそもそも他者を侵害しているとの感覚を有

しておらず各⾃の良⼼に委ねていては現状が解決するとは考えられない。したがって、やはり援

助義務は法制化されるべきであるといえる。 
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基本的ニーズの限界をのりこえる 
湯村誠⼀ 

 

第１節 はじめに 

 D・ミラーによれば、「⼈権とはなにか」という問いに答えるには、次の３つの⽅法がある。 「実

践に基づく正当化」、「重なり合う合意に基づく正当化」、「⼈間の共通の特徴に基づく正当化」の

３つである(ミラー 2011:205)。この論⽂で取り上げるのは、「⼈間の共通の特徴に基づく正

当化」で重要な位置を占める「基本的ニーズ」という観念である。 

 基本的ニーズとは、例えば、⾷物・医療・⾝体的安全のことである。これは、⼈間が⽣きてい

くときにどうしても必要なものであるので、⼈権を基礎づけるに値する。しかし、基本的ニーズ

という観念を構成している要素は、そのような⽣物上の次元における要素だけではない。⼈間が

社会的存在であることを思えば、各社会で異なるニーズがあるはずなので、社会固有の要素によ

っても基本的ニーズが構成されているとみるべきである。このような⾒⽅を採⽤することで、各

社会の議論によって規定される各社会固有の⼈権というものを構成することに成功し、この⼈権

観はのちに局所的な責任概念と結合することで⼈権保障の実現可能性を拡⼤した。こうした世俗

的な根拠に依拠することは、「⼈権を保障していたら、お⾦がいくらあっても⾜りない」という

印象を薄めることに貢献し、⼤変有⼒な意⾒といえる。 

 しかし、基本的ニーズという観念は、わかりやすいようでわかりにくい。⾷物・医療・⾝体的

安全などの、⽣命維持に必要なものだけが基本的ニーズであるというのであれば、これはわかり

やすい。しかし、良⼼の⾃由・宗教の⾃由という段になると、どのようにしてそれが基本的ニー

ズであるといえるのかという疑問が⽣じる。そこでこの論⽂ではまず、基本的ニーズについて理

解することを⽬的にしたい。 

 ２つめの⽬的は、基本的ニーズという観念が、「とにかく⽣きていくことが⼤切である」とい

う⽬的観の⼤反射であって、この⽬的観によって⼈権の⼀覧表が縮⼩される傾きがあると指摘す

ることである。そして、⼈権の⼀覧表が縮⼩されることを理解するために、⼈権の⼀覧表を「拡

⼤」した⽴場として、「キャビアを⾷べる⾃由を⼈権に⼊れるべきである」という主張を挙げて

これと⽐較する。このように、⽣命を重視する⼈権と、⾃由を重視する⼈権の２つを⽐較しなが

ら理解を進めることによる利益は、読者がこの論⽂を読み終えたあと「⼈権とはなにか」と問わ

れたときに、「⽣命 ＶＳ ⾃由」という⼈権観の対⽴図式を即座にイメージできるようになり、

基本的ニーズの相対的な狭さを意識できるようになることである。しかし、この２つがイメージ

できたとしても、⼈権全体の議論とどう接触するか意識できなければ全体としてイメージがわか

らないので、この論⽂では、分配的正義の領域や実践可能性の領域と、どの時点で関わってくる

のかを⽰しながら、全体との位置付けの中で基本的ニーズという観念を浮き上がらせようと試み
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る。 

 最後に、この論⽂の３つめの⽬的は、精神的ニーズを優先させる⽂化において、基本的ニーズ

が通⽤するためには、＜意志＞の捉え⽅を変更すべきであるということを⽰すことである。 

 以上、この論⽂の⽬的は、「基本的ニーズの理解」「基本的ニーズの狭さの理解」「基本的ニー

ズを柔軟にさせること」の３つである。 

 

第２節 ⼈権理念の正当化戦略 

１ ⼈間の共通の特徴に基づく正当化戦略 

 冒頭に記述したように、⼈権とはなにか、という問いに応えるには３つの⽅法があって、その

１つが、⼈間の共通の特徴を挙げることによって、⼈権を導きだそうとする⽅法である。例えば、

主体性や、⾃律性、潜在能⼒、基本的ニーズなどの⼈間の普遍的な共通性から、⼈権を基礎づけ

ようとする(ミラー 2011:215-216)。ここでミラーは、「基本的ニーズ」という観念から⼈権

を基礎づける。基本的ニーズとは、「いかなる社会でも⼈間らしい⽣活を送るために必要となる

条件」のことであり、⾔い換えれば、「害悪をこうむるのを防ぐために必要となる事物や条件」

のことである(ミラー 2011:219,216)。例えば、餓死は害悪である。餓死という害悪を防ぐ

ために必要となるのは⾷物である。したがって、⾷物は基本的ニーズである。⾷物が基本的ニー

ズであるので、⾷物に対する権利は⼈権であると認められる。 

 ここで即座に⽣じる疑問は、⼈類共通の「害悪」をほんとうに規定できるのかという疑問であ

る。例えば、 特定の宗教的信念を⽀持することを強制されることは害悪といえるのか。もし害

悪といえるのなら、みんなが同⼀の宗教を信仰しなければならない宗教的共同体の信仰者は、宗

教選択の⾃由という基本的ニーズが満たされていないのではないか。こうした問いに答えていく

ために、ミラーはまず、⽣物学的害悪の観念と、社会的害悪の観念とを区別する(ミラー 

2011:217)。しかし、この社会的害悪の中でもまた、基本的ニーズと社会的ニーズとを区別す

るなどしており、いろいろな概念が複雑に提出されるので、理解するのが少し難しい。理解を進

めるために以下では、⼈権を正当化するアプローチの中でも有名な「潜在能⼒」という観念と⽐

較しながら、基本的ニーズの意義をまず確認したい。 

 

第３節 基本的ニーズの意義 

１ 基本的ニーズ  

 もう⼀度確認すると、基本的ニーズとは、「害悪をこうむるのを防ぐために必要となる事物や

条件」のことである。ここでいう「事物」とは、例えば、⾷物のことであり、「条件」とは、良

⼼の⾃由のことである。⼈間であれば誰でも⾷物がないと、餓死という「害悪」を被るし、良⼼

の⾃由がないと、⾃分の本⼼に従って⽣きられないという「害悪」を被る。したがって、「害悪」

を回避できる⾷物と良⼼の⾃由は、⼈間の基本的ニーズである。基本的ニーズであればそれは⼈
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権である。⼈権を救済する義務のある⼈は貧しい⼈に対して⾷物や良⼼の⾃由を保障しないとい

けない。 

 

２ 基本的ニーズの本質性 

 さて、基本的ニーズという観念に焦点を当てることの意義は、２つある。 

 １つは、⼈間にとって本質的なものとそうでないものとを区別できる点にある(ミラー 

2011:216)。⼈によって好みの異なるキャビアは、⼈間にとって本質的なものではないので、

キャビアを⾷べる⾃由の権利は⼈権ではないということになる。 

 基本的ニーズの指し⽰すものは、ある特定の⾷物ではなくて、⾷物それ⾃体である。「⾷物そ

れ⾃体」とは、「適切に栄養を摂取できるもの」と⾔い換るとわかりやすい。具体的に求められ

る⾷物は⼈によって異なるが、⾷物それ⾃体すなわち、適切に栄養を摂取できるものは、⼈類共

通のニーズである。 

 ここで、適切に栄養を摂取できるものというと、いかにも抽象的であるが、このように表現す

るには理由がある。それは、具体的にどんな⾷物が本質的なのかは、適切な栄養を摂取できるも

のという⽣物学的な基準で、「社会」ごとに具体的に決定されるという意味を表すためである。

⼈類はみんな「⽩⽶３杯」に対する基本的ニーズがある、と具体的に設定しておいて、それを各

社会に押し付けることはできないのである。 

 ここで⽣じる疑問は、「社会ごとに決定されるといっても、いったいどのような制度において

誰によって決定されるのか」、「各社会に任せてしまうととんでもない内容に設定されてしまうお

それがあるので、これでは⼈権のもつ普遍性の側⾯を⼗分に反映していないのではないのか」と

いう疑問である。後述するようにそれは、⾷物・医療などの⽣物学的な基本的ニーズを規定する

段階でも確かに問題となる。そしてもっと深刻になるのは、良⼼の⾃由や表現の⾃由などの社会

的な基本的ニーズを規定する段階である。どのような体制において誰が決めるのかといった問題

は、基本善構築ゲーム(駒村 2010:22)を開始するときの、公共的熟議の理論や技法の領域に

属する問題であるが、この論⽂では扱わない。公共的熟議の技法についていえば、⾔論のルール

は歴史の英知から来るという主張に、ぼくは共感する(⻄部 2002)。 

 

３ 基本的ニーズの本質は、⽣命維持にある 

 話を戻すと、繰り返すようであるが、ミラーは「⾷物それ⾃体」という表現を使っているが、

これは「適切に栄養を摂取できる⾷物」という表現に⾔い換えられる。そしてこれは「⼈間の⾝

体をうまく機能させるための事物や条件」という⽣物学的な意味での必要物を意味している(ミ

ラー 2011:236)。さらにこれは、「⽣命維持という⽬的のために必要である適切な栄養源」と

⾔い換えることができる。 

 こう⾔い換えるときに、ぼくの頭に⼆重写しに浮かんでくる光景は、正当な理由もないのにと
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つぜん病院のベッドで⼿⾜をグルグルに拘束されて、胃のなかへ栄養源を直接注⼊されながら、

⽣命を維持している⼈の姿である。この⼈の基本的ニーズは満たされている、すなわち、⽣命維

持という⽬的のために必要である適切な栄養源という基本的ニーズは満たされているので、⼈権

が満たされているといえる。しかし、こう⾔ってしまうと、何かおかしいと感じる。この違和感

に対する応答は、「栄養源という基本的ニーズが満たされているとしても、⾝体的移動の⾃由な

どの別の基本的ニーズに基づく⼈権が、不当に制約されているから、⼈権は満たされていない」

という応答である。このように、ニーズについて考え始めると、政府によって強制的にニーズを

満たされているような場⾯にまず⽬が移る。話がずれていくようだが、所々の疑問がどこに通じ

るかを⽰すこともこの論⽂の⽬的なので、この政府の強制性についてまず結論を述べておくと、

そもそも⼈権理念の前提としてあるのは、「⾷物や医療、⾝体的⾃由などの⼈権が政府によって

準備され、個⼈はそれを享受するかどうかを⾃由に選択できる」という⾮強制性である。つまり、

政府は、個⼈のニーズを強制的に満たすことはできず、あくまでも⾃由の条件を整えるのが役⽬

なので、強制的に胃の中に栄養物を注⼊することは、⼈権を満たしているとはいえない。 

 以上で確認したのは、基本的ニーズの本質性と、その本質が⽣命維持であること、本質の具体

的な内容を各社会へ押し付けてはいけないこと、本質の具体的な内容を個⼈へ押し付けてはいけ

ないこと、この４点を確認した。基本的ニーズの本質が⽣命維持であるという点は、この論⽂で

とくに明らかにしたい点であるが、ここではまだ説明が不⼗分であるので、詳しくは後述する。 

 続いて、この例にでてくる⼈は正当な理由もなしに⼿⾜が拘束されてしまっているが、リベラ

ルな政治⽂化にあっては、これは許されない。⾝体的移動の⾃由が制約されるには、他⼈の⼈権

を保護するためという正当な理由がなければならないからである。例えば、凶悪な殺⼈⻤、⽺た

ちの沈黙という映画に出てくるレクター博⼠に街中をうろつかれると、我々の⽣命に巨⼤な危機

が⽣じる。彼はもちろん病院に連⾏されることになり、⼿⾜を拘束される運びとなる。ここでは、

我々の⽣命・安全を守るという正当な理由から、レクター博⼠の⾝体的移動の⾃由が制約されて

いる。 

 これに対して感じる違和感は、「何も⼿⾜を拘束しなくても、もっと別の⼿段があるのではな

いか。いったいどのような権利や価値を守るために、ここまでするのか」という違和感である。

このような、どのように制約するのが良いかという議論や、どちらの⼈権を優先させたら良いか

という議論は、⼈権の実践可能性に関する議論の領域に属する。⼈権の実践可能性に関する議論

とは、「みんなの基本的ニーズを満たすなんて、はたして本当にできるのか」という議論である。

この場合でいうと、我々の⾝体的安全という基本的ニーズを満たそうとすると、レクター博⼠の

⾝体的移動の⾃由という基本的ニーズに基づく⼈権は制限される。このように、基本的ニーズを

満たそうとすると他の⼈の⼈権が侵害されるという場⾯を、我々は容易に思い浮かべることがで

きる。これは、資源的希少性に関する分配的正義の問題に⽅向づけられると⾒込まれるが、この

論⽂では論じることはしない。 
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 以上、この節で確認したのは、次の６つの点である。基本的ニーズという観念が、⼈間にとっ

て本質的なものの１つとして指し⽰すのは、キャビアではなく、「⽣命維持という⽬的のために

必要である適切な栄養源」であること。本質的なもの（栄養源）の具体的内容（⽩⽶）は社会ご

とに決定されるということ。決定されるときの公共的熟議の技法の問題は論じないこと。決定さ

れたものであっても個⼈に強制してはいけないという前提があること。資源的希少性に関わる⼈

権の実践可能性の問題は論じないこと。基本的ニーズの本質は⽣命維持にあること。この６つを

確認した。 

 以上の説明に対して、反論を受けなければならない点がある。それは、「⾷物それ⾃体」とミ

ラーが説明していたものが、いつのまにか「適切な栄養を摂取できる⾷物」というものとして理

解されおり、さらにそれが「⽣命維持という⽬的のために必要な適切な栄養源」というものにす

り替えられているのではないかという点である。つまり、「⾷物それ⾃体」というと、⽩⽶でも

いいし、パンでもいいので、ある程度の選択の幅があるのに、⼀⽅の「⽣命維持という⽬的のた

めに必要である適切な栄養源」といえば、それさえ⾷べておけば⽣き延びられるような⾷物、例

えば、ドロドロの宇宙⾷でも⼗分であるということになり、選択の幅がないので、この２つを混

同しているということは、意味を捉え違えて理解しているのではないかと疑問が⽣じる。それで

もぼくは、ミラーのように⼈権のリストを局限してしまうと、後者の傾向が⽣まれるように思う。

つまり、ミラーは暗に、基本的ニーズの本質は⽣命維持にあると了解しているはずである。この

点を理解するために、以下では「基本的ニーズ」という観念に対置する概念である「潜在能⼒」

という観念と⽐較し、後の４節７項においても後述する。そして以下の４・５・６項の３つを論

じ終わるころには、基本的ニーズのもつある種の狭さが明瞭になると⾒込まれる。 

 

４ 潜在能⼒ 

 ⼈間であれば誰でも、潜在能⼒を持っている。潜在能⼒という⾔葉を聞いたときにイメージす

るのは、何か偉⼤なことを成し遂げる⼒があるのに、未だその才能が発揮されていないような⼈

の姿である。つまり、何かを達成する⼒のことを潜在能⼒とふつう考える。 

 しかし、ここでは「達成する⼒」を２つに分けて理解する必要がある。それは、達成するため

のプロセスを選択する⼒と、じっさいに理想を達成できる⼒の２つである。「達成する⼒」とし

て理解してしまうと、プロセスを選択するという側⾯が⾒落とされてしまうかもしれないからだ。

もっと正確にいえば「潜在能⼒」とは、「善い⽣活や善い⼈⽣を⽣きるために、どのような状態

にありたいか、そしてどのような⾏動をとりたいか、この２つを結びつけることから⽣じる機能

の集合」のことである(セン 2003:167)。 

 少し難しく聞こえるかもしれないが、先ほどの⾔葉で具体的に⾔えばこういうことである。「湯

村誠⼀みたいなステキな笑顔をすることのできる状態」になりたいと⾃分が思っているときに、

そうなるために「歩くときはつねに笑顔の練習をする」とか「こんな時どんな顔をすればいいの
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か分からないのと⼈に聞いてみる」など、理想を実現していくプロセスを⾃分で選択できる⼒を

⼈間はふつう持っている。このように「潜在能⼒」とは、プロセスを選択する⼒（笑顔の練習を

するかどうかを⾃分で決める⼒）と、じっさいに理想を達成できる⼒（素敵な笑顔で笑うことの

できる状態になれる⼒）、この２つの⼒のことである。 

 潜在能⼒によるアプローチでは、こうした潜在能⼒を拡⼤すればするほど、⾃由が拡⼤するの

で、潜在能⼒を⼈権として認めるべきであると考える。そうすれば、もし潜在能⼒の向上をサポ

ートしてくれる制度がないときは、新しい制度が創られるように我々は主体的に⾏動しなければ

ならないし、新しい制度を創るかどうかについて他者と議論することを通じて、⾃分がどの潜在

能⼒を選ぶかについて吟味することになる。つまり、潜在能⼒という観念の最⼤の意義は、「ス

テキな笑顔をすることのできる状態は、本当に⾃由なのか」という議論を⽣じさせることである。

何が本当の⾃由なのかについて議論で決定するということは、選択の⾃由が広いということであ

る。 

 反対に、基本的ニーズという観念では、６項でみるように、⾷物や安全などの⼈⽣の⾮選択的

な側⾯が重視されるのであるし、各社会の議論によって選択できる側⾯があるとしても、後述す

るようにそれは、⽣命維持という⽬的によって選択の幅が狭められるものであるので、選択の⾃

由を重視するものとはいえず、⾃由についての⼗分な議論が発⽣するとは⾔い難い。 

 以上で確認した点は、「潜在能⼒」という観念が、選択の⾃由を広げる点、そして、結果の⾃

由がどれだけの広がりを持ち得ているかをみんなで⽐べながら評価させることができる点、この

２点である。 

 ⾃由というものと、⼈権というものの相違点は、⼈権は義務を要請するが⾃由はそうではない

という点である。⾃由をとくに重視するように⾒える「潜在能⼒」は、はたして⼈権とどのよう

に関わってくるのだろうか。これについても、「基本的ニーズ」と⽐較する過程で明確になる。

そして先ほど述べたように、「基本的ニーズ」のある種の狭さも、以下の５・６項の終わるころ

には明確になる。 

 

５ 基本的ニーズと潜在能⼒ 

 「健康な状態を保つためには、お菓⼦をたくさん⾷べるべきである」と考える⼈がいるとする。

ここで、基本的ニーズによって⼈権を基礎づける⽴場からすると、好きなものを⾷べるという⾃

由は、⼈間にとって本質的なものではないので基本的ニーズとはいえず、お菓⼦を⾷べる⾃由を

⼈権に設定することはできないことになる（「これを⾷べろ」と強制されない⾃由はたしかに基

本的ニーズであるが、好きなものを⾷べるという⾃由は基本的ニーズではない。この理由は４節

６項を概観することで理解できるはずである）。 

 しかし、潜在能⼒によって⼈権を基礎づける⽴場からみると、そうとはいえない。お菓⼦を⾷

べるか果物を⾷べるかを選択する⼒は、⼈間に備わっている潜在能⼒なのである。潜在能⼒を⼈
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権として保障することが⾃由を拡⼤するのだから、お菓⼦をたくさん⾷べる⾃由は、⼈権として

認められるべきであり、私はもっとポテトチップスをもらえる正当な権利があるので、ポテトチ

ップスを分配する義務を果たすように社会に要請できる、ということになる。しかし、我々の気

分の問題として、これが⼈権として保障されるのはどこか納得できないと感じるところがあるだ

ろう。それは、財政的コストの問題や、どの社会がどの社会に対して⼈権保障の責任をどのくら

い負っているのかといった議論の領域に対する直観であるだろうし、「お菓⼦をたくさん⾷べる

⾃由が本当に⾃由といえるのか」という実質的⾃由の概念に対して⾃らの意⾒を開⽰してみたい

情熱である。 

 このように、潜在能⼒によるアプローチでは、⼈それぞれの⾃由の概念を拡⼤しすぎるために、

⼈権の実現可能性が危殆に瀕するように⾒える。このことを考慮してか、「潜在能⼒」という概

念を提起した哲学者アマルティア・センも、「基本的潜在能⼒」という区別を暗黙のうちに持ち

込んでおり、これがまず保障されるのが⼤切だと主張している(⻫藤 2008:78)。しかしそこ

では、何が基本的潜在能⼒として⾒なされるかを、リストとして提⽰して、それを各社会へ提⽰

するというロールズ流の流儀を採⽤しない。それぞれの社会による公共的熟議による定義に依存

するとしている。これでは、議論に参加する理性的能⼒のない弱者や、政治的に抑圧された体制

化の⼈達の⼈権は、真剣に扱われないのではないかという公共的熟議における理論や技法の議論

へ突⼊するが、ここではこれを論じることはできない。しかしぼくはこの「潜在能⼒」によるア

プローチに共感するところがある。 

 「基本的ニーズ」と「潜在能⼒」を具体的に⽐較してみるときに、この基本的潜在能⼒という

考えが役に⽴つ。基本的潜在能⼒とは、潜在能⼒の中でももっとも必要な能⼒のことであり、そ

れは例えば、健康であることや⾃由に移動できること、愛せること、批判的内省ができること、

政治的選択に参加できること、などのことである。基本的ニーズの考えを採⽤してしまうと、愛

せることや批判的内省、政治的選択に参加できること、などについて⼗分な保障が及ばないので、

潜在能⼒の考えのほうが広い保障を要請するものといえる。例えば、基本的ニーズによるアプロ

ーチでは、教育や良⼼の⾃由が⼈権として保障されているから、⼀⾒すると、この効果の⼀部と

して批判的内省が保障されているように⾒えるが、⼀⽅の潜在能⼒によるアプローチではさらに、

他⼈との議論の中で批判的内省を訓練しようという⾒地から、フランスのような政治カフェや⽂

学カフェを催すような場所を設置したり、そのために労働時間を短縮しようとしたりする制度と

して⼈権が現れてくるかもしれない。このように、潜在能⼒によるアプローチのほうが、⼈権の

⼀覧表を拡⼤するようにみえる。 

 「基本的ニーズ」と「潜在能⼒」を⽐較してわかることは、潜在能⼒に基づいた⼈権のほうが、

なんでもやりたいほうだいで⾃由そうだ、ということである。この感覚を記憶するために、語弊

を⽣じさせることを免れることはできないだろうが、⽐喩的に表してみることにする。カロリー

メイトを⼀個机の上に置いて、「君には、これを⾷べずに断⾷する⾃由はある。これを⾷べてお
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けば⽣命は維持できる。もちろん⾷べるか⾷べないかは君の好きにしていいよ」というのが「基

本的ニーズ」である。豪華なディナーが⼤量に並べられて、「断⾷してもいいし、むこうのキャ

ビアを⾷べてもいいよ」というのが「潜在能⼒」である。 

 以上、⽐較することで明確になった２点は、「潜在能⼒」における⾃由観を⼈権として認める

と、我々の義務を増やしてしまいそうなこと、「基本的ニーズ」における⾃由の狭さ、この２点

である。しかし、「基本的ニーズ」の狭さが明瞭になったといっても、それは「潜在能⼒」と⽐

較したときに相対的に狭いといえるだけであり、実際に実現するために必要なコストなどのこと

を考えたら、「基本的ニーズ」に基づいた⼈権理念の⽅がまともに通⽤するのではないか、と思

うかもしれない。やはりどうしても⼈権の実現可能性の議論と切り離せずにもやもやしてしまう。

この違和感を解消するのに、次のミラーの責任概念が役⽴つことを希望する。貧しい⼈といって

も、⾃分のせいではない他の原因で貧しくなった⼈だけが、我々に⼈権保障を要請できるのであ

って、例えばそれは、⾃然災害で被害を被っている⼈のことであり、しかも彼らのニーズの最⼤

充⾜は根本原則ではない(ミラー 2011:280-312,283)。このように、我々が想像しているよ

りどこか限定的なものとしてあらわれてくる義務の観念の効果は、「基本的ニーズ」を貫いて「潜

在能⼒」に対しても及ぶのではないかと考える。 

以下、「基本的ニーズ」の⼆つ⽬の特徴について⽰すことで、「潜在能⼒」と⽐べて選択の⾃由

が狭いということを指摘したい。 

 

６ 基本的ニーズの⾮選択性 

 基本的ニーズの２つ⽬の特徴は、個⼈的選択にあまり左右されないという点である。例えば、

⾷物という基本的ニーズは、⼈間であれば誰にでもあり、個⼈的選択に左右されないものである。

お⺟さんに怒られて、「弁当はもう作らなくてもいいから」と⾔って学校へ⾏ったとしても、お

腹はぺこぺこなので、みんなからおかずを恵んでもらうはめになる。体は正直なのである。⾷べ

るか⾷べないかという個⼈的選択なんて関係なくて、体にとってはとにかく、⽣命維持に関する

ことが先決なのである。 

 では、ガンジーはどうか。ガンジーが断⾷を⾏ったように、強い意志で⾷欲を断っている⼈間

には、⾷物という基本的ニーズがないといってもいいのではないか。しかし、⼈間⾝体という⼀

個の有機体の側からすると、⾝体機能の維持を最⼤⽬的としているので、⾷物という基本的ニー

ズがないとはいえない。ガンジーにも、⾷物という基本的ニーズがある。⼈権を有するのは、⽂

字どおり⼈間としてであって、どのような⼈⽣を送るかに関する選択にもとづいているわけでは

ないのである。 

 ぼくはこの点について、５節において反論したい。つまりその反論とは、ある条件が整えば、

ある種の精神的ニーズが基本的ニーズへ転化し、かつ、その状態がある時点まで持続するという

⾔い分である。「基本的ニーズ」は、⽣への配慮を超越するという本物の意志を考慮するもので
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はない。 

 

第４節 基本的ニーズを規定する「害悪」 

１ 害悪の観念 

 以上の３節まで、「⽣物学的」な基本的ニーズについて論じた。ここまででもう⼗分である。

しかし、「社会的」な基本的ニーズを具体的に規定するためには、以下の４節で「害悪」の観念

を理解しなければならない。３節までは「基本的ニーズ」は⽣物学的な次元を徘徊していたが、

以下では、社会的次元に寄り添ってくる。⽣物学的な次元では、餓死や病気など、簡単に害悪を

設定することができた。しかし、社会的な次元では、社会は⼀つではなく、数多く存在するので、

害悪もそれぞれ違うようにみえる。 

 以下の４節を読み終えるころには、「特定の宗教的信念を⽀持することを強制されることは「害

悪」といえるのか」という疑問に応答できるようになる。 

 

２ ⽣物学的害悪 

 害悪の意味が明確なのは、⽣物学的観点から特定できる場合である。痛みや⿇痺があったり、

寿命が短くなったり、通常の⽣活を送る妨げとなるような場合には、害悪を被っているといえる

(ミラー 2011:217)。ここでいう「通常の⽣活」の基準は、中⼼的事例については⼗分明確で

あるため、論争の余地がない。 

 

３ 社会的害悪 

 ⽣物学的アプローチのみでは、⾷物や安全、医療という限られた権利しか⼈権のリストに⼊れ

ることのできないというそしりを免れるために、ミラーは、⽣物学的害悪のほかに、社会的害悪

という観念を導⼊した(ミラー 2011:217)。社会的存在である⼈間は、所属する社会において

最低限の⼈間らしい⽣活を送りたいという基本的ニーズがある。もし⼈間らしい⽣活を送ること

のできない場合、それは社会的害悪を被っているとされる。 

ここでの疑問は、共通の社会的害悪は存在するのかという疑問である。例えば、イギリスでは

定住する住居がなければ、⼈間らしい⽣活を送られないとされているので、それはイギリス⼈に

とっては社会的害悪を被っているといえる。しかし、モンゴルの遊牧⺠は、⾵⾬をしのげる場所

さえあれば、⼈間らしい⽣活を送ることができるので、モンゴルの遊牧⺠にとっては、定住する

住居がないということは、社会的害悪ではない。このように、それぞれの社会で社会的害悪が異

なっているようにみえる。 

⽣物学的害悪は１つに決まっているので、そのまま基本的ニーズへ直結することができたが、

社会的害悪の場合はどうもそのようにいかないらしいとわかる。 
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４ 社会的ニーズ 

 このように社会的⽂脈でニーズ⾃体が規定されている問題に対して、ミラーは、基本的ニーズ

に対置する概念として、社会的ニーズという概念を導⼊して応答する。 

社会的ニーズとは、すべての社会に当てはまるものではない。先ほどの例でいうと、定住する

住居に対するニーズが社会的ニーズとなり、⾵をしのげる場所に対するニーズが基本的ニーズと

なる。基本的ニーズだけが⼈権を基礎付け、社会的ニーズは市⺠的権利を基礎付ける。定住する

住居の他にも、政治参加の⾃由や公正な裁判を受ける⾃由も、社会的ニーズであり、これが市⺠

的権利を基礎付ける。このようにして、社会的害悪という観念から、⼈間にとって本質的でない

ものをとりだして、その本質的でない残りのカスを社会的ニーズと名づけるのである。こうする

ことで、純粋な社会的害悪が結晶し、先ほどの⽣物学的害悪のときと同じ要領で基本的ニーズと

直結させることができて、すっきりするのである。 

 以上で判明したのは、社会的ニーズという観念を取り除くことができれば、害悪を特定できる

ということである。ではどのようにして取り除くのか。その⼿法とは、世界中の各社会の社会的

ニーズを交差させて、重なった部分を基本的ニーズにするという交差アプローチという⼿法であ

る(ミラー 2011:219)。この⼿法の意義は、全部のニーズをクロスさせるという感動的な交差

を⽬撃できる点にあるが、それよりもむしろ、「社会」ごとのニーズを順次調査していくという

点に意義があると考える。世界中の⼀⼈⼀⼈に聞いていたら、いつまでたっても基本的ニーズを

特定できないから、社会ごとに聞いていくのである。 

 しかし、この交差アプローチでは、纏⾜（てんそく）や⼥性器切除という慣⾏について、それ

は⼈間らしさを傷つけるものでないと考えている共同体では、廃⽌することができない。彼⼥た

ちは「纏⾜が⾃分たちにとって悪いどころか、かえって⾃分を⼈間らしくしてくれるものだ」と

思っている、という⾵にその社会においては社会的意識（社会で⽀配的になっている⾒⽅）にお

いて認識されている。この社会が存在する限り、纏⾜からの⾃由は⼈権に含まれないことになっ

てしまう。殺⼈や窃盗の禁⽌規定などは全ての社会にあるが、纏⾜の禁⽌規定はそうではないの

である。 

 

５ 客観的アプローチ 

 そこで、ミラーは、交差アプローチではなく、客観的アプローチという⼿法を提起する(ミラ

ー 2011:220)。それは複数の異なる⽂脈に反復的に現れる⼈間的活動があるという「事実」

に訴える⼿法である。例えば、⾷物や⽔、労働、遊戯、学習、家族の扶養、移動・良⼼・表現の

⾃由などが基本的ニーズの⼀覧へ導出される。 

これらの表⾯的形態は共同体ごとに異なるとしても、そうした活動⾃体は普遍的なものとして

描き出せる。この活動に携わることができるとき、基本的ニーズが満たされており、⼈間らしい

⽣活を送っているといえる。 
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もちろん、活動の具体的な内容として何を設定するかは各社会に委ねられている。例えば、教

育という活動についていえば、⽇本においては９年間教育を受ける⾃由が基本的ニーズとして認

められているが、別の社会はそうではない（ここで⽣じる反対意⾒は、⽇本では教育に対する基

本的ニーズは９年間ではなく、⾼校や⼤学、⼤学院などで教育を受ける⾃由も基本的ニーズとし

て社会的に認められているという反論もあるかもしれない）。どの程度の教育を受ける⾃由が基

本的ニーズとして認められるかは、各社会の公共的熟議によって決定することができ、この決定

が⼈権として通⽤するのである(施 2010:169)。 

このように、⼈権は、社会固有の要素と、前述した⽣物学的な要素との２つから構成されてい

る。⽣物学的な要素とは、先ほど論じたように、⼈間という個体を⽣存させるための⾷物や医療

などのことであり、社会固有の要素と⽐べて変動することがほとんどないので、⽂化横断的な要

素といえる。 

 

６ 宗教的⾃由 

 さて、先ほど４節１項において提⽰した疑問は、「特定の宗教的信念を⽀持することを強制さ

れることは、⼈類共通の社会的害悪といえるのか」という疑問であったが、ここで応えることが

できる。 

まず、宗教選択の⾃由について論じることから始める。 

客観的アプローチによると、宗教選択の⾃由はつねにニーズとはいえない。なぜなら、歴史上、

宗教を選択してきた⼈達も確かにいるだろうが、宗教を選択しなくても満⾜して⽣きることので

きた⼈達も⼤勢存在しているし、そもそも宗教的活動をせずに⽣きることのできた⼈も⼤勢いる。

したがって、宗教選択は何度も歴史に現れてくる⼈間的活動とはいえず、普遍的なものとして描

き出すことはできないということになり、宗教選択の⾃由は基本的ニーズとはいえない。 

 しかし、宗教選択の⾃由はだめだったが、宗教選択の⾃由をつつみこむ宗教の⾃由は、良⼼の

⾃由と重なる部分があり、この部分は基本的ニーズとして認められるのではないか。つまり、良

⼼の⾃由が基本的ニーズであるのなら、良⼼の⾃由と重なる部分も基本的ニーズであるといえる

ので、良⼼の⾃由と重なる宗教の⾃由の⼀部分は基本的ニーズであるといえる。 

ここで、良⼼の⾃由とは、反感を抱く価値に従って⽣きるよう強制されないということであり、

これは、宗教的信念を⽀持することを強制されない⾃由と同じものであるので、これは普遍的な

ものとして認められ、基本的ニーズに含まれることになる。 

 結論を述べると、「特定の宗教的信念を⽀持することを強制されることは、⼈類共通の社会的

害悪といえるのかどうか」と⾔うと、社会的害悪であるといえる。宗教を選択する⾃由はないが、

宗教を強制されない⾃由はある。似ているようでちがう。 

 

７ 客観的アプローチへの批判 
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 しかし、ここでの疑問は、広範に繰り返し⽴ち現れる活動といっても、結婚しない独⾝者や、

労働をしない貴族もいたはずであるのに、なぜそれらの活動を無視して、⼈間の肯定的活動のみ

を切り出すことができるのか、という疑問である。つまり、何をもって肯定的としているのかと

いう疑問が⼀つ⽬の疑問である。 

そして⼆つ⽬の疑問は、誰かを殺すという殺戮活動や、他⼈のものを奪うという略奪活動、宗

教的活動、⾃治的活動なども広範に繰り返し存在したはずであるが、これらの活動を広範に繰り

返し存在「しなかった」活動と⾒なしているのではないかという疑問が⼆つ⽬の疑問である。例

えば、宗教活動についていえば、⽇本⼈は宗教活動をしていないように⾒えるし、他の⽂化にお

いてもそのような⽂化は多く存在するので、宗教活動は広範に繰り返し存在しなかった活動のよ

うに⾒える。しかし⽇本⼈は、万物の中に神がいるという汎神論的なアニミズムを採⽤している

だけで、実質的にそれは宗教的活動であったといえるのではないだろうか。 

この疑問について客観的アプローチは応答できないし、仮に広範に繰り返し存在すると認めた

としても、おそらく客観的アプローチにおいては、宗教的活動が肯定的活動としてとして評価さ

れることはない。 

 客観的アプローチにおいて、ある視点が⾒落とされていると主張したい。それは、事実を評価

するときの態度についてである。「どれを尊重に値する道徳的に重要な「本性」と位置づけるか

ということは,「事実」を超えた視点による「評価」が必要」なのである(河⾒ 2009:41)。 

客観的アプローチにおいては、事実を評価する基準はどこに置くか。おそらく評価の基準は、

基本的ニーズの本体に置かれている。つまり、ニーズというからには、何らかの⽬的が設定され

ているのであり、ここでいう⽬的は、⽣命維持に収斂されていると考えるべきである。⽣命維持

という⽬的が本体である。 

例えば、客観的アプローチにおいては、良⼼の⾃由が基本的ニーズとして切り出されており、

⼈間の普遍的活動だと評価されているが、これがなぜ普遍的かというと、その活動が広範に繰り

返し⽴ち現れているからという理由である。しかし、先ほど述べたように広範に繰り返し⽴ち現

れる活動は他にもあるので、なぜこの活動だけを切り出してきたかという問題が⽣じる。直観的

アプローチを採⽤していないのだとしたら、残る答えはただ⼀つ、⽣命維持という⼤⽬的に還元

された基準に⽴っているからである。 

それは具体的にいうとこういうことである。良⼼の⾃由とは、⾔い換えると、本⼼に従わない

ことを強制されない⾃由であるが、この⾃由を⼈間が必要とした理由は、カラクリ⼈形のように、

本⼼に従うことができないまま⽣きることを余儀なくされることによって、ストレスがたまって

衰弱死するという⽣命危機を避けるためである。このような理由から、良⼼の⾃由は普遍的活動

であると切り出すことができる。 

これにしたがって⾔えば、政治参加という活動の場合は、べつにそれに関わらなくても⽣命を

維持することができるので、普遍的活動として挙げられないことになる。家族の扶養という活動
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においてはどうか。家族の扶養活動とは、⾃⼰の⽣存上の利益に向けた⾏動調整が産み落とした

産物であり、これは普遍的活動であるとされる。このように、⼈間を「合理的・⽬的志向的⾏為

主体」として⾒なす進化⼼理学的な原点に暗黙のうちに⽴って、⼈権の⼀覧表が縮⼩されている

と⾒通される。 

 以上の４節で、基本的ニーズの狭さを論じた。以下では、基本的ニーズを柔軟にさせるために

＜意志＞の捉え⽅を変更すべきであることを主張し、この論⽂を終える。 

 

第５節 基本的ニーズの限界をのりこえる 

 ⼈のものを盗む癖のある⼈は、われわれにとって、めいわくな存在である。何度も何度も⼈の

ものを盗んでくる盗っ⼈から逃れることのできる⽅法はただ⼀つ、シャリア法において、両腕を

切断することである。こうすれば、彼は⼈のものを盗むことができなくなるし、何より、魂が浄

化され、来世において⼤きな刑罰を免れることができるのである。 

 このような刑罰の存在は、イスラム共同体の信仰⼼の強さを確かに⽰しているものである。し

かしながら我々の⼀般的感覚からすると、やはり抵抗感がある。この気持ちがあるのは、⾝体的

統合の⾃由という基本的ニーズを意識しているからである。リベラルな政治⽂化において、⾝体

的統合の⾃由という基本的ニーズに対して精神的ニーズが先⾏する場合は、例えば、⺟親に⾃分

の肝臓を移植するときのように、他⼈の⼈権を侵害しておらず、かつ、⾃分がその選択を⾃由に

意志しており、かつ、⾃分が死なない場合である。 

我々には、⾝体的統合の⾃由を放棄することを強制されない⾃由がある（刑務所に髪の⽑を切

られるではないかと反論できるかもしれないが、これは⽣命維持という⽬的の下では⼩さな事件

である）。なぜ⾃由を放棄することを強制されないのかというと、そもそも⼈権が喪失あるいは

劣後するのは、他者の権利をよりよく保護するためであるからであり、それ以外の場合には強制

されることはないからである。 

シャリア法において⼈権が喪失・劣後する理由は、他者の権利を保護するというよりもむしろ、

魂の浄化という本⼈の精神的ニーズのためである(ミラー 2011:244)。このように、精神的ニ

ーズを持ち出すことによって⼈権を制約しようとする者たちに対して、「基本的ニーズ」は応じ

ることができない(ミラー 2011:232-233)。 

 そこで提起したい考えは、本当の意志が発せられた場合、本来の基本的ニーズが消えるという

考えである。⾔い換えると、精神的ニーズが基本的ニーズに転化する。 

この考えを採⽤すると、基本的ニーズの絶対性の⽴場から、両腕切断という刑罰の範囲を限定

することができる。結論だけをまず述べると、窃盗犯が「窃盗すると両腕切断の刑罰を受けるこ

と知って」、かつ、「両腕切断の刑罰が魂の浄化になることを感覚的に知って」いる状態で、窃盗

をするという衝動的意志を働かせた場合、魂を浄化したいという精神的ニーズが基本的ニーズの

先端へ上昇し、窃盗犯は刑罰を受けたいことを第⼀義として意志するようになり、この２つの条
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件が整っている場⾯においてのみ両腕切断の刑罰を執⾏できる。といっても、それは後に窃盗犯

が運命の和解に失敗したら不当になるという未来からの条件つきである。そして、執⾏した時点

で本来の基本的ニーズは精神的ニーズによる⽀配から解放される。 

 魂の浄化という点は通常、リベラルの政治⽂化の側からは理解できないが、これを次のように

捉え返すことができる。犯罪⾏為の時点から刑罰の執⾏までの間、刑罰を受けたいという意志が

持続しているということは、犯罪⾏為の働きかけの瞬間に、⾃⼰将来への必然性が決定されてい

るということであり、この必然を⾃ら招きよせた運命だと捉えるために、シャリア法の場合は、

来世の⾃分を想像する。しかし来世の⾃分を想像しなくても、運命と捉えることができる。 

それは感覚を通してなされる。感覚は⼀個の限定された有機体に直接宿るのではない。個⼈か

ら⽣まれるには深すぎるからだ。それは共同体から来るものである。もちろん、胸が痛いとか⼣

暮れが⾚いとかいう感覚は、個⼈の中にあるようにみえる。しかし、なぜ胸が痛いのか、なぜ⼣

暮れが⾚いのか、と思惟する段になると理性の領域へ経験が移⾏し分裂が始まるが、その移る刹

那の⽅向を決定するのは⾃然的⾃⼰規定であり、感情の語源が、降ってくるもの、であるように、

それは外的に規定される。 

たしかに現在は資本主義の進展により外的条件は複雑に変化しており、その源泉を特定するの

は困難であることは認める。しかし共同体の感覚を通り抜けて受け取ることができて、かつ、そ

の感覚を順調に発展させることのできたときに初めて、申し訳なかったーという気持ち（逆にい

えば、有難いという気持ちの極み）を本当の意味で感じることができると考える。 

共同体との愛による運命の和解が⾏われているのだと捉えれば、 来世の⾃分のためではなく、

共同体員との信頼に満ちた関係を回復しようとする積極的な「共同性の⾃覚」的⾏為として⾒な

すことができ、これは来世の観念を重視するシャリア法とは違う意味で、魂を浄化するという精

神的ニーズを捉え返すことができる。 

以上を整理すると、衝動的な仮の意志を発した時点で、⽣への配慮を超える必然はすでに決定

されているが、まだ意識は必然を運命として捉えることができてない。そこでそれを運命として

捉えるために刑罰をぶつける。刑罰を受けたいという意志を本当はもっているということの意味

は、ある必然性にすでに規定されているという意味である。刑罰を受けることで、共同体の感覚

は想起されることになる。それは両腕が切断される瞬間に想起されるのではない。共同体員から

の⾃分に対する⾮難の⽬の中で想起される。再現されたものに喜びを感じるとアリストテレスが

⾔ったように、共同体のおかげで、運命として捉える事に成功する。そのときに初めて必然だっ

たのだと気づく。 

芦⽥愛菜がこう⾔った、キュンとするということは⼼がつながっているということなのか。そ

の⾔葉は夏⽬漱⽯が⽉がきれいですねと⾔ったのと同じように、同じ時点で同じ感動を受け⽌め

る活動が恋愛関係の本質であると⽰すものであり、刑罰執⾏は共同体と⾃分との決まりごとの更

新であり、この社会契約の更新における刹那に恋愛関係は成⽴する。やがて恋愛から愛情へ移る
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ころ運命が予感され、愛において膨張した運命は、⽣への配慮を超える必然に気づく。⽣命より

⾼い必然を⾒つけたガンジーや犯罪者は、運命にすなおであったといえる。 

 

第６節 結論 

 カロリーメイトを⾷べる⼈権と、キャビアを⾷べる⼈権がある。 

 

おわりに 

 ⼈権は国境のない祝祭であり、閉幕のいらぬ演劇である。 
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貧困とフェアトレード 
梶川美輝 

 

第１節 出発点 

 ここ数⼗年で世界の構造は⼤きく変わった。20 世紀終盤に起こった IT ⾰命による急激なボ

ーダレス化が進み、いまや現代社会はこれまでにないほどのグローバル社会となった。我々はク

リックひとつで世界中のあらゆる⼈や情報にアクセスできる。そういう意味では今や世界と個⼈

との距離は確実に縮まりつつある。しかしながら、いまだに世界の富の 50%は上位 2%の富裕

層によって独占されており、所得分配の不平等さを⽰すジニ係数を⽤いて所得格差の指標をみる

と、その値は 0.9 を⽰しているのが現状である(0 に近ければ平等、1 に近づけば不平等を表す)。 

 ところで、私たちは他国の絶対的貧困にあえぐ⼈々よりも⾃国の相対的貧困者に対してより⾝

近な感情を抱き、どちらかといえば⾃国⺠の相対的貧困者を助けたいと考えがちであるが、それ

はなぜであろうか。シンガーはこれについて、⾃国⺠を「⾃分たちの仲間」として偏愛の対象と

している為とし、友⼈や家族といった関係の⼈間に対しては偏愛の存在を容認するも、善を促進

する以上の偏愛、すなわち家族や友⼈以外の⾃国⺠への偏愛は認めるべきでないとする。 

 

愛情と友情を認めるための公平な理由を⾒つけることはもっと簡単である。愛好に基づく

関係が偏愛的にならざるを得ないとしても、ほとんどの⼈にとって、それは善き⼈⽣と呼

びうる⼈⽣の中⼼をなす。特定の他者に愛着を持たずに幸福で充実した⼈⽣を送る⼈はめ

ったにいない。これらの偏愛的な感情を抑圧することは、何か⼤きな価値あるものを破壊

することであり、したがって公平な視点から正当化することはできない。(…中略…)公平な

視点に⽴つことによってわかることであるが、⼈種差別的偏愛主義は、反対できるもので

あるし、また反対すべきものである。なぜなら、私たちが反対することが、罪のない⼈々

に⼤きな危害が加わるのを防ぐのに有効だからである。(シンガー 2002) 

 

 このように、我々は普段なんとなく⾃国⺠と他国⺠を線引きしているが実際には明確な根拠は

なく、またそのような線引きも許されるようなものではない。加えて、グローバル化により世界

がより⾝近になりつつある現代においては、他国であっても絶対的貧困者の存在は看過できる問

題ではないように感じられる。 しかしながら、実際問題として私たちは外国との「アクセス」

は容易になったものの実質的な距離が近くなったわけではないので、⾏動を起こすための「⼿段」

はいまだ多くはない。そのような数少ない⼿段の中、我々が⽇常の中で⽬にすることのできる絶

対貧困者⽀援の⼿段としてフェアトレードが挙げられる。そこで、現状の所得格差を是正するた

めの⼿段としてフェアトレードが有効に機能しうるのかを批判的にとらえ、フェアトレード活動

をより発展させた制度として「フェア関税制度」を提案したい。 
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第２節 フェアトレードの特徴と⽋点 

フェアトレードは、中間業者を排する、あるいは商品⾃体の値段を上げることで、貧困国に

おける加盟原産者の取り分を増やすことで所得の向上を主な⽬的としている。この運動の特徴は

従来の「援助」という形での貧困国⽀援ではなく「売買」という資本主義経済の形態に基づいて

⽀援が⾏われる点にある。これにより、⽣産活動に対するインセンティブという形の⽀援⾦は貧

困労働者に対して直接賃⾦として⽀払われ、貧困の是正につながるというものであるが、この経

済制度には 3 つの批判を加えることができる。 

1 つ⽬は、市場規模の⼩ささである。P.シンガーによれば、「豊かな国で、平均か、それ以

上の収⼊のある⼈は、扶養家族が特に多いとか何か特別な理由がない限り、絶対的貧困を減少さ

せるために所得の 10 分の 1 を提供するべきだと訴えても差し障りないように思われる」(シン

ガー 2005:294)。⽇本では現在 2010 年の産業全体の市場規模が約 1005 兆円であるに対

し、同年のフェアトレード市場が 16 億 7 千万円の規模しかないことを考えると、全体の僅か

0.000015%というごく僅かな規模の活動では貧困者に与えられる恩恵の⾦額から⾒ても極

めて不⼗分といえよう。 

これに対しては、⽇本のフェアトレード市場の規模⾃体がまだ若いものであることと、規模

⾃体は⼩さいものの 2005 年から 2010 年までの 5 年間で市場規模が 4 倍弱も拡⼤している

ことをあげて成⻑性を主張して反論できる。しかし、成⻑が期待できることとグローバルな貧困

への解決案としての有⽤性は必ずしも⼀致しない。もちろん将来的に⼤きな市場となる可能性は

重要だが、問題は今現在発⽣している、「3 秒に 1 ⼈が死んでいる」という現状そのものであ

り、今現在発⽣している貧困への解決案は早急かつ確実なものであることが望ましく、その点に

おいてフェアトレードは適当とは⾔いがたいであろう。 

2 つ⽬はこの運動⾃体が、現⾏の資本主義経済に沿った形で構築されたシステムであるもの

の、その根本的性質に貧困者の援助という反資本主義的性質を有しているという点である。カー

ル・マルクスが『資本論』において定義した資本主義は「⽣産⼿段が少数の資本家に集中し、⼀

⽅で⾃分の労働⼒を売るしか⽣活⼿段がない多数の労働者が存在する⽣産様式」であるから、そ

の経済様式⾃体に富裕国と貧困国の強弱関係が原始的に内包されているといってよい。 

このような強弱関係を含む資本主義は「より良いものをより安く」という性質からも分かる

ように富裕国、すなわち主に買い⼿である先進国に有利にできており、逆に⽣産に従事せざるを

得ない貧困国には不利である。また、フェアトレードはその性質上他の製品よりも割⾼にならざ

るを得ず、そのうえ現状では価格上昇分の付加価値を得られていない点もフェアトレードの拡⼤

を妨げている。 

3 つ⽬は、これが私の思う最も⼤きな問題であるが、このフェアトレード運動は必ずしも絶

対的貧困者を貧困から救うための⼿段として機能するわけではない点である。フェアトレードに
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おける貧困国への⽀援はあくまで｢フェアトレード団体に加⼊しており｣｢⽣産⼿段を有する｣貧

困者への⽀援であり、⽣産⼿段を有していない絶対貧困者や⽣産業を営んでいてもフェアトレー

ド団体に加⼊していない或いはできていない⽣産者に対しては有効な⼿段ではない。以上のこと

から総合して考えるに、少なくとも「グローバルな貧困」を解決する⼿段として、現在のフェア

トレードという運動は⼒不⾜といえる。ただし、ここでの⼒不⾜は必ずしも無⼒であったり機能

しないということを意味するわけではない。 

 

第３節 フェアトレードの可能性 

 グローバルな貧困を解消する⼿⽴てとして現⾏のフェアトレード活動が⼒不⾜であることは

前節で述べた。しかし、それでもフェアトレードがグローバルな貧困に対して有効な⼿段になる

可能性は⼗分にあると私は思う。というのも、フェアトレードには他の貧困国⽀援にはないいく

つかの利点がある。 

 1 つ⽬の利点は、多くの貧困国に対する援助は純粋な資⾦援助であるのに対して、フェアトレ

ードによる援助は労働の対価として⾏われる点である。資⾦援助においても、ただ資⾦を貧国に

対して提供するだけではその後の貧国にとっては⼀時しのぎでしかなく、本格的な貧困脱出を望

むための⾜掛かりとはなりにくい。この点について、ポッゲはアルバート・ハーシュマンによる

反動的レトリックの分類である 3 種類の悲観論の１つ、無益論に対する反論で次のように述べ

ている。 

 

ハーシュマンの分類における「無益」論の例になる安直な仮説とは、開発援助の試みの失

敗の歴史が⽰すように、「問題に向かって⾦を投じる」ことでは世界の貧困は根絶できな

いというものである。(…中略…)たしかにこの種のどんなプロジェクトについても、隠され

た悪影響がどこか別のところで、あるいは後になってから⾒た⽬のよさを帳消しにするの

ではないかと推測したり、今では富裕な諸国でのかつての貧困削減に対してニューディー

ル政策や国際的公共⽀出(例：マーシャル・プラン)は⾒かけとは違い貢献しなかった、と主

張したりする専⾨家は常にいる。こじつけのようなものであっても、そうした主張は⼀聴

に値するし、思わぬ否定的影響を特定し、先⼿を打ち訂正するためにそれから学ぶように

するべきである。しかしそれらの主張によって、ありうるすべての貧困削減プロジェクト

がどの貧しい国でも全く効果がないといった安直で都合のよい結論を正当化することはで

きない。(ポッゲ  2010:32) 

 

 しかしながら、「問題に向かって⾦を投じる」⾏為によって貧困国にもたらされる効果が薄い

ことを正当化することは難しくても、この⾏為が少なくとも「対価として資⾦を提供する」⾏為

ほどには効果をあげることが困難であることは⽐較的容易に説明できる。 
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 わかりやすく釣りを例にあげて説明すると、池のほとりに釣り⼈が２⼈いる。１⼈は釣りの上

級者でもう１⼈は全く釣りの経験がない⼈間である。釣り素⼈は⿂が釣れずに苦しんでいる状況

とする。 

 さて、この素⼈に対して上級者ができる⽀援は３通り考えられる。①は⾃分の釣った⿂を彼に

あげること。これは最も簡単でしかも釣り素⼈の窮状を最も直接的に救うことができるが、困っ

たことに彼の釣りスキルは上達することなく、彼が釣りをするたびに誰かが⿂をあげ続けなけれ

ばならない。 

 ②は⿂をあげずに釣り⽅だけを教える⽅法であるが、こちらは⿂を釣るスキルを素⼈が習得す

るまでは現状に動きはないものの、⻑い⽬で⾒れば素⼈が⾃⼒で⿂を釣れるようになるという点

で有効といえよう。 

 ③は、素⼈が⿂を⼀匹釣るごとに上級者が⿂をあげるというものである。この⽅法であれば、

素⼈からすれば釣りの成果が 2 倍になることがインセンティブとなって積極的に釣りの技術習

得に励むであろうから、現状においても未来においても(技術を習得できる)有効な⼿段といえよ

う。フェアトレードはまさにこの 3 つ⽬の考えである。 

2 つ⽬の利点は、フェアトレードは現⾏の資本主義制度のもとで実⾏可能なシステムである

ことである。ポッゲによれば、現⾏の世界的経済秩序すなわち WTO 体制は貧困層に対して害悪

をなしているとしている。「私は、WTO 体制が市場をあまりにも開放しすぎると⽂句を⾔って

いるのではなく、我々の市場をあまりにも⼩規模に開放し、我々には⾃由貿易の便益をもたらし

ながら世界の貧困層にはそのような便益に⼿が届かないようにしていると⾔っているのだ。貧し

い諸国⺠は彼らの⽣産物を輸出することに対する⾼い(⼗分な所得をもたらしうるサービス業に

してはさらに⾼い)障壁に直⾯し続けている」(ポッゲ 2010:43)。 

 ポッゲをはじめ多くの学者が指摘するように、現在の世界的経済秩序は富裕国にとって有利な

ルールのもと富裕国によって強⼒に推し進められた形態であるから、仮に現在のようにグローバ

ル化が進⾏したところで、富裕国がすすんで⾃らが有利になるよう仕組まれた経済秩序を放棄し

てまで貧困国を救済するとは考えられない。そのため、貧困国が経済的に発展しようとするにあ

たって、もっとも実現可能性が⾼い⽅法は「現⾏の経済秩序の枠組みの中で発展すること」であ

る。その点では、フェアトレードが資本主義の基本である売買の類型であることは、現⾏の経済

秩序のなかであっても実現可能を多分に有していることを表す。 

 とはいえ、この利点については 2 節の 2 つ⽬の「フェアトレードの根本的性質が資本主義に

反している」といった批判と⽭盾しているという指摘があるだろう。これについては次節で述べ

る。 

 

第４節 フェア関税 
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 前節の最後で発⽣した⽭盾から導き出される結論は、フェアトレードの「現在の世界経済秩序

の形態に親和的」という性質が、実質的にフェアトレード市場規模の拡⼤を制限しているという

ものである。とすれば、やはりこのままのフェアトレードではグローバルな貧困に有効なシステ

ムたりえないであろう。そこで、私は現在⼗分な機能を発揮できないないフェアトレードのシス

テムをいったん廃⽌することを提案したい。そしてまた、前節で述べたフェアトレードの可能性

に着⽬し、それら可能性をフェアトレードから受け継いだシステムとして、フェア関税というシ

ステムを提案し、このシステムの導⼊の是⾮を検討したい。 

私が提案するこのフェア関税というシステムは、私たちが知っている関税と同じく輸⼊貨物

に対して付加する間接税であるが、通常の関税との差異は、通常の関税の⽬的が主に国内産業の

保護と財政収⼊であるのに対し、フェア関税においては輸⼊先の農業保護を主たる⽬的とする。

すなわち、関税額を国内の税収にするのではなく、逆に輸⼊先の貧困国に渡すのがこの逆関税の

考え⽅である。具体的には、例えば現在⽇本において、輸⼊コーヒー⾖には 12%の関税が課さ

れている。この関税 12%は現在地⽅税として国家に持っていかれるが、フェア関税の場合は国

家の歳⼊には充てられず、それらの税収はコーヒー⾖の輸出先に渡される。このフェア関税とい

うシステムをいくつかの輸⼊品⽬、とりわけ海外からの輸⼊に依存しており、かつその取引先の

メインが貧困国である品⽬に対して課すことを提案したい。 

このフェア関税システムの利点は、フェアトレードが抱える問題を解決しうる点にある。ま

ず 1 つ⽬は 2 節であげられた批判である市場の⼩ささと、そこからくる利益の低さであるが、

この逆関税においてはいくつかの品⽬、すなわちコーヒー⾖ならば国内に流通する輸⼊コーヒー

⾖すべてに課税して輸⼊もとの国に税収を渡すため、フェアトレードとは⽐較にならない規模の

収⼊を得ることが可能である。また、輸⼊品に対して従来課せられていた関税をフェア関税に変

えるだけであるならば、税収の減少はあれど私たち国⺠が普段市場で購⼊する分にはフェア関税

に切り替わっても値段に変化はないため、現⾏のフェアトレードとは違い値段の不均衡が発⽣し

たりする恐れはない。 

2 つ⽬の利点は、市場の不均衡を正すことができる点である。現在の世界経済秩序は先述の

とおり先進国に有利にできており、先進国は関税を⽤いて⾃国の産業を守ることができるのに対

し、輸出に頼らざるを得ない貧困国はこの関税がネックとなり、まさにポッゲの⾔うところの「⾼

い障壁」に苦しんでいる。また、⽇本も先進国としてこの WTO 体制の恩恵を受けていることと、

貧困国に対して消極的義務違反である現状を考えると、フェア関税を導⼊することで先進国に対

してだけでなく、貧困国にとってもうまみのある関税を設定することは必ずしもやりすぎとはい

えないのではないだろうか。 

そして 3 つ⽬の利点は、この制度がフェアトレードと同じく売買をベースに機能するシステ

ムであるという点である。フェア関税も関税と同じく貿易、輸⼊の際にかかる税であるから、対

象品⽬が売れれば売れるほどその国に⽀払われる逆関税額も⼤きくなるので、対象産業の発展が
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そのまま貧困国の発展につながる性質を持つ。また、フェア関税はあくまで輸⼊の際にかかる関

税の⼀種なので、過剰な⽣産に対してはそもそも貿易において買い⼿がつかないため過剰な⽀払

いを⽇本が迫られる恐れも少ないので、貧困国にメリットがあり、かつ⽇本へのリスクが⽐較的

少ない税⽀援と考えられる。 

 

第５節 フェア関税への批判 

 フェアトレードの⽋点を補い、新しく貧困国の⽣産者を救うために考えたフェア関税だが、も

ちろん問題点も少なからず存在する。 

 1 つは他国の貧困者のためにフェア関税という形で⽀援を強制化することへの反発である。そ

もそも、⽀援というのは各個⼈の⾃発的⾏為によるものであり国家の税によって強制されるもの

ではない。しかし、先述のように現在貧困国がおかれている状況というのは、⽇本を含む先進国

による加害と消極的義務違反によって⽣み出されたものである(ポッゲ 2010:43)から、⽇本

には貧困国に対して何らかの⽀援を⾏う義務があり、⽇本という国で⽣き、恩恵を享受している

我々国⺠はその⽀援に対して積極的に参加すべきであろう。 

 また、このフェア関税においては功利主義の観点から考えると、この制度を導⼊することで貧

困国の⽣産者や貧困国そのものの発展につながるという点では「最⼤多数の最⼤幸福」を実現し

うるシステムともいえる。 

 次に、2 節でのフェアトレードへの批判の 3 つ⽬にあったように、フェアトレードで救われ

る貧困者はごく⼀部であるという批判が考えられる。しかしながら、このフェア関税制度では対

象品⽬の貿易量に応じて国に⾦額を⽀払うシステムを考えている。そのため、⾃国⺠の⽣産によ

り多くの資⾦を貧困国が得られるようになる。 

 ここで重要なのは、国家が得られる⽀援⾦の多寡は⽣産者にかかっているという点である。国

家がより多くの収⼊をフェア関税から得ようと思えば、より⼿厚い保護を⽣産者に対して課すの

が望ましいであろう。また、現⾏の福祉国家制度においては、いくらグローバル化が進めども基

本的に福祉国家は国家単位で成り⽴っているものであり、⾃国内で起こっている問題については

⾃国で解決すべきである。 

 さて、このように考えると、もちろん我々も他国の貧困にあえぐ他国の絶対貧困者を助けたい

とは思うものの、やはり福祉国家の性質上、まずは国家が⾃国⺠に対して⽀援を⾏うべきであり、

そのための資⾦を我々が貧困国にフェア関税という形で渡すのが妥当であろう。 

 

第６節 結論 

 以上のことから、私の最終的な結論としては、フェアトレード⾃体にはグローバルな貧困を解

決するだけの⼒はないが、フェアトレードのもつ性質や意義は⾮常に重要であり、国がこれらフ

ェアトレードの意義を踏まえて貧困国の産業保護と⽀援を⽬的とした新しい⽀援制度のフェア
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関税制度を導⼊するべきだ、というものである。この制度については当初、⽇本国⺠全体に課税

して貧困国⽀援を⾏う制度を考えていたところ、浮上した問題点を検討するうちに今回のような

フェア関税制度に⾏き着いたものである。 

 しかし、解決しきれなかった課題点として、フェアトレードという消費者の⾃発的⽀援から関

税制度を利⽤した国家による⽀援に切り替えることで、国⺠のグローバルな貧困への意識が薄れ

るのではないかという懸念が挙げられる。フェアトレードに限らず、多くの貧困⽀援活動は個⼈

の⾃発的⾏動、すなわちトマス・アクィナスはじめ多くのほう哲学者やキリスト教の教えでもあ

るような「持つものは持たざるものに分け与えよ」という思考のもとに⾏われている。そもそも、

フェアトレードにしても⽇本は欧⽶諸国に⽐べて認知度や関⼼が低い。これはやはり幼いころか

らキリスト教的な分け与えの精神に馴染みがあるか否かという点が⼤きいのではないだろうか。 

 しかしながら、先述のように⽇本も認識の有無に関わらず経済制度に加担した国のひとつとし

て⽀援する責任は免れないのであり、現状の逼迫した世界的貧困や不平等を考えるに、フェアト

レードをはじめとした⾃発的活動による意識の⾼まりを待つ余裕はないといえる。最終的な結果

として、フェアトレードを廃⽌する⽅向の提案となってしまったことについては残念である。 
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遠国の貧困に対するメディアの責任 
⼤⻄博⼦ 

 

第⼀節 序論 

2011 年の国連世界⾷糧計画（以下ＷＦＰ）によると、9 億 2500 万⼈が飢餓状態にある。

アフリカの貧困問題は、国際問題上最も深刻な課題であると認識されている。イギリスの BBC

やアメリカの VOA は、アフリカのニュースをタイムリーに報道している⼀⽅で、⽇本のニュー

ス番組は現在も報道に多くの時間を割かない。 

⽇本⼈１⼈あたり 100 円の寄付をすることで救うことができる命があるのは明⽩な事実で

ある。救うことができる命を救うという道徳的な義務や責任を私たちは果たすべきであるのに、

海外⽀援に対する関⼼が薄いのはなぜか。 

そこで鍵を握るのがメディアである。情報化社会に⽣きる私たちが海外の情報を得ようと思

うとき、メディアを通じる。今や、私たちの知識はメディアの情報を基盤として形成されている。

メディアが公平性を⽋いた情報のみを流し続ければ、私たちはその偏った事実のみを知識に組み

⼊れる他ない。そして、メディアが報道しないような、常に問題とされるべき経済開発や貧困撲

滅に関する議論は、私たちと関わりないところで進められている。世界の絶対的貧困のように、

私たちが取り組まねばならない恒常的な問題に関する情報や道徳的義務を果たすための情報を、

メディアは公平かつ⼗分な機会をもって提供せねばならないのである。本論では、アフリカの貧

困を具体例に、⽇本のメディアの問題点を探り、改⾰の必要性について論じたい。 

 

第⼆節 メディアの影響⼒ 

（1）メディアと国⺠概念 

前途の通り、私たち⽇本⼈はアフリカの回避可能な絶対的貧困を⾒逃すべきではない。しか

し、多くの市⺠が、⾃国⺠の利益を最優先事項として考えており、道徳的義務は⾃国に対してし

か負わないと考えている。この国⺠の感覚の根底には、⾃分が⽇本という国家で⽣活する⽇本国

⺠であるという⾃覚があるのだが、⽇本国⺠であることの唯⼀の確証は、⽇本国籍に登録されて

いる事を証明する書⾯しかないのではないだろうか。それでは、「国⺠」とは何か。明瞭な回答

を与えたのがインドネシアの⽂学者ベネディクト・アンダーソンである。 

アンダーソンは、その著書『想像の共同体』において、出版資本主義が国⺠概念を形成した

と指摘する(アンダーソン 1995)。印刷資本主義において印刷物に使⽤された⾔語は、新聞や

⼩説といった当時のメディアを通して広く⽤いられ⼈々の共通⾔語となる。⼈的移動が容易にな

ったことにより、故郷という共同体を離れなくてはならなかった⼈間は、この共通⾔語を⽤いて

互いに仲間意識を深め、そのうち⾔葉が通⽤する範囲を国家、そしてそこで⽣活する⼈々と⾃分

は国⺠であるとして想像上の絆をイメージするようになった。また、マルチメディアの現代では、
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出版物以外の様々なメディアの情報によっても、私たちは国⺠概念を形成している。国家・国⺠

は実態ではなくメディアを媒介に形成された想像上の概念なのである。 

すなわち、メディアの報道如何によって、私たちは共同体意識を拡張することも可能なので

ある。すると、⾃国⺠の利益を最優先事項として考え、道徳的義務は⾃国に対してしか負わない

という主張を⽀える国⺠概念は、世界市⺠意識が浸透すれば、遠国の貧困に対する⽀援を肯定す

る曖昧な⽴場であると⾔えるかもしれない。 

現在、世界市⺠意識は浸透していないが、そんな中でも、東⽇本⼤震災のように、事態の重

⼤さを知りさえすれば、国外に対して共感に基づいた⽀援をする者はたくさんいる1。その意味

では、国⺠概念は共同体概念の⼀種であり、共同体概念は共感により構成されていることが確認

できるように思われる。 

 

（２）メディアと⽀援 

それでは、ここで災害⽀援に対するメディアの影響⼒について、2011 年東⽇本⼤震災と

2010 年アフリカ⼤東部の⼤⼲ばつを例に検討する。 

東⽇本⼤震災は、１万 5000 ⼈以上の⽇本⼈犠牲者が出た⼤規模な震災である。国内では、

ＮＨＫや⺠法各局が震災直後から 54 時間以上ＣＭを⾃粛し、既存の番組の放送を中⽌し、特別

番組を組んで被災地の報道に特化し続けた。また、震災から数ヶ⽉たった後でも、ニュース番組

は特別枠を設けて⽇々被災地の報道を⾏い、バラエティ番組においても義捐⾦の呼びかけを続け

た。特に⾃分のことのように親⾝になって復興に協⼒する国⺠の姿もよく報道された。このよう

なイレギュラーな報道形態から、「⽇本で起きた」震災について「⽇本」メディアはその情報提

供に⼀番に尽⼒せねばならないと⾔う意図を感じ取ることができる。まさしくこれを⾒て私たち

は、⽇本⼈としての国⺠意識を⾼めてゆくのである。結果として 2011 年に⽇本国内の⺠間か

ら寄せられた義援⾦は 3500 億円以上2であった。 

⼀⽅、アフリカは 2010 年の⼲ばつで 1300 万⼈が被災した。2011 年 8 ⽉の時点で

UNICEF は既に数⼗万⼈が命を落とし、最低限の資⾦にはまだ 2 億ドル以上不⾜していると発

表した。緊急⽀援の必要性が⾼いにも関わらず、⽇本の⺠放各局はアフリカの報道に対して特化

しなかった。もちろん、東⽇本⼤震災のように、メディアによる連⽇の情報提供も番組内での⽀

                                                  
1 総務省は、⽇本に対して 163 の国・地域及び 43 の国際機関から⽀援の申し⼊れがあったと発表した。

(http://www.soumu.go.jp/shinsai/) 
2 ⽇本⾚⼗字社には5136億4876万6156円、在外公館には85億円の寄付があったと発表している。

⽇本⾚⼗字社(http://www.jrc.or.jp/contribution/l3/Vcms3_00002096.html)、中央共同募⾦会

(http://www.akaihane.or.jp/er/saigaishien.html)、JapanPlatform 

(http://www.japanplatform.org/area_works/tohoku/action/08.html)、ドラえもん募⾦

(http://www.tv-asahi.co.jp/doraemonbokin/)、FNS 募⾦(http://www.fujitv.co.jp/charity/) 調べ。 
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援の呼びかけもなく、2011 年の国際連合世界⾷糧計画（以下 WFP）によると⽇本国内の⺠間

からの⽀援額は 3100 万円であった。 

この額は、悲惨な被災状況と必要⽀援額の不⾜状況を鑑みると、とても少ない⾦額である。

東⽇本⼤震災と同じようにとは⾔わずとも、アフリカ現地の悲惨さや⽀援の必要性をメディアが

継続して報道していたら、アフリカの⼤⼲ばつ発⽣の事実を知る⽇本⼈は増え、私たちが救うべ

き命が「国内に限らず存在する」ことをより認識する機会が得られたであろう。 

さらに、アフリカの⼤⼲ばつに関する⽀援を通してもうひとつ浮かび上がってきた問題があ

る。それは、メディアが政府の政策と世論との乖離を引き起こしていると⾔うことだ。⺠間の⽀

援額が少なかった⼀⽅で、⽇本政府はアフリカに対して 2011 年末までに 23 億 1000 万円

を WFP に供与していたのである。国家は⼤⼲ばつで危機的状況にあるアフリカに対して道徳的

義務を果たしただけであるのだが、その⾏為は市⺠の意識と関わりないところで⾏っていること

になってしまうのである。 

メディアがニュースとして価値あるものとして報道して来なかったために、私たちはアフリ

カを遠い異国として捉え、問題意識を持てないでいる上に、常に問題とされるべきものに対して

議論することも義務を果たすこともできないのである。情報提供の不⼗分さは、メディアの国⺠

の知る権利の充⾜という機能の点からも、国⺠の道徳的義務の実現にたいする社会的責任の点か

らも批判されるべきである。 

 

第三節 メディアの社会的責任  

それでは、メディアは報道を⾏う上で具体的にどのような責務を負っているのか。そもそも、

歴史的観点より、国⺠の表現の⾃由・⾔論の⾃由・知る権利の充⾜のために報道の⾃由というも

のが認められるようになった。それゆえ、メディアは国⺠の知る権利の充⾜のために、報道に関

して価値相対主義をとり、客観報道を基本原則とせねばならない。この客観報道の原則は世界共

通の原則であり、⽇本においても、⽇本⺠間放送連盟と⽇本放送協会が 1996 年に「放送倫理

基本綱領」を策定し明⾔しているところである。以下はその⼀部抜粋である。 

 

放送は、意⾒の分かれている問題については、できる限り多くの⾓度から論点を明からにし、

公正を保持しなければならない。放送は、適正な⾔葉と映像を⽤いると同時に、品位ある表

現を⼼掛けるようつとめる。また、万⼀、誤った表現があった場合、過ちをあらためること

を恐れてはならない。報道は、事実を客観的かつ正確、公平に伝え、真実に迫るために最善

の努⼒を傾けなければならない。放送⼈は、放送に対する視聴者・国⺠の信頼を得るために、

何者にも侵されない⾃主的・⾃律的な姿勢を堅持し、取材・制作の過程を適正に保つことに

つとめる。さらに、⺠間放送の場合は、その経営基盤を⽀える広告の内容が、真実を伝え、
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視聴者に役⽴つものであるように細⼼の注意をはらうことも、⺠間放送の視聴者に対する重

要な責務である。 

 

私たちの知識はメディアを通じて得た情報により形成される。こういった点で、メディアは

社会に対して⾮常に⼤きな影響⼒を持っている。そのため、メディアの報道の⾃由とは、社会に

対する義務や責任を伴った⾃由であって、政府からの⼲渉を許さないだけの⾃由ではない。これ

をメディアの社会的責任理論という。この考えは、『放送倫理基本綱領』より、1970 年には

既にメディア⾃⾝が認めているところである。では、社会的責任の中⾝について具体的に検討す

る。 

 

（１）ニュースによる世論形成 

 情報社会では、私たちの⽣活はメディアによって全⾯的に包囲されている。これまでは遠国の

貧困に対する情報提供の不⾜の問題に⾔及してきたが、ここでは遠国の貧困についての情報提供

が⼗分にあったと仮定する。このとき、私たちは貧困を考える上で、新たな問題に出くわす。そ

れが、想像の貧困とメディアリテラシーである。 

 たとえば、⿊⼈の⾚ん坊のお腹が膨れ上がっている映像を⾒て、殆どの視聴者は飢餓によるも

のだと理解する。しかし、それが本当に飢餓によるものかどうかは、医師の診断を受けなければ

わからない。過剰な情報を消化しきれない私たちは、それが本当に飢餓によるものなのか問う前

に無意識に答えを急いでしまうのである。これが想像の貧困の問題である。 

 また、ニュースの報道の仕⽅によって、国⺠の間に偏⾒、差別意識や敵対的な感情等を芽⽣え

させる弊害の問題がある。特にアフリカの⼈を守られるべき弱い存在として報道して構わないと

の感覚をもって、メディア側が番組を作成している場合である。この番組を⾒て、アフリカの貧

しい⼈々に対して「助けてあげたい」と多くの⼈は持つのだろう。しかし、当然アフリカの⼈々

も私たちと同じように、⾃⼰管理能⼒や判断⼒を有す意思決定主体である。このような番組報道

は、無意識のうちにアフリカの⼈を「常に援助してあげなければならない弱い存在」として捉え

ている⽇本⼈のアフリカ感を浮き彫りにしている。世論はこの報道の仕⽅に批判せねばならない

のだが、多くの⼈がこの報道に感化されてしまい、アフリカの⼈の尊厳を傷つける⾵潮に世論が

傾いてしまう結果になる。これがメディアリテラシーの問題である。 

 これに対して、センセーショナルな報道をすることで、多くの⼈がアフリカの⽀援に対して積

極的になるのであれば結果的にそれは良いのではないかという⾒⽅もある。しかし、問題なのは、

その⽀援の動機となるものがあるがままの事実ではなく、報道機関により誇張され、操作された

断⽚的な事実だということだ。正しく事実を認識しないまま⽀援することにより、⽀援だと思っ

て私達がしたことが結果としてアフリカの⾃⽴を損なわせることになったり、⼲渉にあたり現地

の⼈から反感をかってしまうといった弊害が⽣じるのである。 
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 つまり、センセーショナルな報道により、アフリカの⼈々の尊厳を傷付けるようなアフリカ認

識が形成されるだけでなく、⽀援の効果が正しく反映されず、結局は貧困打開への遠回りをして

しまうことになるのだ。どんな形であれ⽀援をすればよいという訳ではない。⽀援には、アフリ

カそのものについて「正しく理解」することが重要なのである。 

このように、メディアによって誤ったアフリカ認識が形成されることをメディアは予期し、

多⾯的な真実の報道を⼼がけなければいけない。多⾯的とは、アフリカのよくない部分だけでは

なく、アフリカにはビジネスチャンスが広がっているということや現地で活躍する⽇本⼈など、

明るい部分についてもきちんと同様に報道すべきである、ということだ。それが世論形成に影響

するメディアとしての社会的責任である。 

 

（２）報道の経営的側⾯ 

 どういったものを報道すべきかという報道の価値基準について、具体的な基準はない。あくま

で、「公平」や「公正」といった抽象的な基準のみが存在する。しかし、現実のメディアでは放

送を評価する客観的指標は視聴率であり、その数値の向上が第⼀の使命になっている。 

 それはニュース番組でも例外ではない。視聴者を引きつけるため、多⾯的な情報の提供よりも

刺激的な激しい⾮難感情を⽣むような報道スタイルや、社会問題に対しては、議論を経ることな

く⼀⽅的かつ単純な結論に急ぐ報道スタイルに変質している。そして、報道するかどうかの基準

を視聴率上昇に対して価値あるニュースかどうかで決定することにより、どこも話題性のある事

件やプライベートなゴシップ報道に集中する。ニュースの画⼀化が深刻化するのである。どのニ

ュース番組もトップニュースは同じで、似た放送の切り⼝になる。それは、必然的に集中的な報

道になり、時に⼈権侵害を起こし、本論で⾔うアフリカの貧困のような⼤事なニュースは注⽬を

浴びない。 

 また東⽇本⼤震災における報道では、メディアによる報道量と⽀援の必要度合いに相関関係が

なく、報道すらされてこなかった多くの被災地が、復興⽀援を必要としているのにそのまま忘れ

さられていく不安を感じた。これでは、社会的責任を果たしているとは⾔えず、メディアに対す

る信頼は失われ、メディアの存在意義に⽭盾したまさに危機的状況に陥る。 

 ニュースの内容以前に報道機関が存続することが重要であるといった、逼迫した状況に理解を

⽰せない訳ではないが、このようなメディアの報道倫理の⽋如を⾒逃すべきではない。 

 そこで、検討すべきは、報道の価値基準をどこに求めるかという事である。社会学者ニコラス・

ルーマンは、メディアは社会というシステムを機能させる機能的分化システムであると主張する。

そこでは、メディアは情報・⾮情報というコードで区別された事実のうち、情報として区別され

たものを全て伝達する。その中でも新鮮みを失い劣化した情報は、⼈々の知識や記億となり⾮情

報化していく。⼈々はこの知識をもとにコミュニケーションをとり、コミュニケーションの継続

が社会の継続へと繋がっていくのだ。すると、ここでいう情報とは、必然的に新鮮みのあるタイ
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ムリーな事実ということになる。⾮常にわかりやすい報道基準である。さらに、報道は機械的に

⾏われるべきで、報道にあるべき論を求めるべきではないというこのルーマンの主張は、報道の

価値基準にメディア側の主観が働かないという点で、客観報道の原則上理想的である。 

 しかし、現在の巨⼤企業化したメディアにしてみれば、この報道基準は受け⼊れがたいもので

ある。⼀番の問題は、メディアの報道は社会に対して多⼤な影響⼒があるというのに、報道に関

する中⽴性の配慮や社会的責任に対する配慮を無視しているということである。そこで、よりメ

ディアの実状を加味した報道基準の設定について、次節で検討する。 

 

第四節 ＭＡＳ(メディアの説明責任制度)の活⽤ 

 メディアに国⺠にとって望ましい公平中⽴な報道を実⾏させるにはどのような⽅法が有効だ

ろうか。パリ⼤学名誉教授クロード・ジャン・ベルトランは、三つの⽅法があると主張する（ベ

ルトラン 2005：174）。第⼀は、誇⼤化や虚偽の報道により⼈権侵害を⾏ったメディアに対

する裁判所や警察による圧⼒を⽤いることである。第⼆は、ジャーナリストが⾃⼰の内的道徳⼼

に従うことである。第三は、ふさわしくない報道に対する他メディアや⼤衆による叱責を⽣かす

ことである。 

 ここでは、メディアは⼤衆奉仕にその原点を置くと⾔うことを重点に、第三の⽅法、すなわち

説明責任制度(MAS:Media Accountability Systems)の導⼊を検討しよう。この制度は、公

権⼒や法ではなく、メディアの⾃主的な努⼒によって報道により⽣じる問題とその解決策を積極

的に⼤衆に公開（説明）することを求める。⽇本ではＭＡＳのうちプレス・オンブズマン制度や、

NHK と⺠間放送連盟が設⽴した「放送倫理・番組向上機構」(BPO: Broadcasting Ethics & 

Program Improvement Organization)が代表的である。プレス・オンブズマン制度は、各社

の社外の⼈間が委員となって受け⼿である市⺠とアクセスをとり、市⺠の苦情を基にメディアに

助⾔する。だが、肝⼼な強制⼒はなく、特に評価過程を含めた WEB 上の情報公開もない点で、

アカウンタビリティ公開という機能が弱い点が問題である。また、BPO では、理事会が学識経

験者とＮＨＫや⺠放連から選任されるいわゆるマスコミＯＢで構成されているため、市⺠の感覚

と遠い意⾒であると批判を受けることも多く、国⺠的な知名度や信頼も今ひとつである。 

 そこで注⽬したいのが、アメリカの「卓越したジャーナリズムのためのプロジェクト」（PEJ: 

Project for Excellence in Journalism）と「危惧するジャーナリストたち」（CCJ: the 

Committee of Concerned Journalists）である。ＣＣＪには 1200 名のジャーナリストが

個⼈の意志で参加し、2001 年には現場で働くジャーナリストとしての「主張ではなく声を集

めた」研究の報告書として『報道の原則』を刊⾏した。ＣＣＪが掲げたゴールは以下の三点であ

る。 
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１．ジャーナリズムを社会で実際に機能させる根本原則としてのジャーナリストの信条を

明らかにし、更新していくこと。 

２．⼤衆がそれらの原則を理解できるようにすること。 

３．メディア企業のオーナーや経営陣に対しても、それらの原則が経済的かつ社会的な価

値があるのだということを理解させ、参加を促すこと。 

 

 この三点の実現のためにＣＣＪとＰＥＪは互いに連携して機能する。端的に表現すると、ＣＣ

Ｊがアメリカ国内のジャーナリストの具体的価値基準や原則を設定し、ＰＥＪがその価値基準や

原則に沿った報道がニュース番組でなされているか調査するのである。 

 ＰＥＪの調査の仕⽅は、報道内容の客観的な分析であり、「ニュース報道指標」と称してサン

プルに選んだメディアの報道を記号化・数値化して⼤衆により理解されやすい形で公表するので

ある。具体的には、現地からのレポートについて、ジャーナリストが渦中の最前線にいるという

印象を与える⽬的で放送されたのかどうか、全体のレポートの何割がどういった状況下で撮影さ

れ、編集され、報告されたのかをパーセンテージ化するのである。活動の詳細は、奥村信幸⽒の

『メディアを監視する社会的な必要』を参考にされたい。 

 ＣＣＪの最も画期的な点は、現職のジャーナリストが望ましい報道の価値基準を設定するとこ

ろにある。ＣＣＪのように個⼈の意思で参加するＭＡＳは、アメリカでは多数存在する。しかし、

⽇本では「⽇本ジャーナリスト協会」（JCJ: Japan Congress of journalists）だけであり、

ＣＣＪと⽐較するとその規模はごく⼩さい。また、アメリカに⽐べて、⽇本ではメディアに携わ

る仕事をする⼈々に、外部からの苦情や要望に⽿を傾けたり、企業の枠を越えて問題の解決策を

探ったりする積極的な姿勢がなかなか⾒受けられない。先に述べたように、現⾏のプレス・オン

ブズマン制度やＢＰＯの⼒だけでは、既に構築された報道スタイルを新たにすることは困難であ

る。だからこそ、メディア内部のジャーナリストが企業の枠を越えてジャーナリズムの価値を共

有し、共通の問題意識に⽴つことが重要である。 

 そのためには、鍵を握るＪＣＪを周知させる活動やＪＣＪと連携するような⾮政府的組織の設

⽴に対して、⾏政を含め、より積極的に個々のジャーナリストがＪＣＪに参加しやすいような環

境を社会全体の努⼒によって整えなければならない。そして、ＣＣＪとＰＥＪの相互作⽤による

メディアの規制を⽇本にも導⼊すべく、ＰＥＪの導⼊について検討すべきである。 

 

第五節 結論 

現在の⽇本のニュース番組は、キャスターが個⼈的な意⾒を述べたり、評論家やコメンテー

ター、タレントにも意⾒を求めるワイドショー化されたものが多い。それは、単なる事実をあり

のまま報道すること以上に、国⺠の価値を形成する危険をはらむものである。 
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本論では、そのような危険に対するメディアの説明責任や策を講じる責任について述べてき

たが、メディアリテラシーや想像の貧困という社会問題に対して最も敏感にならなければならな

いのは、受け⼿である私達である。私達は、報道されない事実を知ることについてアクションを

取ることは難しく、ＭＡＳの導⼊による報道倫理の改善に期待するのであるが、その場合も⾮政

府的組織の普及に⼀躍買うよう努⼒をせねばならない。メディアの問題を社会問題として、改善

に向かい尽⼒する社会的責任は市⺠にもあるということだ。 

また、貧困については、本論の冒頭で述べたとおり、世界中の約 9 億 2500 万⼈が飢餓に苦

しんでいる。飢餓は⼈間の成⻑と⽣命活動維持に必要不可⽋な栄養を基準に線引きされるが、絶

対的貧困かどうかは、死亡率や医療等へのアクセスや識字率を組み合わせたより広範な基準で線

引きされる。つまり、9 億 2500 万⼈よりもっと多くの⼈々が、絶対的貧困に苦しんでいるこ

とになる。 

絶対的貧困の原因はひとつではなく、複数の原因が重なっており、国際社会の現状も貧困を

⽣んだ原因のひとつであると⾔われている。貧困という⾒過ごすべきでない問題の解決のため、

グローバルな平和の達成のため、メディアを通じて私達は貧困に対する関⼼を向上させ正しい知

識を⾝につける努⼒をすべきであり、加えて今の社会には、⻑い貧困打開までの道のりを悲観す

るのではなく、できることを積極的に考えていく⾵潮が根付くことも必要なのではないだろうか。 
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福島第⼀原発事故と差別的扱いの責任 
浦瀬彩⾹ 

 

第 1 節 問題提起 

 2011 年 3 ⽉ 11 ⽇、東⽇本⼤震災が発⽣した。警察の調べによると 2012 年 1 ⽉ 24 ⽇

現在で震災死者 1 万 5845 ⼈、⾏⽅不明者 3375 ⼈(朝⽇新聞)である。この被害者数も相当

なものだが、問題はそれだけにとどまらず、福島第⼀原発から放射性物質が⾶散しているとして、

福島県の⼈々が差別的扱いを受けている現状がある。福島ナンバーの⾞へのいたずらや施設の利

⽤拒否、学校でのいじめや献⾎拒否などだ。 

 確かに放射線という、⽬に⾒えないが⼈体に⼤きな影響をもたらし得る物質は⾮常に怖い。原

発の関係者に限定して影響を考えてみると、例えば放射線被曝労働者と呼ばれる原発の下請け労

働者としてアメリカでは少数⺠族、⽇本では外国⼈労働者などがおり、その実態はまだ調査不⾜

の点が多いが、調査されているごく⼀部の例にしても、その労働者の多くは⼀年近くで約半数が

その仕事を辞め、そのうちのまた半数は何らかの病気を持っている(中川 2011:222)。 

 今回の件では原発構内では実際に三⽉から四⽉にかけて緊急作業に従事した 8338 ⼈全員が

被曝し、うち 111 ⼈は 100 ミリシーベルト以上被曝した。上限 250 ミリシーベルトを超え

たのは 6 ⼈で、最⾼ 678 ミリシーベルトにもなった(広河 2011:52)。⽇本国内で過去にが

んを発症して労災認定されたわずか 10 ⼈の作業員のうち、９⼈(⽩⾎病５⼈、多発性⾻髄腫２

⼈、悪性リンパ腫２⼈)は累積の被曝線量が 100 ミリシーベルト以下で、最も少ない⼈は約 5

ミリシーベルトであったというデータを⾒れば、今回の事故でいかに危険な状態におかれた⼈々

がいたか分かるだろう。しかし、それは福島の⼈々へのこれらの⼋つ当たりのようにも思われる

対応を正当化するのだろうか。 

 

第 2 節 差別の定義 

 この問題を考えるにあたって、そもそも差別とは何であるのかを定義したいと思う。また、影

響が計り知れないことやこれまでに経験したことがないのを理由にすれば⼀⾒⾃⼰防衛とも思

われるような福島の⼈々への対応に、許容される余地はあるのだろうか。 

 まず差別とは、瀧川裕英の講義にならい、ある個体をある事柄と無関係なカテゴリーで不利益

に取り扱うこととしたい。今回の場合は、ある事柄には「⾃⼰が被ばくすること」が、カテゴリ

ーには「福島県の⼈々」が、それぞれあてはまる。 

 では次にこのカテゴリーであるが、世間の⼈々の⾔う「福島県の⼈々」という枠では詳細な検

討をするには⼤きすぎるように思われるので、これをより細かくみてみたい。すると、このカテ

ゴリーは、①福島県に在住している(あるいは事故当時していた)が、原発からの距離が極端に遠
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い等の事情から被ばくしたとは考えにくい⼈々と、②事故を起こした福島第⼀原発付近に住んで

いたために、被ばくした可能性のある⼈々とに⼆分できる。 

 このうち前者は事故による被ばくとは明らかに関係がなく、単なる⾵評被害であって無関係な

カテゴリーでの不利益な扱いにあたる。すなわち、前者にはれっきとした差別をしていると⾔え

る。それに対して後者においてはもし被ばくしていても、放射線が医学的な意味において病気の

ように感染する、すなわち微⽣物が⾝体の中に侵⼊しそこで増殖し、体内で何らかの反応が起こ

ることはない。しかし理論上、被ばくしたままの格好の⼈々に接することでその放射性物質が⾃

分の⾐服に付着し、それにより被ばくする可能性は考えられる。 

 そうすると、万全を期すために後者に対しては現在の差別的な扱いが許されるという結論が考

えられるが、そもそも前述のカテゴリーの⼆分は理論上のものであり、実際に福島から来た⼈々

に接する場合に厳密に区別することは困難である。また、被ばくする可能性がゼロではないから

といって差別には当たらない不利益な取り扱いを許容することは許されないはずだ。したがって、

他の視点から考察するために類似の他の事例との⽐較、検討を試みたい。 

 ただし、以降は「⾃⼰防衛」なるものを根拠として正当性を考察するので、冒頭に挙げた⾃動

⾞の破壊⾏為などの、⾃⼰防衛に繋がり得ない⾏動に関しては除くものとする。 

 

第 3 節 ハンセン病との⽐較 

ハンセン病という病気の場合の差別は今回の放射線のケースとは⼀⾒無関係のようだが、(1)

感染症であるが、その感染⼒は極めて弱い(2)後天的なものである(3)本⼈の帰責性が低いにもか

かわらず不利益な扱いを受けているといった点において、福島の原発事故後の状況と似ていると

⾔える。このハンセン病患者への対応であるが、ハンセン病と⼈権を考える会によると、1996

年にらい予防法が廃⽌されるまで、隔離政策により⻑年にわたって強制収容が実施されており、

また法律の廃⽌後も療養所を出て社会復帰できたのはほんの⼀握りの⼈たちだけであった(ハン

セン病と⼈権を考える会 2005)。 

このらい予防法がなぜ⼤きな問題として取り上げられるかというと、⼈権を制限する程度が感

染症そのものの脅威と⽐して甚だしく⼤きいからと考えられる。今⽇の⽇本において例えば⾯会

拒絶となるような病気も存在しているが、それが⼈権侵害などといって世間で騒ぎたてられると

は考えづらい。それはその病気の感染⼒と病院の対応とを鑑みた場合に釣り合いが取れているか

らだ。 

このような事実から、取扱いが差別か否か、すなわちある事柄と関係があると⾔えるか⾔えな

いかの基準は、対象とする問題の⼤きさと、扱いを受ける⼈の不利益の度合いとの⼆つと関連し

ていることになる。問題が⼩さければ⼩さいほど、受ける不利益の度合いもより⼩さいものでな

ければならない。ただし、問題の⼤きさに関わらず、受ける不利益の程度が⼈権を著しく侵害す

るほどに過⼤である場合には、差別にあたると考える。ナチスのユダヤ⼈迫害はこの例と⾔える。 
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第４節 放射性物質のリスク 

ここでは最初に、そもそも今回の福島第⼀原発による放射性物質の⾶散⾃体に敏感になり過ぎ

だという主張について反論しておきたい。まず放射性物質のもたらす影響、その構造について明

確に記すと、 

 

放射線被ばくによってどんな障害が起きるのでしょうか。放射線が⽣体にあたると、体

を構成している原⼦や分⼦が電離や励起などの変化を受けます。その変化は、重要でない

ものから重要なものまでいろいろです。そうした変化のうちで、体の機能や構造に認知で

きるような変化を⽣じた場合「影響があった」とよびます。原始や分⼦レベルでの変化が

⽣体の細胞や組織、器官での変化として現れ、⽣体の機能や構造が変わるような影響です。

原⼦や分⼦レベルの変化には、⽣体を構成する成分の分⼦を直接傷害する場合と⽣体中の

60〜80％を占める⽔分⼦を電離(イオン化)させ、それが他の成分を変化させる間接的な影

響とがあります。特に重要なのは DNA(遺伝⼦) への影響です。DNA は遺伝⼦情報を⼦孫

に伝える役割だけでなく⾝体の細胞が正常に機能していく上でも重要な役割を担っていま

す(名越 2006:29)。 

 

放射線というのは現代においては医療等の分野で幅広く使われているのであって、事故が起こ

った、メディアが⼤々的に取り上げていると過敏になることはナンセンスだとする⼈々がいる。

また被ばくと発がん率の増加の関連性は⽴証されていないし、放射性物質によって DNA が損傷

するといっても、DNA の損傷は⼀般に健康にいいとされる運動によって発⽣する活性酸素のせ

いでも起きるともいう。 

名越によると、⼀⼈あたりの⾃然放射線の量、つまり特に意図的に放射性物質に関わろうとし

なくても通常の⽣活を送るだけで浴びる放射性物質の量は世界平均で年間 2.4 ミリシーベルト、

⽇本平均が 1.5 ミリシーベルトで年間被ばく量の上限は⼀般に 50 ミリシーベルトと⾔われて

いる。また、例えば旅⾏や仕事で⾶⾏機を利⽤するだけでも浴びる放射線量は微量だが増加する

(名越 2011:34)。 

しかし後述するように放射線にはしきい値をめぐる論争もあり、また同じ量の放射性物質を浴

びるのであっても⻑時間で浴びるのと短時間とでは影響に差が出てくる。つまり、わずかな量の

放射性物質を気にすることも、⼀概に理にかなっていないとは⾔えないのである。 

では前節の基準をもとに福島原発事故の事例を検討していきたい。今回の件では、対象とする

問題の⼤きさとして⾃⼰が被ばくする可能性の⾼さが関連している。福島第⼀原発の付近に在住

している(していた)⼈がもし仮に被ばくしていたとする。その⼈の肌や⾐服に放射性物質が付着

している可能性を考えなければならないが、これはつまり報道で被ばくの危険性が⼤々的に取り
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上げられ、避難所等で指⽰が出されたにも関わらず事故発⽣後に⼊浴も着替えも⼀度も⾏ってい

ない可能性のことであり、限りなくゼロに近いと⾔える。したがって、問題が⼩さいにも関わら

ず冒頭で述べたような多⼤な不利益を被っているため、福島の⼈々への不利益な取り扱いは差別

に該当することになる。 

 

第５節 差別に対する責任 

5-1 責任はどこに帰属するのか 

しかし、今⽇までの⽇本の状況をみたときに、(1)被ばくが原因である可能性がかなり⾼いと

考えられる場合においても、その関連性が⽴証しきれなかったためにしかるべき措置や補償が受

けられなかった歴史がある(2)政府の発表では「ただちに⼈体に影響を及ぼすレベル」ではない

と繰り返され、それはやけどや脱⽑などの症状が⽐較的短期間であらわれる急性障害が⽣じない

レベルを指す(広河 2011:92)が、我々が実際に⽀障なく⽇常⽣活を送ろうとすればがんなど

の晩発性障害についての危険性も考えなければならない。よって、政府の発表する情報以上のこ

とを考慮しなければならない。 

武⾕によれば、「許容量というのはその量までは危険がない量、という考え⽅は間違ってい

る。その量まででも、実は危険があるかもしれない。しかし、そのものを使うことによって、社

会的な利益があるならば、マイナスとプラスとを天秤にかけて、ある量までのマイナスは我慢し

てもいいのではないか、という量が許容量である。許容量とは社会的概念である」(名越 

2011:121)と捉えれば、許容量は平時の原⼦⼒発電所の運営に⼤きな意味をもつものではある

が、いざ事故が起こってしまったときに⽬安として使うのは望ましくないだろう。また、放射線

物質についてはしきい値をめぐる論争がある。それは、「放射線はどんなに低いレベルのもので

あっても⼈体への影響があり得る」すなわちしきい値があるとする考えと、「しきい値がある(影

響の現れないしきい線量がある)」という考えの対⽴で、国際的にも低線量放射線の影響につい

てはまだ結論は得られていないのが実情のようである(名越 2011:37)。 

これらの点を踏まえれば、放射性物質のことについては必要以上に過敏になるだけの理由が

あったと⾔える。では、本⼈に差別をする積極的な意思があったのではなく、⾃⼰防衛という消

極的な⽬的のための⼿段として差別が⾏われたなら、その責任はどう捉えればよいのだろうか。

ただし、専⾨家ではない⼀般市⺠を基準とし、放射性物質についての事故当時の正確な線量やそ

れに応じた実害は知らなかったものとする。 

今回の差別の構造で他の⼈種差別等と明確に違うのは、差別の根本に合理的で納得のいきそう

な理由が存在している点である。例えば⽇本には部落問題があるが、現代もいくらか残っている

その理由が合理的なものだと説明できる⼈はそういないだろう。その問題に関して正しい知識を

持っていれば、たいていの⼈がそれは解決すべきことだと捉えているはずだ。 
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これに対し福島の⼈々への差別には、冒頭に述べたように「⾃分が被ばくをしたくない」「⼦

どもを被ばくさせたくない」といった、実にもっともな感情が元になっている。それではこの危

害を避けるという消極⽬的はなぜ⽣じてしまうのかというと、国家が国⺠を守る役⽬を完全には

果たせていないからである。現代の⽇本で会う⼈会う⼈結核ではないか、⾃分も感染してしまう

のではないかと疑って⽣活している⼈はいないだろう。なぜなら国家がその役割を果たし、感染

症の予防及び感染症の患者に対する医療に関する法律によって他者を感染させる結核の患者に

は強制⼊院が義務付けているからだ。 

しかし、福島第⼀原発事故では国のとった対策は国⺠を安⼼させるまで徹底したものではなか

った。事態を早急に収束させる必要があったとは⾔え、それまでは「危険」だった数値を突然「安

全」にされ、⽇々変更され引き上げられていく基準を⾒て安⼼する⽅が困難だろう。政府が都合

よく⾔い訳しているようにしか聞こえないのも当然である。 

では単に国の対応だけが全⾯的に悪かったのかと⾔われればそれもまた違うのではないだろ

うか。被ばくは感染症ではなく、原発付近に住んでいたため放射性物質を浴びた可能性がある程

度の量であれば、⾝に着けていたものの処分や⼊浴で⼗分に被ばくは防ぐことが出来、もちろん

他者にもうつらない。また、⾝の安全を完全に保証することを国家に求めるのが不可能なのは明

らかだろう。つまり国家は国⺠の最低限の⽣活の保証を⽬指すべきであり、その点については問

題はなかったと判断できる。ではこのような差別の責任はどこに帰属するのか、過去に実際にあ

った差別をもとに検討していきたい。 

 

5-2 広島・⻑崎の被爆者の場合 

例の⼀つ⽬に、放射性物質のつながりで、広島や⻑崎の原爆投下後の状況を考える。⽇本で

は 1945 年の 8 ⽉ 6 ⽇と 9 ⽇、それぞれ広島と⻑崎に原⼦⼒爆弾が投下された。その威⼒は

絶⼤で犠牲者の数も多かったが、原爆の放射線物質を浴びてその後遺症に悩まされる⼈々も多く

いた。加えて後遺症だけでなく、⼀般国⺠の差別や偏⾒にも苛まれることになる。椎名によれば、

就職や結婚における問題も数多くあったにもかかわらず、政府は被爆者に⽴法等によって就労を

⽀援することはなかった。また、外⾒に現われる症状の⼀つにケロイドがあげられるが、当時は、

そのせいで利⽤客が減るからと銭湯の利⽤を拒否されるようなケースもあった(椎名 

1985:202)。 

こういった原爆にまつわる⼈権問題に関し、椎名はその原因を「⼈権擁護を主たる活動とす

る弁護⼠までも、被爆者問題を「政治問題」におしやってしまい、⼈権問題としてとらえる視点

が弱かったからではないだろうか」(椎名 1985:159)とし、「原爆被害者が従来の伝統的な⼈

権のカテゴリーをはるかにはみだすような内容だった」(椎名 1985:159)と述べた上で、「国

家は⾃らの権限と⾃らの責任において開始した戦争により、国⺠の多くの⼈々を死に導き、傷害

を負わせ、不安な⽣活に追い込んだのである。しかもその被害の甚⼤なことは、とうてい⼀般災
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害の⽐ではない。被害がこれに鑑み、⼗分な救済策を執るべきことは、多⾔を要しないであろう」

(椎名 1985:207)と結論づけている。 

 原爆による被爆での差別の要点を挙げてみると、第⼀に当時は今以上に放射性物質に関する知

識は国⺠にはなく、もちろんインターネット等も普及していなかったため、広島・⻑崎原爆災害

編集委員会によると専⾨家や⼀部の軍の関係者ではない⼀般の国⺠が正確な知識を得ることは

ほとんど不可能であった。そういった状況下で国家が原爆に関して判明している事実を公開しな

かったために国⺠の不安が煽られ差別が⽣まれてしまった(広島・⻑崎原爆災害編集委員会 

1979:304)。 

第⼆に、前述のように戦争というそもそも国家の判断で進めていくものによって原爆が投下さ

れるに⾄った。この⼆点を中⼼に据えると、差別の原因も過程も国家によっていると⾔える。同

様に、ハンセン病の例を再びみてみると、国家が国策として強制収容を積極的にすすめるために、

ハンセン病の感染⼒を誇張していたとされる。感染⼒の強い、恐ろしい病気だと国⺠に知らせな

ければ収容のために必要な国⺠からの情報提供が減ってしまうからだ。こうして差別を故意に作

り上げたことに対する責任は明らかに国家に帰属し、現に差別が存在したことへの責任も国家に

帰属すると思われる。 

 

5-3 ユダヤ⼈迫害の場合 

 ⼆つ⽬として、時代は原爆被爆者への差別とそう変わらない頃の、ヒトラー率いるナチスによ

って⾏われたユダヤ⼈の迫害について考えたい。これもほとんどの⼈が知っているであろう、歴

史的な⼈種差別だ。その内容を簡単にみると、⽥村によれば、ドイツ⼈は衝撃的なテレビドラマ

『ホロコースト』で⾃分達、あるいは⼦ども達にとっては⾃分の親達が⾏ってきたことの凄惨さ

を突き付けられることになった。ドラマはユダヤ⼈の⼀家の運命をたどる形で進んでいく。ドイ

ツ⼈は、保険に加⼊しているユダヤ⼈にもドイツ⼈に壊された家屋の修理費を⾃分で出させよう

とする。抑圧と殺戮構造で成⽴する業界が存在していたのだ。ユダヤ⼈は警察に連⾏されて強制

収容所に⼊れられ、⼈体実験の犠牲となったり強制労働に従事させられたりするようになる。後

に第⼆次世界⼤戦は終結し、ドイツは敗戦国となって莫⼤な賠償⾦を⽀払うことになる。 

ドイツの戦後補償史では、初めの時期には州が国家の統⼀法に先⾏して戦傷者や傷痍軍⼈、遺

族といったドイツ国内の⾝近な⼈々へ補償することが優先された。その後ユダヤ⼈の迫害を忘れ

去ろうとしているドイツ国⺠に向かってドイツユダヤ⼈中央評議会が呼びかけをし、そしてユダ

ヤ⼈犠牲者への補償がなされることとなった(⽥村 2006)。 

ユダヤ⼈迫害の構造としては、まず国家(この場合はナチ党)が迫害のための⽅針を打ち出し、

押し進め、また前述のように迫害によって成り⽴つビジネスを⽴ち上げることによって迫害の意

識を国⺠に浸透させ、そして国家の思惑通り国⺠も迫害に何らかの形で関わるようになっていっ

た。 
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しかし⽥村の同著によると、戦後すぐには、ドイツ⼈市⺠は⾃分がナチス犯罪に加担したとは

考えようとしなかった(⽥村 2006:153)し、国家もドイツ⼈市⺠の⽣活の回復を優先しようと

していた。後にドイツは補償に踏み切るが、この、補償による救済の過程ではまずドイツの国⺠

が税⾦という形でお⾦を政府に集め、そしてドイツ政府が保証⾦として被害を受けた個⼈や遺族

に⽀払うことになる。 

この構造に着⽬すると、現に迫害に関与した加害者側が⾃分の財布から被害者に対してお⾦を

出している。補償がなされた時点よりも後になってからとはいえ、迫害に対して世代を超えて加

害者意識を持つことができ、その加害者としての責任を果たしていると⾔える。 

では、これら⼆つの例を⽐較すれば、原爆の例では国家の責任で、ユダヤ⼈迫害の例では国家

と国⺠の責任という結論の違いが出たが、これはどこに起因するのだろうか。私は、それは国⺠

の加害者意識という点に求められるのではないかと思う。 

後者の例の中で述べたように、ドイツ国⺠にはドラマ『ホロコースト』を通じて加害者側とし

ての⾃覚が芽⽣えた。そして補償の他にも過去の悲劇を記憶する義務も果たそうとしている。こ

れに⽐較して前者の例では国家はまず被爆者に対して被爆者健康⼿帳を交付するなどといった

対策を実施してきたが、その重点は医療機関にかかる際の費⽤の援助におかれており(ながさき

原爆被爆対策ウェブサイト)差別への補償といった側⾯は⾒られないし、これも⾃⼰が被爆した

事実が他者に知られ、差別を受けることを危惧して申請をしなかった被爆者も多くいると思われ

る(広島・⻑崎原爆災害編集委員会 1979:304)。こうした⾯での配慮も不⼗分であった。 

国の補償が⼗分でなければ国⺠は後の世代になっても加害者の意識を持つことはなく、国が被

爆者に対する差別についての教育を義務教育の段階で取り⼊れなければ、差別の事実は忘れられ

ていく⼀⽅だ。国⺠の無知に対して国家は責任を負うべきであり、その国⺠がした差別の責任も

国家に帰属する。 

 

5-4 福島第⼀原発の場合  

これをもとに福島第⼀原発事故による福島の⼈々への差別の責任の帰属先を検討しよう。この

差別の本来の原因である原発の事故は⾃然災害によるものだが、原⼦⼒発電所という危険性の⾼

い施設を認める以上、それを安全に運⽤していく⼿順を確⽴させることが国家には求められる。

それが出来ず事故に繋がった点で国家は責任を免れることはできない。 

では国⺠の責任だが、政府発表のデータが信じ難かった、過去に⽇本では被ばくの補償はほと

んど認められていなかったなどの事情を考慮すれば、差別の責任を問うことは難しい。国家は公

表するデータの信憑性を⾼めるために過剰に不安をあおるメディアの報道は⾃粛させるべきで

あったし、施設の利⽤拒否等の不誠実な対応には速やかに指導をすべきであった。 

 

第 6 節 結論 
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まず冒頭で述べた、福島の⼈々への差別的扱いの正当化は不可能であると考える。更にその

差別の責任の所在であるが、これは前節にあるように国家に帰すると⾔える。では、これからす

べきことは何だろうか。それはもちろん国家による国⺠の教育、国⺠への知識の提供である。 

東⽇本⼤震災で⼤きな被害を受けた地域の復興にも莫⼤な予算が必要とされており、やるこ

とは⼭積みであろう。しかし、⽇本は国家・国⺠の犯した過ちを⾒つめなおし、忘れる事のない

国にならなければならない。 
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アイドルのプライベート 
樋⼝ 遼 

 

はじめに 

アイドル。それは、誰もが⼀度は憧れる存在。⼈気絶頂の AKB48 をはじめ、彼⼥たちがメ

ディアに出ない⽇はない。しかしその活躍の舞台裏には、アイドルならではの苦悩もあるのが事

実だ。この論⽂では、アイドルを取り巻く問題として「プライベートの量的・質的確保」という

点を中⼼に取り上げてみたい。アイドルのプライベートを確保するために、誰が、どのような⽅

法をとるべきなのだろうか？ 

 

第 1 節 アイドルとは？ 

  まず、「アイドル」という⾔葉の意味をつかんでおきたい。アイドルは厳密な定義が⾮常に

難しく、「これはアイドルなのかそうでないのか」は主観によるところが⼤きい。そこで、世間

⼀般での⼤まかな「アイドル」のイメージとしては、さしあたり次の①〜③を挙げたい。 

 ①10〜20 代の⼥性が中⼼(ターゲットは若年層) 

 ②多⾓的な活動主体(歌⼿、ドラマ、TV レギュラー、グラビアなど) 

 ③「⾒られる存在」としての価値 

これらの条件のうち、とりわけ②と③はこの後の問題に関わってくることとなる。広範な活

動によって多様なファンを獲得し、アイドルの価値を⾼めていく。そのためには、できる限りフ

ァンとの接触の機会を増やさなくてはならない。かつてのようにブロマイドを売り、年に何回か

のコンサートをするだけでは⾜らなくなっており、全国ツアー、握⼿会、テレビへのレギュラー

出演など、アイドルの仕事は量・質ともに拡張傾向にある。 

したがって、アイドルの社会に対する影響は嫌が上にも⾼まってくる。だからこそ、不祥事

があれば世間の注⽬を浴びることとなるのだ。次の節では、こうしたアイドルの性質を踏まえつ

つ、プライベート制約の背景をより具体的に捉えてみよう。 

 

第 2 節 「商品化」「サラリーマン化」の進展 

現在広く認知されている「アイドル」のスタンダードモデルは、いつ頃誕⽣したのだろうか？ 

現代的なアイドルのさきがけとしては、1970〜80 年代にかけて活躍した「中三トリオ(⼭

⼝百恵・桜⽥淳⼦・森昌⼦)」と「82 年組(中森明菜・⼩泉今⽇⼦・松本伊代・早⾒優・堀ちえ

み他)」が挙げられる。この世代はいずれも 10 代でデビューし、テレビを中⼼に活動を始める

など、後の「アイドル像」形成に⼤きく貢献した。この頃からアイドルにはレコード会社のバッ

クアップが付き、綿密な営業戦略による売り込みが⾏われてくる。漫然と活動するのではなく計

画的なパフォーマンスが⽤意され、それに則って活動することになる。 
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したがって、本⼈が⾳頭を取って何かを創造するという意識は乏しく、「アイドル＝客体」

という図式ができ上がってしまう。端的に⾔えば、アイドルは主体性を没却し、顧客のニーズに

よって作られていく「商品」へと変わっていく。 

 とりわけ 90 年代に⼊ると、作詞・作曲まで⾃ら⼿がけることもある「アーティスト」とアイ

ドルの温度差ができてきており、従来のように単体アイドルではアーティストへの勝ち⽬がなく

なってきた。そこで要請されたのが「アイドルのグループ化」だ。 

 アイドルグループは「グループありきのメンバー」である。グループさえあれば、メンバーが

⼊れ替わってもやっていける。この点が画期的であり、同時にアイドルにとっては致命的でもあ

った。グループの主催者――事務所や演出家がアイドルを指揮してタイムテーブルを組み、マー

ケティング戦略を⽴てていく。そこではアイドル個⼈の才能やカリスマ性はさほど強くは求めら

れておらず、アイドルはますます、主体的に活動できる存在ではなくなる。 

 ここまでの流れを、伝統的な単体アイドルとアイドルグループで対⽐してみよう。 

 

 

 単体アイドル(70〜80 年代) アイドルグループ(80 年代以降) 

主な⼈

物・団体 

⼭⼝百恵、松⽥聖⼦、中森明菜など 「モーニング娘。」「AKB48」

など 

バック

アップ 

(出資

者) 

レコード会社との個⼈契約 芸能事務所が実質的に指揮・監督

営業戦

略 

アイドル個⼈の魅⼒を前⾯に押し出す路線を採

⽤。 

グループとしての訴求⼒を⾼める

路線を採⽤。 

解散 ユニットの場合、解散も(ex.キャンディーズ) 原則なし。メンバーの加⼊・脱退

を繰り返しつつも、組織の同⼀性

は維持される。 

備考 90 年代に⼊ると、作詞・作曲の引き出しを持つ

「アーティスト」が台頭、このタイプはやや後退

気味。(「キャラソン」など声優の副業として機

能) 

「アーティスト」との差別化を図

るアイドル側の取り組み。組織⼒

の強化で対抗。 

 

アイドルグループは伝統的な単体アイドルと違い、組織を前⾯に押し出して「息の⻑いブー

ム」を⽬指すことができる。例えば、AKB48 がブームを⻑期にわたって保持していることに

ついて、村⼭涼⼀⽒の『AKB48 がヒットした 5 つの秘密』 には以下のような記述がある。
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「オープンソースの考え⽅を使えば、メンバーが変わっても愛されるし、ファンが⼊れ替わって

も進化し続ける。もちろんファンのニーズが集まるので、いつまでも価値のあるアイドルを提供

し続けることができる」(村⼭ 2011：117)。村⼭⽒は AKB を主催者の⼀⽅的な提供ではな

くファン参加型の双⽅向システムとみなしており、この⽅法を採ったことが安定したブームを招

いたと説明している。 

未完成のものにファンが参加し、⼿を加えて完成させていく楽しみ(村⼭⽒はプラモデルやジ

グソーパズル、あるいは買ってきて⾷べるスーパーの惣菜にたとえて「消費者が仕上げを楽しむ

参加型・編集型の商品」ととらえている)を追求することで、ファン不在の「⾒せるだけのアイ

ドル」から脱却を図った。 

⾔うなれば、株式会社の経営システムに近いものがある。顧客が株主として経営に参加する

ことで、新商品の開発、企業経営の健全化など⾃らの欲求を企業活動への要求に変換、直接的に

働きかける。 

同様に 90 年代以降のアイドルグループも、もっぱらファンとの交流の中で完成されてきた。

企業にとって重要なのは、いかにして顧客の⽀持を集め、商品を買ってもらうか。その⼀点に尽

きる。 

それはアイドル市場についても⾔えることであり、ファンの⽀持を前提とした営業戦略が⽴

てられていく。その中でのアイドルは「ファンに貢献する存在」であり続けなくてはならず、そ

こから逸脱し、ファンを怒らせるような⾏動を取る者はすべからく「不良品」とみなされるので

ある。 

 また、グループアイドルという形態には、アイドルからすれば「資本の集中」「機会の平等」

というメリットがある。アイドルがターゲットとするのは、基本的に中産階級より下の「⼀般庶

⺠＝⼤衆」である。⼤衆の共感を得るには、彼⼥たち⾃⾝も庶⺠でなければならない。⼀般庶⺠

の世界から、ある⽇を境に芸能界へ⼊り、アイドルとして成功していく。そういう物語に⼤衆は

共感し、彼⼥たちに親近感を覚え、あるいは⾃分の可能性をも⾒出す。それがアイドルの売れる

理由と⾔ってもいいだろう。 

 しかしこうした出⾃のアイドルには、英才教育によるノウハウや芸能界とのコネがない。歌に

特化したアーティストに⽐べると、技能による芸能界への訴求⼒も弱い。ここで重要なのが、芸

能事務所など主催者の存在である。 

庶⺠であるアイドルは、オーディションなど主催者からの⾏動によって発掘され、その売り

込みには主催者の協⼒(というか指導)が⽋かせない。必然的に、⾦も出しつつ⼝も出す主催者の

権限は強くなっていき、これをグループ化していけば、主催者はより多くのアイドルの活動資⾦

を握る強⼤な中間団体へと成⻑していく。主催者の中間団体はアイドルにとって、重要なスポン

サーとなるのだ。 
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他⽅、グループ化によってアイドルが表舞台に出る機会が増す。⼈数が多いので競争も激し

くなるが、そこで重要になるのはファンの獲得だ。だがこのような競争に勝つためには、ファン

だけでなく主催者の意向も尊重しなければならない。主催者が資⾦だけでなくタイムテーブルも

握っているため、逆らえば「出させてもらえない」こともありうる。資⾦と機会の保障は、アイ

ドルが主催者に従順なサラリーマンであるという前提あってこそだ。 

つまるところ、ファンがアイドルの価値を、主催者がアイドルの資⾦と活動機会を⽀配する

状況が、次から述べていく問題に⼤きく関わってくるのである。 

 

第 3 節 眠らないアイドル-⾃由時間の確保- 

 ⼈気アイドルは多忙を極める。特にメディア展開が進むと、コンサートやテレビ出演、果ては

ドラマ撮影にまで駆り出されるなど、殺⼈的とも⾔われるスケジュールの中で動くことになる。

ファンの要望のみならずアイドル間の競争も激しくなり、この動きにはますます拍⾞がかかって

いるとされる。 

 

1.異常な過密スケジュール 

 「スマイレージ」というアイドルグループがある。13〜17 歳のメンバー6 ⼈のグループだ。

現在までにこのグループは 2 ⼈脱退、1 ⼈が体調不良で⻑期休養という状態になっているのだ

が、この点について、過密スケジュールとの関係から取り上げてみたい。 

 昨年 12 ⽉の主要なイベントは、以下のようになっている。 

 

11 ⽇ ライブ(東京) 

17 ⽇ ライブ・握⼿会(東京) 

18 ⽇ ライブ・握⼿会(横浜) 

20 ⽇ 握⼿会(東京) 

23 ⽇ ライブ・握⼿会(⻄宮) 

24 ⽇ ライブ・握⼿会(名古屋で 2 ヶ所) 

27 ⽇ ライブ・握⼿会(東京) 

28 ⽇ 同上 

29 ⽇ ライブ(東京) 

30 ⽇ 握⼿会(東京) 

31 ⽇ ライブ(東京) 

 

 ここにテレビ番組の出演や雑誌の撮影、さらには舞台裏の練習なども⼊るのだから、実質的に

は休みなし。それだけではない。メンバーは現役の中⾼⽣であるため、芸能活動があまりにも忙
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しいと、勉強もままならない。現に、昨年の 8 ⽉には当時 14 歳のメンバーが脱退し、年末に

は当時 17 歳の別のメンバーが、⼤学受験のために離籍している。 

 しかし、たとえ学業との両⽴という事情がなくても、こうも忙しくては⼼⾝ともにもたないだ

ろう。握⼿会や頻繁なライブなどファンの要望に応えようとした結果、当事者への負担が⼤きく

なってしまう。こうした現象はアイドルの低年齢化(10 代中⼼)を考慮し、より深刻な問題とし

て捉えられるべきだろう。その露⾻な例が、次に挙げる芦⽥愛菜のケースだ。 

 

2.翻弄される「天才⼦役」 

 芦⽥愛菜は現在(2012 年 1 ⽉)わずか 7 歳という、国内最年少クラスのアイドルだ。7 歳の

彼⼥が、⼤⼈の芸能⼈にも匹敵する多忙な環境に置かれている現状を少し⾒ていただこう。 

 芦⽥は昨年(2011 年)から、ドラマの主演、映画の出演、CM12 本とレギュラー番組の司会(久

本雅美、いとうあさこと共同)をこなしている。もちろん、ここには挙げていないが、ゲスト出

演、紅⽩歌合戦や舞台裏での準備も含めると、明らかに 7 歳にしては異常なまでの仕事量と格

闘していることになる。 

 こうなると⼼配なのが、児童労働にあたるのではないか、ということだ。⽇本の労働基準法

56 条では、「映画製作、演劇事業については満 13 歳未満の児童を、労働基準監督署⻑の許可

を受ければ、修学時間外に使⽤することもできる」とする。しかし、「映画製作、演劇事業」以

外(例えば CM や番組司会)は取り決めがない。ここを⽂字通り「映画、演劇のみ OK」と⾒るか、

類推適⽤するか。場合によっては、芦⽥愛菜の労働は違法になるかもしれない。参考までに、各

国の児童労働特例を⽐較してみよう。 

 

 ⽇本 カリフォ

ルニア 

ニューヨーク イギリス ドイツ フランス

年

齢 

13 歳未満 18 歳未

満 

18 歳未満 14 歳未満 15 歳未満 委員会基

準 

労

働 

映画の製

作・演劇の

み 

娯楽産

業・モデ

ル 

実演家としての

創造的・芸術的サ

ービス 

ミュージカ

ル・オペラ・

バレエ 

舞台興⾏・演奏・

CM・テレビ・映

画 

舞台興

⾏・モデ

ル 

「⽐較表 諸外国における年少者・演劇⼦役等の就業可能時間に係る法制の概要」 

http://www.jil.go.jp/institute/reports/2006/documents/062_hikakuhyo.pdf 

 

 アメリカの州法にみられるほど包括的な規定でもなく、かといってドイツ法ほどの厳密な列挙

もなされていない。となると、法律でカバーできない隙間の部分を現場で決めていくしかない。

が、芦⽥のような⼈気⼦役だと出演のオファーも多く、⾃⼒でタイムテーブルの管理ができるか
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どうかは怪しい。⼦役の仕事については、事務所と親の役割が重要になってくる。対策として、

アメリカでは芸能事務所が⼦役と親を対象に説明会を開いており、過剰な芸能活動への⻭⽌めを

かけている。 

 ⽇本ではまだまだ労働法の及ばない「聖域」扱いの芸能界だが、今後は時代の流れに合わせた

変化も必要だろう。この点については、後の第 5 節で詳しく述べたい。 

 

第 4 節 「フライデーされる」毎⽇-プライバシーの保護- 

 アイドルだけでなく芸能⼈全般についてそうだが、プライバシーの保護も⼤きな問題となる。

たとえ労働条件が改善されて⾃由時間が得られたとしても、そこへ雑誌などのインタビューが来

ては、本当の⾃由時間とは⾔えない。プライベートの量だけでなく、質も確保されなければ、意

味がないのだ。ここからは、プライベートの質が問題となる事例について⾒ていきたい。 

 

1.盗撮されたデート写真 

 写真週刊誌「FRIDAY(フライデー)」は昔から、強引な取材と違法に近い盗撮が⾏われるなど、

何かと悪いうわさが絶えない。この雑誌によって槍⽟に挙げられたアイドルが、元「モーニング

娘。」の⽮⼝真⾥だ。以下、彼⼥が脱退にまで追い込まれた事件の概要を述べよう。 

 2005 年 4 ⽉ 15 ⽇の「FRIDAY」で、⽮⼝と俳優・⼩栗旬の交際報道が⾏われた。先⽴つ

4 ⽉ 10 ⽇の深夜、雑誌記者が突撃取材を敢⾏、⽮⼝らに対し路上でいきなりマイクを向けた。

そして⽮⼝はわずか 3 ⽇後の 4 ⽉ 17 ⽇に、慌しく引退している。当時の彼⼥はグループリー

ダーだったが、その地位も失った。この件に関する事務所の主張について⾒てみよう。 

 

・『モーニング娘。』は多くのファンの皆さんに愛され、⽀えられて成⻑してきた〈アイドルグ

ループ〉であること。 

・『モーニング娘。』のメンバーには未成年者が含まれ、常に団体⾏動を⾏っていること。 

・『モーニング娘。』のリーダーとしての⾃覚。 

(「『モーニング娘。』リーダー『⽮⼝真⾥』についての重要なお知らせ」より) 

http://www.helloproject.com/news/050414-1.html 

 

ここでは「リーダーとして、このような醜聞に巻き込まれること⾃体が不名誉であり、後進

に⽰しがつかない」という⾒⽅をしている。無理難題もいいところだ。「ファンの皆さんに〜」

も持って回った⾔い⽅だが、要は「アイドルが恋愛などもってのほかで、ファンに顔向けできな

い」ということだ。これも暴論である。いかんせん、当時 22 歳の⽮⼝が恋愛話ひとつないとい

うのは容易に想定しがたい。 

プライベート活動、特に男⼥交際に関して、ここまでヒステリーになる理由とは何なのか。 
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2.アイドルのイメージ とプライベート 

 アイドルのイメージは、プライベートの中⾝にまで及ぶ。例えば、政治家が⼥性と腕を組んで

ラブホテルから出てきても、「だらしないエロ親⽗」程度のイメージで済んでしまう。確かに彼

の政治的地位は失墜するし、次の選挙は⽬も当てられなくなることは確かだが。 

 他⽅、アイドルが同じことをすれば、政治家の⽐ではない話題となるだろう。「アイドルらし

くない」ことを責められる可能性が⾼い。この、きわめてあいまいで説得⼒に⽋ける反発は、ど

こに由来するのだろうか？ 

 ここでヒントを得るため、渡部周⼦⽒の『〈少⼥〉像の誕⽣』と、太⽥省⼀⽒の『アイドル進

化論』をあわせて読んでみよう。「国家の基礎は家庭にあり、家庭から兵⼠と労働⼒は⽣産され

る。(中略)この役割に⼥性たちを従事さ せるためには、⼼性形成の途上での内在化、⾃然化が

必要である。そのうえで、重要な機能を果たしたのが『愛情』という感情だった。その⼀⽅で、

少⼥は『純潔』であることが求められた」(渡部 2007：312-313)。 

 渡部⽒は続いて、近代⽇本の教育は「愛情(男性に寄り添う)」と「純潔(男性から離れる)」と

いう相反する概念を、男性から⾒て美しい「愛の客体」となるための「美育」、すなわち美しい

⼥性であるための教育によってまとめ上げたと説明している。「⼥性たちは、なぜ『愛の客体』

へと囲い込まれていったのか。それは、『愛』『純潔』『美』という規範を担った美しい『少⼥』

像が創造され、それが⼈々を魅惑したからこそ、規範としての求⼼⼒を持ちえたのである」(渡

部 2007：316)。 

 戦前の教育において、⼥性は上記のような教育システムの下で育てられてきた。しかし、戦後

になると価値観が変わり、もはや「愛の客体」たる少⼥は天然記念物ともいうべき存在になった。

そこで、⼈々は「愛の客体」としての役割を、「アイドル」という職業に求めたのではないだろ

うか？ちょうど、徴兵制が職業軍⼈に変わるように。 

 太⽥⽒は、渡部⽒とは別の観点からアイドルに対する⼈々の理想を⾒る。キーワードは「若さ」

だ。「リア・ディゾンの場合、どれだけそのグラビア的な『美』が強調されようと、そこから『性』

を切り離すのは難しい(中略)が、初⾳ミク(拙注：⼆次元のキャラクターだが、設定としては 10

代の少⼥)の場合、そうした『性』からは切り離されている。こうして、『清純派』であること

を疑う余地のないアイドルが⽣まれるのである」(太⽥ 2011：269)。 

 ここには、アイドルは「永遠の若さ」の象徴であるべきだ、という観念がある。太⽥⽒は「ア

イドルとは、ファンに時間の流れを忘れさせるもの」と位置付けているが、それは逆に⾔えば、

「時間の流れを感じさせてはならない」ということだ。「もう若くはない」けど「⼤⼈になりた

くない」という境界⼈(マージナル・マン)の代弁者である以上、ついこの間まで初々しかった

10 代の少⼥アイドルは、20 代になっても交際や妊娠といった「⼤⼈⼤⼈した」振る舞いをす

ることは禁忌なのだろう。 
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 ここまでの流れをまとめると、アイドルに対する⼈々の期待は「愛の客体＝理想の少⼥」と「若

さの象徴」によって形成される。⾃分(ファン)の愛を受け⽌めてくれる存在であり、⽼いや変化

への躊躇を忘れさせてくれる箱庭。それがアイドルということになる。 

 恋愛だけでなく、私⽣活全般がそうだ。ファンに⾒えないところで「素の⾃分＝年相応の⾃分」

を出しているのではないか。ファンはそこまで気にかけてしまう。だからこそ、⼈々はアイドル

の私⽣活が「アイドルらしくある」ものかどうか知りたい。その欲求に応えるのが、週刊誌の過

剰報道なのかもしれない。 

 

第 5 節 解決すべき問題 

 ここまで、アイドルのプライベートが「量的・物理的な時間」と「内容的・質的な⾃由」とい

う両⾯から脅かされている現状を説明してきたが、ここからはいよいよ、それぞれの対策を予想

される反論とともに考えていこう。 

 

1.⼈気の対価？ 

 アイドルという職業はブームがあるため、忙しい時は不眠不休になることも想定される。それ

は契約の段階で本⼈もある程度は覚悟しているだろう。それでもなお、アイドルを続けるという

のは、本⼈に相当の意志があるからであり、それを阻⽌することは可能なのか。あるいは、適切

と⾔えるのか。 

 「好きこそものの上⼿なれ」とはよく⾔ったものだが、これはアイドルについても当てはまる

ことだ。たとえ芦⽥愛菜が世間⼀般の 7 歳と⽐べ物にならないほどの仕事量をこなしているに

せよ、彼⼥が仕事を苦痛に感じている様⼦はなく、むしろ新しい仕事への意欲を⽰しているのが

事実だ。また AKB・⾼橋みなみのように、忙しさの中で⾃らを磨くことに「アイドルの真価」

を⾒出す向きもある。⼀概に「⻑時間強制労働」と決めつけてしまうのは、現場の実情や当事者

の意向を無視した機械的反応かもしれない。 

 しかしながら、酒の好きな⼈が飲み過ぎて体を壊すように、芸能活動も度を越せば負担となる。

しかも第 2 節で述べたように、事務所などの主催者＝中間団体がアイドルの資⾦と仕事を握っ

ているため、アイドル個⼈が仕事を取捨選択することが難しいのだ。その上、⼈気が上昇してく

ると⻭⽌めがかからなくなる。事務所は売り込みたくなるから、⼈気アイドルを積極的に使う。

こうなると、本⼈の意思による契約でも「こんなはずではなかった」という事態になりかねない。 

 低年齢化が進むと、さらに深刻な問題も⽣じる。幼少期からアイドルの英才教育を受けている

⼦役などの場合、社会への順応が難しくなることもありうる。歌⼿・⽔樹奈々の著書『深愛』で

は、この問題を鋭く捉えている。彼⼥⾃⾝も変わり者扱いされ、クラスでいじめを受けていたと

述懐している(⽔樹 2010：48-49)。 

 芸能活動がメインになってしまえば、世間⼀般の同世代に混ざれなくなることは必然だ。 
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 アメリカではこうした事情も考慮して 18 歳未満の⼦役に対し、スタジオ教員の導⼊を⾏って

いる。1 ⽇ 3 時間の学習時間を確保し、スタジオ教員が労働規制の遵守や⼦役の健康管理・安

全配慮にまで強い権限を持つことで、事務所と親、本⼈の⾏動を第三者の⽴場から規律する。

http://www.jil.go.jp/institute/reports/2006/062.htm 

 ⽇本ではこのような積極的取り組みはまだ実現していないが、芸能活動の健全化のため、第三

者の⽴ち会いという観点はきわめて重要だろう。例えば、専⾨のカウンセリングサービスや、ア

イドルを代表する弁護⼠を置くという⽅法で、主催者の権限に⼀定の⻭⽌めをかけることが望ま

しい。本⼈の意思なのか、状況によって殺⼈的な仕事量を強いられているのかを第三者の⽬によ

って判別する。その上で、必要であれば対策を練ることになるだろう。 

 

2.アイドルたるゆえん 

 アイドルは公共性の強い仕事であり、それが仕事内容の本質でもある。したがって、第 4 節

の 2 で述べたような理由により、本質にかかわる「愛の客体＝理想の少⼥」と「若さの象徴」

を外せば、もはやアイドルたりえない。また、たとえこうした主張がアイドルの⾏動を束縛する

のに不⼗分だとしても、それに基づく事務所の対応、喫煙や飲酒、異性交際などの素⾏不良⾏為

に対する処罰は、パターナリズムの観点からは⼗分に評価されるだろう。 

 まだ 10 代そこらかの少⼥でありながら様々な⼈と接する機会の多い彼⼥たちだけに、「悪い

⾍がつく」ことは考えられる。中には恋愛のもつれから殺⼈事件にまで発展するケースもあるぐ

らいで、韓国では歌⼿が元交際相⼿の男に⾃宅で刺殺される事件が起こっている。 

（http://www.k-plaza.com/news/enter_news_4919） 

 そういった意味では、「アイドルだから素⾏不良は禁⽌」というよりも、「素⾏不良による被

害からアイドルを守る」という、より現実的な要請から主催者は動くのだろう。 

また、不定期な仕事とプライベートの両⽴が難しく、仕事がおろそかになることも考えられ

る。契約先からの莫⼤な違約⾦、事務所のイメージダウンといったリスクを予防する点でも、私

⽣活への介⼊管理は⼀定程度認められる余地がある。 

 とはいっても、それならそれで、きちんと根拠を⽰せばいいのである。ワーク・ライフ・バラ

ンスやパターナリズムの問題に帰結すべきことを、「アイドルである以上、恋愛禁⽌」というあ

いまいな精神論に基づく⾜枷として仕⽴てるのはなぜか。ここにあるのが、「情報の⾮対称性」

の問題だろう。 

 ファンは主催者やアイドルが思っているほど、不寛容な存在ではない。少し考えてみれば分か

る話だが、理屈として「アイドルだから恋愛禁⽌」はあまりにも不条理だろう。百歩譲って、「契

約で決まった以上、ルールに従うのが当然」といったところか。ところが、この当たり前のこと

に誤解が⽣じるのだ。 
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時折、アイドルの交際報道に際して脅迫を⾏ったりする輩がいるが、こういう⼿合いは過剰

反応に過ぎない。他⽅、主催者側としてはアイドルを危険にさらさないために、恋愛は避けさせ

たいと考える。これを表⾯だけで捉えると、「無理を通して道理を引っ込めた＝世間の『認めな

い』⾵潮に主催者が応じた」と受け取られかねない。結果、「世間ではいまだにアイドル幻想が

まかり通っている」と思い、ファンの間からその声が⾼まってくる。幻想を持っても許される、

と思うわけだ。そして、またたく間に伝染する。 

となると、主催者もこの動きを無視できなくなる。⾦を落としてくれるファンの⽀持を担保

するため、本来はパターナリズムとしての性質を持つプライベートへの拘束に、「アイドルらし

さの保障」という側⾯を付け加えざるを得ないのだ。ひとえに、ファンと主催者の認識のずれが

招いた悲劇だろう。 

 ドラスティックな実験も、時には必要かもしれない。ファンに対する意識調査を⾏い、それに

沿ったマーケティングを考えていく余地はある。アイドルが「商品」だとするなら、商品につい

て顧客の評価を聞くのは改良のために必要なことだ。 

 アイドル幻想という屁理屈を打破し、パターナリズムの観点からの説明をきちんとすべきだろ

う。それで、徐々に理解を得ていく。アイドルビジネスが「常識の通⽤しない聖域」扱いされて

いる限り、世間＝ファンでない⼈々の理解を得ることは難しいし、根本的なところでアイドルと

ファンが分かり合えないままになることは不可避だ。 

 また、パターナリズムの観点から制約を加えるとしても、10 代と 20 代、あるいはグループ

メンバーと単独アイドルでは基準も変わってきて当然である。異性交際が活動に⽀障をきたすほ

どのものであるかどうかも、はっきり⾔って未知だ。本⼈が申告すること、事務所は⼀切責任を

負わないこと、トラブルがあれば契約を打ち切ることなどの条件を課した上で、公認するという

姿勢を取ることも可能だ。コソコソ隠すから悪事扱いされるのであって、公表しておけば問題は

ない。他にも、「恋愛禁⽌は 18 歳未満に限定」といった未成年保護の観点で絞り込めば、パタ

ーナリズムと個⼈の⾃由の折り合いをつけることもできる。 

 いずれにせよプライベート活動を禁⽌するのは、本⼈(アイドル)にとってマイナスとなる場合

(いわゆる危害原理)と、芸能活動に⽀障をきたす場合に限定するといった具体化が必要になるだ

ろう。何かを禁⽌する時はできる限り具体化・限定して、根拠を明らかにするのが権利制限の⼤

前提であるはずだ。 

 

第 6 節 最後に 

 アイドルは労働が不定期であり、主催者である事務所＝中間団体の指揮・監督下に置かれてい

る。そのため、主催者が資⾦と仕事についての強い権限を持っており、アイドルが主体的に⾃ら

の労働を決定することは容易ではない。こうした背景によって、プライベートな時間＝量的側⾯

が脅かされている。 
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 また、ファンと主催者の認識のずれがヒステリックな「アイドル幻想」を正当化し、アイドル

の私⽣活にまで介⼊する事態を招いている。これにより、ファンの興味はアイドルの私⽣活にも

向けられる。その結果、プライベートの⾃由＝質的側⾯にも影響が出る。 

 とはいえアイドルも⼈間である以上、休息も取るし、プライベートを⾃由に過ごすことは認め

られて当然だ。⻑い⽬で⾒れば、それが彼⼥たちの仕事にとってプラスとなる可能性が⾼い。 

制度(ハード)⾯からは主催者が改善し、第三者機関の設置による業務の監督やカウンセリング

による負担の軽減といった⽅法が考えられる。⼀⽅、意識(ソフト)⾯からは主催者とファンの協

⼒により、アイドルのあり⽅という根源的なものも含めて価値観を共有、今後の展望を議論して

いく余地がある。村⼭⽒が述べた AKB の魅⼒「オープンソース」は、こういうところでも⽣き

てくるはずである。従来の「聖域」的発想にこだわらないアイドルビジネスへの介⼊が、結局は

全アクターにとって Win-Win の、良好な⻑期関係へとつながっていくのではないだろうか。 
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国家が殺してよい⼈間は存在するか 
⾙⽥和歩 

 

 死刑を廃⽌する主な理由の⼀つは、基本的⼈権の原点ともいえる⽣命権の保護である。なぜな

ら、どんな凶悪犯も更⽣させて社会復帰させる⼈道的施策が国家には求められており、犯罪者に

も平等に存在する⽣命権を侵害し、更⽣の機会を奪うことは許されないという考えがあるからで

ある。そのため現在の刑事法の原理は教育刑を基本としている。 

 だが、現実的には刑罰によってでは更⽣・矯正が困難な、死刑によってでしか処罰できない犯

罪者が存在しうるのではないだろうか。 

 

第１節 矯正が困難な犯罪者 

 矯正が困難な犯罪者とは罪の意識や反省の余地が無い者とする。具体例として、①快楽殺⼈者

②再犯を繰り返す者を挙げる。 

 快楽殺⼈は殺⼈という⾏為そのものを楽しむために⼈を殺す、殺⼈に伴って性的な快感を感じ

る特異的な性的志向から⼈を殺すような犯罪である。快楽殺⼈者にとって犯⾏の動機付けは空想

がもとになっているといわれる。彼らは、⾃分には欲しいものを⼿に⼊れる権利があるにもかか

わらず、今は不当な扱いを受けていると信じているので、空想は現実逃避の⼿段として、重要な

ものになる。空想の中では、彼らが⾃分の感情を表に出すことができ、ほかの⼈間を好きなよう

にコントロールすることができるからである。 

 彼らは空想を何よりも好み、⽣活の中⼼に置いているので、そうした空想は秘密の、強いリア

リティを持つものになっていく。そして、このような空想は⼦供時代から⻘年後までを通じて極

めて攻撃的・暴⼒的なのが普通である。殺⼈者たちは、⾃分の空想の強さや細部の詳細さを⾃覚

していることが多く、彼らの⾏為が強い感情を表現しているものであればあるほど、⽇頃の空想

との結びつきが緊密になっていく。⾏為が、思考をより精緻に、より暴⼒的にしていくのである。 

 突然、猫や⼈間を殺害すると⾏った⾏為は、我々の⽬からすると⼈格が豹変したように⾒える

が、実際は極めて意識的もしくは前意識的に⾏われており、殺害に先⽴つ⾏動と強く関係してい

る。そしてこのプロセスは、殺⼈者たちの⼈⽣における暴⼒と殺⼈との重要性をさらに⾼めてい

く。 

 かくして、暴⼒と殺戮とは、殺⼈者たちにとって、⾃然で正当な⾏為となる。また、快楽殺⼈

は性欲・⽣理的嗜好と結びついているために、殺⼈犯に殺⼈をやめさせることは⾮常に困難とい

える。では、彼らのような更⽣が⾮常に困難な者は、更⽣が困難であるということを理由に即座

に死刑に処してもいいのだろうか。更⽣が困難であったとしても彼らに更⽣する機会を与えるべ

きであり、単純に社会から排除するのは乱暴であるといえる。 

 再犯を繰り返す者はどのような罪を犯すかの軽重があるものの、同じ過ちを繰り返すために⼗
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分に改善更⽣がなされていないといえる。 

 現在、我が国では受刑者に対して、受刑

者に犯罪の責任を⾃覚させ、社会⽣活に適

応するのに必要な知識や⽣活態度を習得さ

せるために必要な改善指導や、社会⽣活の

基礎となる学⼒を⽋くことにより改善更⽣

や円滑な社会復帰に⽀障があると認められ

る受刑者に対して⾏われる教科指導などの

矯正プログラムを⾏っているが、受刑者矯

正プログラムは実際、有効に機能している

と⾔えるだろうか。 

 平成 23 年版犯罪⽩書によると、検挙者中

の再犯者率(図 1 参照)は、22 年は 42.7％で

あり、9 年から⼀貫して上昇し続けている。検

挙⼈員中の有前科者率（図 2 参照）は、22 年

は 28.2％であり、30％前後で推移してい

ることが分かる。そして、22 年の再犯者

率を前科数別で⾒ると、前科 1 犯の者の構

成⽐が 39.1％と最も⾼いが、（警察庁の統計

の区分による）の前科を有する者は 51.6％で

あった（警察庁の統計による）。 

また、平成 13 年及び 18 年の出所受刑者に

ついて、出所年を含む 5 年⼜は 10 年の間、

各年の年末までに再⼊所した者の累積再⼊率

（図３参照）を⾒ると、①5 年内の累積再⼊率

は、41.1％であるが、②10 年内に再⼊所し

た者は、51.8％を占めている。 

 ⼊所度数別に⽐較すると、⼊所度数が多いほ

ど累積再⼊率は⾼く、特に⼊所度数が 1 度の

者と 2 度の者の差は顕著であり、2 度の者は、

ほぼ半数の者が 5 年内に再⼊所し、3 度以上の者は約 7 割もが再⼊所している。⼊所

度数を重ねるに従って、改善更⽣の困難さが増していくことがうかがわれる。 

 これより現在、刑務所の犯罪者を教育・構成する機能が⼗分に働いていないと⾔える。

では、なぜうまく機能しないのだろうか。 
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 無期懲役囚である美達⼤和(2010)は、この問いに関して次のように述べている。 

受刑者たちには独特の価値観がある。それは⽂化的遺伝⼦のように受刑者の中で綿々

と受け継がれてゆくものであり、よほど強い意志や個を持たない者でなければ感化さ

れてしまう。犯罪に対して罪悪感を持たなくなる。また、教科指導や改善指導の回数

が少なく不⼗分である。そして、受刑者の⾃律性や⾃発性を養うために⾏われている

規制緩和は懲役の⾟さを減らし、受刑者に必要以上の安楽な⽣活を与えることになっ

ており逆効果である。 

 

第２節 無期懲役の問題点 

 無期懲役とは刑期の終わりがないが、仮釈放によって社会に復帰する可能性を認めてい

るイギリスなどの終⾝刑と同じ相対的終⾝刑であり、我が国では、死刑に次いで重い刑罰

である。仮釈放中の者は残りの刑の期間について保護観察に付される残刑期間主義が採ら

れている。無期懲役の受刑者は、残りの刑期も無期であるから、仮釈放が認められた場合

でも、恩赦などの措置がない限り、⼀⽣涯観察処分となる。 

したがって、定められた遵守事項を破るまたは、犯罪を犯した場合には、仮釈放が取り

消されて刑務所に戻されることとなる。図 4 を⾒ると、刑の執⾏期間が 20 年以内で仮釈

放が許された無期刑の受刑者は、平成 15 年以降はいない。また、平成 20〜22 年では、

刑の執⾏期間が 30 年前後で推移していることが分かる。法律（刑法 28 条）では、無期

懲役は服役 10 年を経過すると仮釈放の対象となるが、図 4 からもわかるように実際は全

く違い、事実上、終⾝刑ともいえる。そのため、 

無期囚が外の世界に出るには仮釈放によるしかないため、仮釈放で社会に出るとい

うことが服役中の最⼤の⽬標となる。仮釈放を得るには刑務所内で規則違反などのト

ラブルを起こさないことが第⼀条件であり、無期囚たちはトラブルを起こさないよう

に努める。しかし、あくまで表⾯上トラブルを起こさなければいいため、仮釈放を得

ようと反省したかのように取り繕うだけで本⼼から反省している者はほとんどいない

（美達 2010:121）。 

つまり、結果的に改善更⽣することなく、約 30 年もの時を過ごし、⼊所した時とそれほ

ど変わらぬ精神と価値観のまま出所していく恐れがある。 
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第３節 絶対的終⾝刑が死刑に代替できるのではないか 

仮釈放のない絶対的終⾝刑を死刑の代替案として導⼊してはどうだろうか。確かに、社

会から改善構成が困難な犯罪者を排除するという側⾯をかんがみれば、死刑でなく終⾝刑

で代替できるといえる。そして、絶対的終⾝刑を導⼊するメリットとして⑴国家による殺

⼈がなくなる。⑵基本的⼈権である⽣命権の保護という死刑廃⽌の⽬的を達成することが

できる。⑶仮釈放が無いため、確実に再犯を防⽌することができ、刑事施設において⽣涯

罪を償うことが保証されている。などが挙げられる。 

だが、これらのメリットはさまざまな問題点をはらんでいる。まず、⑴どんなに多くの

⼈を殺してとしても、死刑にはならず刑罰が持つ抑⽌⼒、応報的な機能が失われる。次に

⑵⽣命権とはただ「⽣かしておくこと」ではなく、⼈間の尊厳が感じられる「積極的に⽣

きようとし、⽣きる喜びを感じることを邪魔されない権利」である。終⾝刑によって、⼀

⽣、⾃然死するまで拘禁することは⽣命を守ったとは⾔えたとしても、本当の意味での⼈

権を守ったとは⾔えない。そして、⑶仮釈放の望みがないため、受刑者が⾃暴⾃棄になり、

⾃らの罪と向き合い、反省することを放棄し、改善更⽣できなくなる。 

このようなデメリットを考慮すると、終⾝刑は刑罰が持つべきである矯正⼒を⼗分に持

つとは⾔えず教育刑として不⼗分である。また、⾝勝⼿に他⼈の命を奪った者の命が保証

されることは不公正であり、被害者や遺族の感情に⼤きく反し、応報刑としても不⼗分と

なる。よって、絶対的終⾝刑は、犯罪者を社会から排除し、秩序を守るという点を除いて

は死刑に⽴ち替わることはできない。 

 

第４節 更⽣させるための死刑 

これまでを踏まえて、加害者本⼈に反省を促し更⽣させる教育刑の役割、また被害者や

遺族の感情を満たす応報刑としての役割を持ち、社会の秩序を守るにはどのような刑罰を

⽤いるべきだろうか。美達は執⾏猶予付き死刑の導⼊を主張する（美達 2010:97）。こ

れは別に条件を定め、その条件を満たさない場合は死刑となるというものである。 

その条件とは、⼰の罪に向き合い、反省することである。だが、受刑者たちはすでに成

⼈しており、性格も思考のある程度は固定化されているので、そのような者たちに向って

表層的に、反省せよ、更⽣せよと唱えてもあまい効果が期待できない。そして、反省を促

し、また、反省の度合いを測るために継続して課題、字数を指定したレポートを提出させ

る。 

反省が深くなるには段階があり、そのためには時間が必要となる。そこで、その課題と

して、いきなり反省というのではなく、まず⾃分につい深く省察するように促すために、

⽣い⽴ちや家族との関係などの⾝近な課題、少ない字数から始め、⾃分に問題点があった

としたら、それは何かという点に⽬を向けさせる。そして、⾃分とはどのような⼈間かと
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いうことを考えさせ、⾃分という⼈間の⼈⽣とはどのようなものだったか、これからの⼈

⽣は以前までと同じでよいのかを熟考させる。 

次に事件について振り返る段階に⼊る。この段階では、命を奪われるとはどういうこと

か、償い・謝罪とはどのようなことか、今後の⼈⽣で⾃分が被害者・遺族に対してできる

ことは何があるかなどということについて、徹底的に考えさせる。それに伴い字数を増や

していく（約 4000〜6000 字）。これだけの分量の⽂字を書くには、表⾯上の反省を書

くだけでは⾜りず、必然的かつ真剣にこれらの課題と向き合わざる負えなくなる。 

こうして、提出されたレポートに評価点をつける。評価点をつけるのは刑務官ではなく、

⼤学の教授などより中⽴な視点で評価できる者にすべきである。こんなことはしたくない、

もうどうにでもしてくれとなった場合には、執⾏猶予を取り消し、死刑を確定させる。 

美達は、執⾏猶予付き死刑では、執⾏猶予を 30 年間とし、累積評価点等で審査した成

績が基準をクリアしたならば無期刑となり、仮釈放も認めるとしている（それまでも継続

してレポートは課される）が、私は、執⾏猶予は 30 年でなく 7,5 年、無期刑ではなく、

終⾝刑にするべきだと考える。なぜなら、反省をするか否か、この矯正プログラムに取り

組むか否かについて判断することに 30 年もの猶予期間は⻑すぎる、また、⾃分の罪への

深い反省と、被害者・遺族への謝罪の念により、死刑囚が⼈間性を回復し、そのことを第

三者が評価したとしても、罪⾃体の重さは変わらず、その責任をとり、罰を受けなければ

ならないからである。では、なぜ 7,5 年か。それは 1996 年から 2005 年までに執⾏し

た元死刑囚 32 ⼈を対象に調べた結果、死刑確定から執⾏までの平均拘置期間が約 7 年 5

カ⽉であり（参 - 法務委員会 - 2 号 平成 18 年 10 ⽉ 26 ⽇）、その期間を猶予の⽬安と

するのが⻑すぎず、短すぎず妥当だからである。そして、レポートを提出させることで受

刑者が反省・更⽣できたなら終⾝刑のメリットの⼀つである刑事施設で⽣涯償うことが保

証されているということがうまく機能し、獄中でただ⾃然死するまでを無為に⽣きるので

なく、反省と償いのために⽣きていけるのではないだろうか。 

 

結論 

 以上のことを踏まえて考えると、快楽殺⼈者のような、たとえどんなに更⽣・矯正が困

難な者であっても、「相⼿は誰でもよかった」「⼈を殺してみたかった」「⾃分も死にたか

ったが⾃殺できなくて、⼈を殺せば死刑になると思った」などのような考えを持つ加害者

で あ っ て も 、 ⼰ の 罪 と 向 き 合 い 、 反 省 す る 機 会 を 与 え ら れ る べ き で あ る 。        

つまり、国家が殺してもよい者とは、そのような機会を与えられているにもかかわらず、

それを無下にする者である。そのような者のために死刑という刑罰は不可⽋であり死刑は

廃⽌するべきではない。 
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⽣活⽔準を下げる責任 
 ⼤友 学 

 

第１節 問題提起 

現在、私たちは地球温暖化という地球規模の環境問題を認識しながらも資源やエネルギーを

⼤量に消費する⽣活を続けている。この気候変動は様々な環境問題を引き起こしている。さらに、

先進国のエネルギー⼤量消費型の⽣活が原因である環境問題の直接の被害は特に途上国に及ん

でいる。この現在の経済システムによる地球規模の環境問題に対して先進国、途上国はどのよう

な責任を負っているのだろうか。また、先進国に住む私たちは今までの⽣活を⾒直し、⽣活⽔準

を下げるところまで取り組まなければならないのか考えていきたい。 

 

第２節 先進国と途上国の対⽴ 

２．１ 途上国の主張 

これまでの国際会議において主張されている途上国側の意⾒としては主に以下のものが挙げ

られる。第⼀に、経済発展を追求するあまり、枯渇性資源等を過剰に消費し、⼤量の廃棄物を放

出してきたのは先進国であり、先進国こそ今⽇の環境問題の責任がある。途上国では⼈⼝増加と

それに伴い加速する貧困により⽣存のためにやむなく⾃然を犠牲にし、⾃然環境の悪化がさらに

貧困を加速するという悪循環がある。この悪循環からの脱却のためにも経済的発展が必要であり、

先進国に起因する環境問題を理由に途上国の⼯業発展や森林伐採を制約されることに反対する。 

第⼆に、開発の権利に関しては、⾃国の資源は⾃国の環境開発政策に従って⾃由に利⽤する

権利が尊重されるべきであり、地球上の全ての⼈間は適切な⽣活⽔準を享受する権利があり、そ

のために開発する権利を有する。第三に、地球環境問題はもとより貧困などの途上国の問題は先

進国に原因があるため、問題解決に必要な資⾦は補償的な性格を有しており、先進国はこれを義

務として拠出すべきである。 

これに対して先進国は今⽇の環境問題は全世界共通の問題であり、地球環境悪化による被害

は、先進国、開発途上国の区別なく受けるのだから協⼒して取り組まなければならない。そして

環境上の制約から開発が制限されることもあり得ると考えている。 

  

２．２ 「社会的費⽤」 

途上国が第⼀に主張している先進国が環境破壊を⾏いながらも経済成⻑を優先させてきた原

因をＫ．Ｗカップは社会的費⽤という概念を使って主張している。カップの主張は、完全競争を

理想とする市場メカニズムにおいては、環境破壊など社会的損失を効果的に防ぐことはできず、

そのために要する社会的費⽤を⽣産者に対して公平に負担させることはできない、ということで

ある。環境問題についてこの社会的費⽤の概念を⽤いて次のように説明している。 
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⼤気や⽔の汚染は、財産の価値を減少させ、⼈間の健康を損ない、動植物への悪影響をも

たらす。そしてこれらの社会的損失は私的⽣産者の⽀出に反映されることはない。⾃然環

境の損傷にかかる社会的費⽤についてはこれを明確に認識し把握する事が困難である。さ

らにまた、⽯油や鉱物など天然資源の涸渇についてはいったん消費されれば資源を回復す

るのが著しく困難になるほか、次のような複雑な問題を抱えている。すなわち、天然資源

にかかわる財産的権利は採掘権者による実際の採掘によっていわば原始取得の形ではじめ

て権利性が認められることになる。その結果、天然資源の開発競争と採掘競争が起こり、

過剰供給による価格の低下を招き、早期の涸渇に拍⾞がかかる。しかし資源の涸渇が認識

されるや否や、価格が急騰し、合理的な価格決定による効率的な財の社会的配分は⾏われ

なくなる。このように天然資源の消費については権利の設定と価格の決定を合理的かつ効

率的に⾏うことが困難であるために、潜在的に多くの社会的費⽤を要するという問題を抱

えている。（カップ 1969 :122） 

 

つまり先進国における資本主義経済は⾃由競争によって経済成⻑をもたらすが、絶えざる成

⻑を必要とするために不可避的に社会損失をもたらすということである。市場メカニズムは損失

回復のための社会的費⽤を公平に配分するための制度がそなわっていないのである。したがって

社会的費⽤を負担してこなかった先進国に環境問題の原因があるとする途上国の主張は正しい

と⾔える。 

 

２．３ 「成⻑の限界」と成⻑する権利 

次に途上国が第⼆に主張する開発の権利について検討する。ＮＧＯのローマ・クラブが 1972

年に「成⻑の限界」という報告書を発表した。この報告書の中⼼におかれているのは、地球上の

⼈間の存在は、その⾃然的本性的制約からして、無限に成⻑し、増⼤し続けることは不可能であ

る、という考えである。⼈間の活動の成⻑に対して限界を画する⾃然的本性的制約とは、⼈⼝、

⼯業化、公害、⾷糧消費、天然資源の消費、という相互に相関関係に⽴つ五つの要素からなる。

これら五つの要素は相互に関連し合いながら増⼤する傾向にあり、⻑期的に悪影響がもたらされ

る、という警鐘を鳴らしている。（メドウズほか 1972:12） 

このような資源の有限性によって成⻑の限界がある⼀⽅で、当然ながらすべての個⼈に、よ

り豊かになる権利とより⾼い⽣活⽔準を享受する権利とが認められなければならない。つまり快

適で⽂化的な⽣活を享受できるのは先進国のみに認められた特権ではない。そうであるならば世

界全体における経済成⻑の限界と途上国の求める経済成⻑の権利をどのように調和すべきなの

だろうか。ここで、エコロジカルフットプリントという指標を使って地球にはあとどれくらい成

⻑する余地がのこされているのか考えてみよう。エコロジカルフットプリントとは⼈間がどのく
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らい⾃然環境に依存しているかを表す指標で、⼈間の経済活動を持続可能に⽀えるのに必要な⼟

地、森林、⽔域などの⾯積で表現したものである。この⼀⼈当たりのエコロジカルフットプリン

トを⾒れば環境収容⼒に⾒合ったエリア辺りの適正規模をどの程度超えた経済活動をしている

かを⾒ることが出来る。地球の環境収容⼒を全⼈類に公平に分配した場合⼀⼈当たり約 1.8ha

という値になる。⽇本⼈⼀⼈当たりのエコロジカルフットプリントは⼀⼈当たり約 4.3ha にな

る。そして、アメリカ⼈は⼀⼈当たり約 9.5ha になる。この値を使って次のような計算をする。

4.3÷1.8 で約 2.4、 9.5÷1.8 で約 5.3 となり、この値が意味するところはもし全⼈類が⽇本

⼈と同じ⽣活⽔準を維持する経済活動を⾏った場合は地球が 2.4 個、アメリカ⼈と同じ⽣活基

準を維持する経済活動を⾏った場合は地球が 5.3 個必要になる、ということを意味する。つま

り地球全体の財が限られている以上、世界のすべての市⺠に等しくＯＥＣD 諸国のような先進

国と同程度の所得と⽣活⽔準を実現させることは不可能である。これは事実上すでに⾼い所得と

⽣活⽔準得ている先進国にのみこれを享受する特権を認めているようなものである。 

 

２・４先進国の責任 

上述の検討をまとめながら途上国の第三の主張を検討する。先進国はこれまで⾃由市場等を

通して⾃国のＧＤＰ増⼤を⽬指して努⼒してきた。しかしそのような世界規模の資本主義は上述

のカップが指摘した「社会的費⽤」の発⽣を抑⽌してこなかった。地球温暖化等の環境問題は⻑

い間先進国が⽣産活動を続けてきた結果⽣じた「社会的損失」が今になって顕在化したものにほ

かならない。先進国はその損失による社会的費⽤を未来世代や途上国に転嫁することで現在の豊

かさを享受しているとも考えられる。さらに現在先進国はその社会的費⽤を⾃ら負担しようとせ

ず、これから発展し豊かになろうとしている途上国に対してその成⻑を抑⽌することで危機を回

避しようとしている。原因を作った先進国は積極的に損失回復にかかる費⽤を、現在まで築き上

げてきた富から⽀出すべきである。 

地球資源の有限性に気づき、「成⻑の限界」があることを知ったとき、分配の問題を考える

ことになる。エコロジカルフットプリントが⽰している通り全⼈類が⽇本やアメリカのような⽣

活⽔準を満たせるような余裕は地球に残されてはいない。つまり私たちが⼀定の⽣活⽔準を維持

していることが地球上の他のところで⽣きている⼈達の権利を奪っているかもしれないという

ことである。「成⻑の限界」が存在する世界で公正に分配するには所得と⽣活⽔準について世界

共通の均衡点を設定しなければならず、それは同時に先進国の⼈々の⽣活⽔準を引き下げること

を意味する。先進国の⼈々は⼀定程度の⽣活⽔準を断念し、環境問題の社会的費⽤の負担や持続

可能な社会づくりを積極的に⾏わなければならない。 

 

２．５ 共通ではあるが、差異ある責任 
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先進国が社会的費⽤を積極的に負担する責任があることは、発展途上国が以前の先進国のよ

うに無秩序に経済成⻑を⾏うこととは同義ではない。途上国抜きの温暖化対策は効果が乏しいも

のになるからである。1992 年の地球サミットで⽤いられた原則に「共通であるが差異ある責

任」がある。これは地球環境問題には共通の責任があるが、各国の責任回避の寄与度と能⼒は異

なっているという考えである。この原則で共通の責任を前提としつつも差異を設けることにより、

国際的な条約において途上国の合意を容易にしたり、交渉コストを軽減したりすることに役⽴っ

ている。しかしこれは無制約に責任の差異化を許容するものでもないし、特定の差異ある取り扱

いを固定化するものではない。近年特に中国やインドは先進国並みに⼆酸化炭素を排出している。

中国は現在⼆酸化炭素排出量世界１位である。このようなインド、中国のような新興国にも積極

的な削減が求められる。 

 確かに先進国が主張するように途上国も共通の責任として地球温暖化対策をとるべきとする

意⾒も⼀理あるかもしれない。しかし、先進国が率先して排出量を削減して、差異ある責任を果

たしてからでなければ、その主張は途上国に受け⼊れられない。 

 

第３節 持続可能な社会を⽬指して 

３．１ 資本主義の構造的問題 

私は排出量削減には先進国が⼀定の⽣活⽔準を諦め、⼤量消費型の⽣活から脱却し、持続可

能な社会に移⾏する必要があると考えている。しかし、現在の経済システムは資本主義を採⽤し

ており、絶えざる成⻑を必要としている。そこで現在の経済システムを問い直すことにする。 

資本主義経済においては私的所有が認められている。しかし、この所有の度合いには差があ

る。私たち先進国の⼈々は途上国に⽐べて、はるかに⾦持ちであるにもかかわらず、⾦持ちにな

ったという実感はない。これは⾦持ちかどうかという感覚は収⼊や消費の絶対量で決まるもので

はなく相対的なものだからである。つまり、経済成⻑によって収⼊が増えたとしても⾃分より⾦

持ちの⼈を⾒る限り多くの⼈の貧乏感はなくならない。こうした渇望感を原動⼒に今⽇の経済シ

ステムは発展してきた。そしてこの無限の欲求を満たすために⼤量⽣産、⼤量消費を⾏っている。 

 この資本主義経済のなかで消費を抑制することは経済成⻑を停滞させるという反論があるか

もしれない。しかしそもそも経済成⻑とはＧＤＰで表される経済規模の増加を意味し、あくまで

も市場で取引される財やサービスの集計にすぎない。したがって家事や、ボランティアや、良好

な⾃然環境などの要素は含まれていない。そのようなＧＤＰ増⼤、経済成⻑のみを求めるのはそ

もそも間違っているという反論ができる。また、ＧＤＰと異なる新しい概念として「グリーン国

⺠所得」がある。「グリーン国⺠所得」とは国⺠所得から⾃然環境の劣化や、その修復に要する

費⽤、再⽣不可能な資源の減少分、さらに環境悪化による被害額などを差し引いて求められるも

のである。この考えに基づくと、国⺠所得が減少しても環境が改善したり、⾃然資本の再⽣が実

現したりして、「グリーン国⺠所得」が増加することもありうる。さらに、絶えず成⻑を必要と
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する資本主義経済に対して、地球の限界と折り合いをつける経済の考え⽅を取り上げた経済学者

のジョン・スチュアート・ミルは次のように述べている。 

 

私は資本と富の定常状態を保守的な政治経済学者たちの多くが⽰すようなあからさまな嫌

悪感を持って⾒ることはできない。むしろそうした状態は、総じて、現在の状況を⼤きく

改善するものだと考えたい。私は先へ先へ進もうとして苦闘することが⼈間の常態であり、

それが⼈類の最も望ましい天性であると考えている⼈たちが提唱する⽣活の理想というも

のに魅⼒を感じていない。資本と⼈⼝の定常状態が、⼈類の向上の停⽌を意味するもので

ないことは、⾔うまでもないだろう。それどころか、これまで以上にあらゆる種類の精神

⽂化を興隆させ、道徳的にも社会的にも進歩の機会が与えられるだろう。（Mill 1848:328） 

 

 何のために経済成⻑を求めるのか、「豊かさ」は経済成⻑によってしか達成されないのか私た

ちはもう⼀度考えてみる必要がある。 

 

３．２ 技術⾰新による温室効果ガス排出削減 

私たちの⽣活⽔準を下げる前に、技術⾰新によって⽣産効率をあげて排出削減を⾏うべきだ

とする意⾒があるかもしれない。これに関して具体的に検討する。 

 技術⾰新の具体例として、⽩熱灯をＬＥＤ証明に取り換えればエネルギー量が６分の１から８

分の１で済む。冷蔵庫は１５年前と⽐べて効率が２倍もよくなっているし、⾃動⾞においても燃

費はかなり向上しており、取り換えるだけで、排出削減につながる。 

 もちろん技術⾰新による効果は積極的に取り⼊れるべきだが、それだけでは⼗分ではない。そ

もそも技術⾰新による解決は現在の⽣活⽔準を維持することが前提とされており、根本的解決に

なるとは考えにくい。 

 つまり結局のところ私たち消費者が⽣活を⾒直し、エネルギー消費を減らすことが温暖化対策

として最も確実かつ有効な⼿段であると考えられる。 

 

３．３ ライフスタイルを変えるために 

 私たちがライフスタイルを変えるにはどのように⾏動すればいいのだろうか。これを考える前

に私たちのライフスタイルはどのように決定されるのかを考えなければならない。⼀つの考え⽅

は、ライフスタイルを規定しているのは供給側であるから、ライフスタイルを変えるのも供給側

でしかないとする考えである。私たちの⽣活は、企業で働き、交通機関のお世話になり、企業が

販売する製品を買い、企業の作ったテレビを⾒て過ごしている。このような産業社会に合わせた

時間とお⾦の使い⽅をしており、それが集まって私たちのライフスタイルを形成している。よっ

て持続可能な社会に向けてライフスタイルを変えるのは供給側の仕事であって私たちには変え
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ることが出来ず、作られた社会に従うのみである。企業が持続可能性の⽅向に向かわなければ個

⼈のライフスタイルは変わらない。 

 これに対して私たち⾃⾝が考えを変えればライフスタイルも変わり、それが市場を通じて供給

側に伝わり、それを受けて供給システムが持続可能な社会を実現するという考えがある。この考

えでは消費者こそが持続可能な社会実現への原動⼒ということになる。 

 この⼆つの考え⽅はどちらか⼀⽅である必要はない。供給者側でも消費者側でも将来社会の在

り⽅に向けて同じ考えをもち、エネルギー消費削減の必要性に関して固い実⾏意思を持っていれ

ば社会は変わっていくかもしれない。さらに政府が⻑期的な展望をもって経済的措置、教育、規

制によって需要者のライフスタイルの変化を誘導していくことでそれはさらに実現可能性を増

す。つまり政府、消費者、供給者の三者の協働によって持続可能な社会のライフスタイルを作り

上げていくことになる。 

 しかし私はその中でもやはり消費者はインセンティブをもって⾏動しなければならないと考

えている。それは先にも述べたように、⼀次エネルギーの低炭素化だけでは温室効果ガスの⼤幅

な削減は困難で、消費者側のエネルギー使⽤抑制なくして持続可能な社会は達成できないからで

ある。もし本当に省エネ、省資源を望むのであれば消費者は⾏動で⽰すしかない。ものやサービ

スを買うあるいは買わないという⾏動で望むべき社会の実現に向けて投票しているといえるか

もしれない。現在の社会において消費者は受⾝の姿勢になってしまっている。公共インフラを提

供する政府、魅⼒的な広告で購買意欲を掻き⽴てる企業といった圧倒的な権⼒をもつ供給側のも

とで⽣活することがライフスタイルとなっている。税⾦は払うものの⽤途には無関⼼であり、持

続可能な社会の実現に向けての増税であっても反対し、責任を政府に押し付けるような存在にな

っている。私たち消費者は、⾃分たちの⾏動が社会に多⼤な影響を与えることを認識し、社会変

⾰に向けて能動的にライフスタイルを変えなければならない。それは⽣活⽔準を落とすという消

極的なものではなく、限りある資源を公平に使⽤し、将来世代に渡って豊かな⽣活を享受するた

めという積極的なものである。 

 現在の経済システムにおいて持続可能な社会を⽬指すことは、⾮現実的だと考える⼈がいるか

もしれない。確かに消費者、企業の選択によっては、従来型の企業が倒産したり、失業が増⼤し

たりすることがあるかもしれず、⼤きな課題となる。しかし歴史的にみると、かつては⾮現実的

なこと思われていた多くのことが今⽇では当たり前になっていることがある。例えば奴隷解放や、

信教・思想の⾃由などはその例であろう。これらの例は、合理性があり正しいと考えられている

ことはいつか実現されるときが来るということを⽰している。よって私たちが持続可能な社会を

訴え続けることには意味がある。 

 

第４節 おわりに 
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 環境破壊、途上国の経済成⻑は共に速いスピードで進⾏している。地球規模の環境問題に対す

る取り組みは先進国だけでは追い付かず、途上国の協⼒が不可⽋である。その協⼒を実現するた

めには環境破壊に責任のある先進国が積極的に取り組む必要がある。ここで主張したいのは効率

的かつ効果的な国による政策はもちろん、私たち先進国の⼈々の意識の変⾰である。技術⾰新に

よる物理的資源使⽤の削減、政策による対策を期待しているだけでは不⼗分である。先進国の

⼈々は幸福に安住し、それ以上想像を巡らそうとしない。しかし私たちがただ⼀定の⽣活⽔準の

⽣活を維持することだけでも、他の場所における他の⼈の権利を奪っているかもしれないのであ

る。論理学者の⾔う「複合の詭弁」という⾔葉がある。これは個々で｢真｣であっても全体ではそ

うではない、という意味である。確かに先進国の⼈は現在の豊かなで贅沢な⽣活を送る権利はあ

るかもしれない。しかし、地球全体の視野から⾒た場合「真」とはいえないのである。 

 資本主義経済の成⻑の限界が⾒え始めた今こそ、⾦に換算できないものが重要になってきてい

るのではないだろうか。2011 年、東⽇本⼤震災の影響で電⼒供給量が⾜りなくなったときに、

⽇本中で節電が⾏われた。これは⼀⼈⼀⼈の意識が変われば他者のために⾃分の欲望を制限する

ことが可能であることを⽰しており、また 2011 年に起きた中東⾰命は⺠衆が団結した⼒は社

会を変⾰する⼒があることを⽰している。つまり私たちは⾃分の欲望を制限して、⽬標に向けて

⼀致団結すれば社会構造に変化をもたらすことはできるのであり、持続可能な社会を実現する事

は不可能ではないのである。 

 よって先進国は⼀定の⽣活⽔準を諦め、持続可能な社会に向けて努⼒するとともに、個⼈の意

識を改めるべきだと考える。 

 

参考⽂献 
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⼈道的介⼊は義務か 
清⾥⼀弘 

 

第 1 節 問題の所在 

 2011 年 3 ⽉ 17 ⽇、国際連合安全保障理事会決議 1973 が採択された。この決議により、

同年 2 ⽉に勃発したリビア内戦について、⽂⺠ならびに⽂⺠居住地域の保護のために、外国軍

による占領を除いたあらゆる措置を講じる権限が加盟国に付与された（四項）。これに基づいて、

英仏を中⼼とする多国籍軍による軍事介⼊が⾏われた。いわゆる⼈道的介⼊である。 

⼀般に流通している（狭義の）⼈道的介⼊1の定義について、最上敏樹は四つの共通点を挙げ

ている。①極度の⼈権侵害が発⽣していること、②当該国政府に⼈権侵害阻⽌の意思及び能⼒が

⽋如していること、③単数または複数の他国による介⼊であること、④軍事⼒を⽤いた介⼊であ

ること［最上 2001：11］。 

これに加えて、意図が⼈道的であること、介⼊国の利益よりも被介⼊国の福利と⾃由を⽬標と

すること、といった条件を加える論者も存在する［Buchanan 2010：201］。これらの条件

が付け加えられるのは、意図と⽬標において⼈道的でないと⾒なされる介⼊が数多く存在してい

るからである。 

安全保障理事会では、安保理決議 1674 において「保護する責任」が理事国全会⼀致で確認

されているが、それはあくまで確認に過ぎず、効果的な指針を⽰すまでには⾄っていない。各国

は「保護する責任」に基づいて、実質的には独⾃で介⼊の判断を⾏っているのだ。このような状

況に対して、私はより厳密な⼀種の⼈道的介⼊システムを導⼊すべきだと考える。そして、この

ようなシステムを導⼊するには、その前提として⼈道的介⼊が義務であると⽰すことが必要とな

る。 

本稿は以下の構成で、⼈道的介⼊が各国の義務であること、現在よりも厳密な介⼊システムが

必要であることを⽰す。まず、⼀般的な⼈権保障義務についての議論を検討し、⼈権保障責任の

所在を明らかにする。次に、⼈道的介⼊の正当性に関する議論を整理する。そして、⼈道的介⼊

を義務として課す際の問題点を検討した後に、⼈道的介⼊システム設計の必要性について述べ、

現実的な問題点を確認する。 

 

第 2 節 ⼈権を保障する義務 

                                                  
1⼈道的介⼊と⾔っても、広義には介⼊主体や内容について多岐に亘っている。経済制裁等を含む広義の⼈

道的介⼊と、軍事⼒の⾏使を伴う狭義の⼈道的介⼊は、それぞれ異なった論点を孕んでいる。よって本稿

では、より論争的である狭義の⼈道的介⼊を基本的な考察対象とし、以降の記述において特別な断り無し

に「⼈道的介⼊」と表記した場合は、狭義の⼈道的介⼊を指すものとする。 
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2.1 ⼈権保障責任の根拠 

 最上による定義を⾒ると、その第⼀に「極度の⼈権侵害の発⽣」が挙げられている。このこと

から、⼈道的介⼊の義務とは⼈権保障義務の⼀形態だと考えられる。⼈権保障が義務でなければ、

⼈道を理由として介⼊の義務を導くことは出来ないだろう。そこで、まずは⼈権保障⼀般の義務

について検討することから始める。 

 ⼈権とは、普遍的な権利である。つまり、万⼈が⼈権を保障される権利を有している。では、

⼈権に相関する義務は誰が負っているのか。これについて T. W. ポッゲは、⼈権の制度説と相

互⾏為説という⼆つの理解の仕⽅を提⽰する［ポッゲ 2010：86-87］。制度説は、国家を典

型とした社会制度に対する制約として⼈権を⾒て、諸個⼈に適切な制度を構築する義務を負わせ

る。それに対して相互⾏為説は、社会制度から独⽴した、⼈間相互の振る舞いに対する直接的制

約として⼈権を捉える。 

そしてポッゲは、制度による担保が受けられない可能性のある相互⾏為説よりも制度説が⼈権

の理解として妥当だと主張する2。制度説に⽴った場合、⼈権保障の義務は第⼀次的に社会制度

（国家）が負い、個⼈（国⺠）は⼈権を侵害するような制度を改⾰する義務を第⼆次的に負担す

る。つまり、⼈権侵害が発⽣した際に責任が問われるのは国家であり、このとき国⺠は間接的責

任を負うに過ぎない。 

 しかし、個⼈の義務を前提とせずに制度的責任を導くのはやはり困難だと私は考える。諸個⼈

が⼈権保障義務を有しているから、諸個⼈は適切な社会制度の設計を義務として負うのではない

か。制度説はその前提として相互⾏為説を必要とするのではないか。 

 ポッゲの制度説に対して、背景理論としての相互⾏為説を擁護する論者が存在する。瀧川裕英

は、R. E. グディンの割当責任論3を⼿掛かりとし、⼈権保障の三段階モデルを提⽰する［瀧川 

2010：56-61］。 

すなわち、第⼀次的な⼈権保障責任は国家が負う4のだが、それは根底として万⼈の有する⼈

権保障責任が効率的に果たされるために割り当てられた責任である。そして、⼈権保障を確保す

る第⼆次的な責任が国際社会に課され、国家がその責任を果たせない場合には他の諸国家や国際

組織が介⼊する責任を負う。つまり、⼈権は万⼈の権利であり、万⼈の義務である。諸国家の責

任は万⼈の義務に起因する。 

                                                  
2ポッゲ⾃⾝、必ずしも制度説と相互⾏為説が完全に対⽴するものと考えている訳ではないと思われる［ポ

ッゲ 2010：267］。 

3詳細については、Goodin, Robert E. (1995) Utilitarianism as a Public Philosophy, Cambridge 

University Press.を参照。 

4⼈権保障責任を果たすために不可⽋な、「能⼒」と「説明責任」を現在有しているのが国家だからである

［瀧川 2010：57］。 
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 私は、この三段階モデルが適切な⼈権理解だと考える。⼈権実践が国家のような制度にある程

度依存することは事実であるが、制度が無ければ⼈権は存在しないと考えるのは性急に過ぎる。

このときポッゲの制度説は、万⼈の義務を適切に実⾏する制度を構築すべきだということを、⼈

権論の出発点として捉えたものであると理解できよう。現実の⾏動としては、⼈権は制度のチェ

ック機能を果たす。つまり、制度説は⼈権の機能的側⾯を的確に指摘している。 

 以下では、⼈権が根底的に万⼈の義務であるという理解に基づいて論を進めていく。 

 

2.2 ⼈権の普遍的性格 

 ここで、⼈権実践に対して否定的な態度を⽰す者に対して応答しておく必要がある。⼈権は、

内容の普遍性ゆえに、その道義的正当性及び実⾏可能性について、しばしば疑問を抱かれる。こ

のうち、実⾏可能性については、各論的議論において応答するのが妥当であると考えるため、本

稿全体を通して「⼈道的介⼊の実⾏可能性」を⾒出すことを⽬指す。 

⼈権の正当性に疑問を抱く者は、⼤きく⼆種類に分けられる。⼀⽅が道徳的虚無主義者であり、

もう⼀⽅が道徳的多⽂化主義者である。 

前者によれば、（その他の道徳的命題と同様に）⼈権という道徳規範には何の根拠も存在せず、

守るべき理由はない。しかし、ルール全般に対する懐疑主義は、社会的存在としての⼈間本性を

捉え損なっている。集団的存在たる⼈間の⽣存には⼀定の正統な共通認識が必要である。ムラの

決まりから、国内における法、国家間で締結される条約等、あらゆるレベルで⼈間はルールを形

成する。ルールを創り出すことが⼈間⽣活の営みに必然的に備わっている。 

そして、これらのルールに正統性を付与するものが⼈権である。正統とされるルールが、権⼒

者に有利なものとなりがちであることは事実であるが、規範的妥当性を⽋いたルールは（少なく

とも現代において）正統とは⾒なされず、そのようなルールが歴史的に打倒されてきたこともま

た事実であろう。この点に注⽬して、ポッゲは⼈権の制度説を採⽤したと考えられる。 

 後者の道徳的多⽂化主義者は、⼈権が各共同体内の法・道徳⽂化を破壊することとなるのでは

ないかという懸念を⽰す。確かに、⼈権の普遍主義的性格は各個別道徳に対して⼀定の変容を迫

るものではある。しかし、その変容によって個別道徳の固有性は⼀切剥奪されてしまうのだろう

か。キリスト教にせよ、仏教にせよ、各種共同体の慣習にせよ、歴史的に多かれ少なかれ変容の

必要に迫られ、現在においても起源そのままの形式を保っているものはわずかであろう。このと

き、果たしてそれらがそれぞれの固有性を完全に失ったと⾔えるだろうか。 

もしこのような変容を受け⼊れ難いものと考えたとしても、彼らが危惧するような暴⼒的性質

を、⼈権は必ずしも有していない。⼈権が要求するのは、万⼈が⼈間として要求し得る最低限の

ものである。その具体的な内容が論争的であることは確かであるが、⼈権の要求の中には固有⽂

化の保存が数えられることも少なくない。⼈権論争において、⾃らの正当性を主張すれば良いの
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である。⼈間にとって「正当でない」と⾒なされなければ、その⽂化は維持されるのである5。 

 ⼈権とは、現実に必要とされるものであり、また⽂化の破壊者でもない。以上の議論により、

⼈権を保障する義務について⼀定の了解は得られたのではないかと思う。しかし、ここまで⾏っ

てきたのは⼈権⼀般についての議論であり、⼈道的介⼊は義務となり得るということが⽰された

だけである。さらに⼈道的介⼊が義務であると主張するためには、「⼈道的介⼊が正当であるこ

と」及び、「実際に介⼊義務を課すことが正当であること」を⽰さなければならない。 

 

第 3 節 介⼊の正当性 

 まず、⼈道的介⼊が正当であることを⽰すことにする。⼈道的介⼊に関しては様々な⾒解が存

在している。ここではジョセフ・ナイによる分類を基にして、介⼊に対するそれぞれの正当化に

ついて検討し、各⾒解の適切な帰結として⼈道的介⼊が正当であることを⽰す。 

ナイは、⼈道的介⼊に対する懐疑主義者の他に、異なる三つの⾒解を挙げる。すなわち、バラ

ンス・オブ・パワーを維持するための介⼊は正当化できるとするリアリスト、個⼈の正義と⼈権

を促進する介⼊は正当化されると考えるコスモポリタン、領⼟保全と主権防衛のためにのみ正当

化されるとする国家中⼼的道義主義者である［ナイ＆ウェルチ 2011：248-250］。 

コスモポリタンは、何が⼈道的なのかという疑問は措くとして、介⼊が⼈道的であればその正

当性を認める。以下ではリアリストと国家中⼼的道義主義者にとって、⼈権を介⼊の根拠とする

ことが有意義であることを⽰す。 

 個別の応答の前に、懐疑主義者の位置づけについて検討しておきたい。私は、リアリストと国

家中⼼的道義主義者の論理を極端に主張する者が、⼈道的介⼊に懐疑的であると考える。すなわ

ち懐疑主義者とは、国際協調について極端に悲観的な者であり、国家主権の不可侵性を極端に信

奉している者である。よって、以下で⾏う応答には必然的に懐疑主義者に対する応答が含まれて

いる。 

 

3.1 リアリストと⼈権 

 ⼈道的介⼊は、リアリストの考える正当な介⼊に当てはまるのだろうか。国家を単⼀の⾏動主

体として捉える彼らは、⼀国内の問題に対処するための諸外国による介⼊を認めない。⾃国の安

全保障を⾄上命題とし、⼆度の⼤戦のような⼤惨事を防ぐためにバランス・オブ・パワーを保ち

つつ、⾃国の安全のためにのみ介⼊を許すのである。これは「⼈道的」介⼊ではない。そこには

義務の概念が⼊り込む余地は無いように思われるが、果たしてそうだろうか。以下で検討する。 

まず初めに、バランス・オブ・パワーが強国の論理であったことは無視できない。つまり、周

                                                  
5 現在積極的な⼈権実現に向けて努⼒しているカトリック教会が、以前は思想・信条の⾃由に対して抵抗

を⽰していたことは興味深い［宇野 2011：163-165］。 
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辺の⼩国を緩衝剤として犠牲にすることで、「強国の」独⾃性を保障するのがバランス・オブ・

パワーの論理である。この論理を、⼤国だけではなく⼩国をも国際政治のアクターとして受容す

る現代にそのまま適⽤することは難しい。⼩国の独⾃性を保障するためには、⼤国を道義性によ

って拘束することが有効である。実際、国際社会における規範の重要性は⾼まっている。 

すべてのリアリストが⼀切の規範的議論を拒否している訳ではない。リアリストの中でも、国

際協調に対する評価は分かれている。国際協調の効果に懐疑的である者が、伝統的にリアリスト

だと考えられてきた。しかし、国家間協⼒への悲観的な態度を反省し、国際協調が国家の安全保

障において果たす役割を積極的に評価する⽴場を採る新しいリアリストが現れている。 

軍事⼒やバランス・オブ・パワーといった概念が、実際の国際社会において多少なりとも重要

な位置を占めることに疑いはない。その⼀⽅で、法や道徳といった規範が軍事⼒以上の効⼒を発

揮し得ることもまた、国際社会の現実である。いかなる⼤国であろうとも、国際ルールを全く無

視することは許されないし、無視できないだろう。 

よって、従来のような理想か現実かという⼆者択⼀的思考を廃し、国際協調と軍事⼒による安

全保障観念こそが、真に現実主義的な思考だと⾔える。結局、リアリストが共有しているのは、

単⼀⾏動主体としての国家観と、⾃国の安全保障という⾄上命題である。 

新しいリアリストが有する、国際協調と軍事⼒による安全という観念からは、⼈道的介⼊の

正当性を容易に導き得る。国家（および国⺠）の安全を脅かすのは国際紛争だけでなく、国内紛

争でもある。むしろ後者の⽅が圧倒的に多い。国家主権転覆の⽕種となる極度の⼈権侵害を放置

していると、その⽕種が諸外国に⾶び移っていく危険が存在する。⼈道性への配慮は結局のとこ

ろ介⼊国の安全のために有効となる。 

また、国際協調とは⾃国の安全保障を諸外国と共有することである。⼈権を⼗分に保障し得

ない政権は、いずれ国⺠による反抗を誘発する。したがって、⼈道的介⼊は被介⼊国の政権維持

のためにも有効なのである。それでも介⼊を拒否する者は、おそらく国家の独⾃性を強調するの

だろう。そのような主張は、次項で取り上げる国家主権の絶対性の問題と通ずる。 

 

3.2 国家主権と⼈権 

 国家中⼼的道義主義者は、国家主権を絶対視する。彼らの主張は伝統的なリアリストに通ずる

部分も⼤きい。すなわち、内政不介⼊原則の特別な例外としての介⼊は、国家主権によってのみ

正当化される。 

 主権を根拠として国内の⼈権侵害に対する国際的⼲渉を拒否する者に対して、井上達夫は「主

権と⼈権の内的結合」を挙げて反論している［井上 2010：254-258］。 

すなわち、主権国家に先⽴って⼈権理念が創出され、その⼈権を中世の社会的諸権⼒6による

                                                  
6 社会的諸権⼒の例として、井上は諸⾝分・協会・都市を挙げている［井上 2010：255］。 
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侵害から⼗分に保障するために、強⼒な⾄⾼的権⼒として国家樹⽴の必要性があったと考える。

このような想定から、「⼈権が主権の存在理由をなす」ことが導き出され、⼈権を保障できない

国家には対内的・対外的主権は認められず、当該国家の対外的主権を承認する国際社会は積極的

な介⼊による⼈権保障を⾏う責務を負う、と井上は主張する。 

 ⼈権保障を主権付与の条件とする考えは極めて⼈道的であり、⼈道的介⼊の義務を導くのに都

合が良い。しかし、⼈権保障のための国家樹⽴というのは、歴史的事実にそぐわない7。ここで

私は、歴史的事実にそぐわないために井上の主張が間違っているなどと考えている訳ではない。 

井上の議論は、⼀⾒すると「主権と⼈権の内的結合」という「事実」から論理的に国際介⼊の

正当性を導き出しているような印象を受ける。しかし、実際にはそのような社会契約を「想定」

し、その「想定」の中で整合的な論理展開を⾏っているのである。 

つまり、これは⼀種の社会契約論（⾃然状態論）だと⾔えよう。このような社会契約的論理は、

その理解を共有した場合にも、契約に直接参加していると想定されていない国際社会が⼈権保護

を名⽬に介⼊する根拠として⽤いることは出来ない。井上の議論は、国⺠が国家に対して⼈権保

障を訴える際に⽤い得るのみであり、⼈権を侵害されている国⺠が救助を求める場合に国際介⼊

が要請される以上のことは導き出せない。 

とは⾔え、この議論は⽰唆的である。すなわち、⼈権を侵害されている国⺠は国際介⼊を求め

得るのだと⾔えそうである。このとき、⼈権を侵害されている⼈々の声を漏らすことなく掬い上

げる必要がある。 

 では、介⼊の⽢受義務はいかに導かれるのか。前項でも述べたように、⼈道的介⼊の受け⼊れ

は⾃国の安定に資する。しかし、「その⾏為が有益であること」は「その⾏為を強制されること」

を当然には導かない。 

ナショナリストにとって国境線は重要な道徳的境界線となっている。⾃国の内政に対する外国

からの介⼊は受け⼊れ難いものである。とは⾔え、実際の主張を⾒たとき、コスモポリタンとナ

ショナリストの対⽴はそれほど深刻なものではなく、⼈道的介⼊について⾔えば、両者は接近し

つつあると私は考える。ナショナリストの論客である D. ミラーは「国⺠国家という⽂脈の外側

にある正義の形態」を存在可能と考え、その探求を⾏っている［ミラー 2011：335-336］。 

国⺠国家という存在は今後も存在し続けるが、国家の内側だけで正義を完結させることはます

ます困難となっていく。⼈権の三段階モデルによれば、国内で正義の実現が不可能であるときの

国際的な介⼊は正当化される。 

 ⼈権の三段階モデルを採った場合にも問題となり得るのは、⼈権の内容についての了解が得ら

れるか否かである。この問題に対する解決策として、私は⼈道的介⼊システムの構築を提案する。

                                                  
7 実際、国家主権とは、各国の⾃⽴性が領域内の排他的権⼒⾏使を求めた結果成⽴した体制であり、政府

による⼈権保障は付随的であったと考えられよう。 
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具体的な内容については、次節 3 項で説明する。 

 

第 4 節 義務の正当性 

4.1 ⼈権のジレンマ 

 ⼈道的介⼊を義務だと主張する際に、必ず乗り越えなければならない⾮常に困難な問題が存在

する。これまでは、⼈道的介⼊の責任主体として国家を念頭に置いてきた。しかし、実際に⼈権

侵害が発⽣している危険地域に派遣されるのは個⼈である。 

その危険地域においては、派遣された者の⽣命がしばしば危険に晒される。そのような危険を

避けるために、被介⼊国国⺠の救援が⼗分に為されない、むしろより危険に陥れることとなった

事例がある。1999 年の NATO 軍による新ユーゴスラヴィアへの空爆は、多くの⺠間⼈被害を

伴った。兵⼠たちの⽣命に危険が及ばないように、⾼空から爆撃を⾏っていたことが、その⼤き

な理由の⼀つとして挙げられている。 

被介⼊国国⺠の⼈権保護を⾄上的⽬標に掲げた場合、介⼊国兵⼠の⽣命が危険に晒されるのは

不可避である。偽善的な介⼊に伴う⺠間⼈の犠牲は、決して「付随的被害」として⽚付けられて

良いものではない。他者の⼈権を保護するためには、⾃らの⽣命を危険に晒さざるを得ない場合

があり、⼈道的介⼊がその典型だと⾔える。 

そのような状況においても、⼈道的介⼊を義務として課すことは正当だと⾔えるのだろうか。

⽣命が危険に晒されている⼈々に援助を⾏う義務について、P. シンガーは池に落ちた⼦供の例

を挙げて、援助能⼒を有する者が、援助対象に匹敵するほど重要な道徳的犠牲を伴わないで済む

ならば、援助すべきだと⾔う［シンガー 1999：276］。 

この理論に従うと、⼈道的介⼊の義務を課すことは難しい。被介⼊国国⺠の⼈権と介⼊国兵

⼠の⽣命の安全を⽐較して、介⼊国兵⼠の⽣命の安全が道徳的に重要でないという判断は、多く

の者にとって⼈道にもとるものであろう。シンガーが想定しているのは貧困であるため、介⼊側

に多くの危険を伴う⼈道的介⼊には適さない。 

では、⾏為者にも多⼤なリスクを伴う場合については、いかに考えるべきか。介⼊する者が

⽣命の危険に晒されるような⼈権実践は要請し得ないのだろうか。この点について、M. カルド

ーは、「誰もが⼈道性の⼀部となっていること」を理由に、⼈道のために⽣命をある程度の危険

に晒す覚悟を諸個⼈に求めている［Kaldor 2002：278］。 

 「誰もが⼈道性の⼀部となっていること」とは、万⼈が⼈権という権利義務関係の当事者とな

っていることを表現している。万⼈の万⼈に対する権利たる⼈権を実現しようと考えるならば、

相応の義務を果たさなければならない。⼈権の共有主体及び責任主体の普遍性を受け⼊れれば、

当然このように結論付けられることだろう。 

しかし、他者のために⾃らの⽣命を賭すというのは、我々にとって容易なことではない。重要

な道徳的犠牲無しに可能な、貧困者に対する援助ですらためらいがちな者に対して、⽣命を危険
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に晒すよう要請することは⾮常に困難である。 

とは⾔え、このような要請を実際に受け得るのは各国の兵⼠であり、現実に我々が⽣命を危険

に晒すよう要請されることはないだろう8。そこで私は、各国の兵⼠が⼈道的介⼊の任務を遂⾏

することは妥当ではないかと考える。 

根本的には、⽣命を危険に晒してでも⼈権を保障する責任が万⼈に存在している。この責任は

国家に割り当てられ、国家の軍事を担う兵⼠にその実践を間接的に委任する。そこには、効率性

や能⼒、説明責任と共に、任務を負わせることの妥当性も考慮される。兵⼠は国家の軍事部⾨と

して、国⺠の要請に（それが顕在的か否かに関わらず）応えなければならない。すなわち、各国

の軍隊は⾃国⺠の義務履⾏を代理するのである。⼈道的介⼊に伴う危険は、兵⼠が有する職務の

⼀部であると⾒なされる。 

 

4.2 システムの必要性 

 各国に義務を課すことが正当であるとして、なぜ⼈道的介⼊をシステムとして導⼊しなければ

ならないのか。この疑問に対して、私は⼆つの主要な理由を挙げる。 

第⼀に、傍観者効果である。傍観者効果とは、⾃分以外に傍観者が存在すると認識している場

合に、率先して⾏動を起こさなくなるという⼈間の集団⼼理である。路傍で⼈が倒れた際に、た

った⼀⼈しか通りかからないときよりも、⼤勢の通⾏⼈がいるときの⽅が救助に遅れが⽣じやす

いというのである9。集団⽣活を営む⼈間の不可避的な⼼理状態が悲惨な結果を招かないために

は、社会システムの構築による⼈為的操作が必要となる。 

傍観者効果の起因としては、以下の三つの⼼理が働いている。すなわち、他者が積極的⾏動

を起こさないことによる緊急性認識の⽋如、他者との同調による責任分散、積極的⾏動に対する

否定的評価への懸念である。 

これらの要素は、個⼈の場合だけでなく、国家にも適⽤し得る。他国が積極的措置を⾏わな

ければ、多くの国が「様⼦⾒」を決め込むだろう。不介⼊原則を尤もな理由として責任逃れが為

され得る。また、⼈道的介⼊が実質的に各国の判断であれば、介⼊⾃体の是⾮やその内容につい

て、国内外から様々な⾮難が為される可能性がある。このような状況が⽣じる可能性を最⼩限に

                                                  
8 徴兵制を採る国においては⼀般市⺠にも現実問題として現れてくるだろう。しかし、良⼼的兵役拒否制

度の承認によって、彼らは本⽂中の「兵⼠」とほぼ同じ扱いをしても問題無いと考える。 

91964 年ニューヨークで発⽣したキティ・ジェノヴィーズ事件では、⼥性が暴漢に襲われた際に発した

悲鳴を 38 ⼈の付近住⺠が聞き、事件発⽣に気付いていたにも関わらず、全員が警察に通報もせず直接救

助にも⼊らなかった。この事件をきっかけとした、傍観者効果の検証実験について、Latané, B., Darley, 

J.M. (1968) “Group Inhibition of Bystander Intervention in Emergencies.” Journal of 

Personality and Social Psychology, 10: pp. 215-221.を参照。 
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することで、国家レベルの傍観者効果を回避しなければならない。 

 国家の場合には、さらなる困難が存在する。国家が国益を追求するのは避けられないことであ

り、「⼈道的」介⼊という⼤義名分の下で国益追求が為される可能性は否定できない。国家内部

における、国⺠からのプレッシャーが国家に独善的な判断を⾏わせることもあろう。 

しかし、⼈権保護とは全く異なった国防を⽬的とする政策の⽀持を集めるために、⼈権尊重が

引き合いに出されてはならない［Beitz 2009：205］。これを防ぐために、⼀種の介⼊システ

ムを導⼊して、各国の独善的思惑を排除すべきだと私は考える。 

第⼆の理由は、介⼊すべき対象の列挙不可能性である。何らかの⼈道的介⼊が必要であると

いう認識が共有されているとき、何に対して介⼊すべきかが問われなければならない。「極度の

⼈権侵害」と⾔う場合の「⼈権」に何が含まれるかを考えなければ、介⼊の正当性は⼗分に⽰さ

れない。介⼊すべき対象が曖昧であれば、各国家の便宜的な救援対象決定を許す余地が残されて

しまう。 

しかし、⼈道的介⼊の対象をあらかじめ具体的に列挙しておくことは困難である。そもそも、

固有の意味の⼈権が何であるかを明らかにするのは難しい。そのため、いかなる⼈権侵害に対し

て介⼊を⾏うべきかを統括して判断する存在が望まれる。現在では、安全保障理事会がその役割

を担っているように思われるが、新ユーゴスラヴィア空爆が安保理決議無しに⾏われたことから

も分かるように、「拒否権発動による安保理の機能停⽌」を理由とした介⼊が今後も⾏われる恐

れがある。 

介⼊⾏為に関して、より強い権限を持つ存在が求められる。介⼊すべき対象、介⼊のタイミ

ングとその内容、リスクの分担等について⼈道的な決定を⾏うシステム（機関）が存在しなけれ

ば、真の⼈道的介⼊は達成され得ない。 

 

4.3 システムの形成 

安全保障理事会が⼈道的介⼊システムの機能を果たしていることに異論は無いであろう。現

在、安全保障理事会は⼈権に関して強い要求・厳密な義務配分は⾏っていない。五⼤国に拒否権

を認めた安全保障理事会では強い要求を議決することは難しく、介⼊軍の正統性付与に終始して

いる。これには国際連合を世界⼤の機関として維持するための苦⼼が強く関係している。すなわ

ち、イデオロギーを異にする諸国家が同時に加盟し得るような寛容性を、国際連合は備えている

必要があるのである。 

それでは、強い権限を持ったシステムは形成し得ないのだろうか。現状の国際関係ではそう

であると⾔うしか無さそうだが、将来に向けた⼀つの選択肢を提⽰したいと思う。それは、「⾃

然⼈がその個⼈的責任に基づいて、⼈道的介⼊システムを構成する」というものである。 

安全保障理事会が強い要求を為し得ないのは、それが「国際的な」機関であることが根本的

な理由である。国家間の論議では、各国の国益は無視し得ない。国家間の取り決めにおいて、常
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に対⽴し得る――そして現実に対⽴している――国益に配慮すべきことは明らかである。しかし、

このことが真の⼈道性確保の障壁となっていることもまた明らかである。そのような国益から距

離を置いた⾃然⼈によって構成される超国家的なシステムこそが、⼈道的介⼊の⼈道性を確保し

得るだろう。 

⼈権内容が明確になっていないことも、私がこの⼈道的介⼊システムを⽀持する理由の⼀つ

である。⼈権に関する適切な了解を得るために、様々な地域から個⼈が選ばれる必要があろう。

そして、被介⼊地域の者がシステムに参加することで、その地域の伝統に合った、適切な介⼊⽅

法を選択することが可能となる。 

私の主張する⼈道的介⼊システムは、⼈権保障を適切に⾏うべきであるとする理想主義と、

国益を追求せざるを得ない国家の性格を認識する現実主義の融和点である。諸国家の安定のため

には⼈権保障は不可⽋な要素であるが、独善的判断をしがちな国家が軍事⼒を⼈道的⽬的に使⽤

することは容易には想像できない。そこで、システムとして⼈道的介⼊が規定されることで、真

に⼈道的な介⼊が実現され、諸国家の安定をもたらすのである。 

 

第 5 節 結びに代えて 

 本稿における私の主張をまとめておく。⼈権とは、万⼈の権利であると同時に万⼈の義務でも

ある。⼈権保障が効率的に実現されるために、万⼈の義務は国家に割り当てられる。その中には、

⼈道的介⼊の義務も含まれている。真に⼈道的な介⼊を⾏うには、介⼊国兵⼠の⽣命が危険に晒

されることが要請される。これについて、国家の軍事部⾨の担い⼿としての兵⼠が、万⼈の責務

を代理すると⾒なして、正当な要請であると考える。真に⼈道的な介⼊を実施するためには、介

⼊政策に対して安全保障理事会よりも強い権限を有するシステムを樹⽴すべきである。そして、

そのシステムは国益から距離を置いた⾃然⼈によって構成されるべきである。 

以上の議論で、⼈道的介⼊が義務であること、⼈道的介⼊システムの設計が必要であること

を主張してきた。ところで⼈道的介⼊の議論には、道徳的義務の問題、システムの問題、内容の

問題が存在する。⼈道的介⼊において最も難しい問題は、最後の「内容」であろう。本稿では、

具体的な介⼊の内容ではなく、その議論の前提となる前⼆者について論じた。 

⼈道的介⼊の具体的な内容を論じるのは難しい。⼈道的介⼊の実⾏可能性も、その内容にか

かるところが⼤きい。私はシステム内における個⼈間の討議に期待している。何を議論の指針に

据えるかは、また別に論ずべき課題である。 

最後に、グローバルな⼈権実現に向けて求められる姿勢について付⾔して擱筆したい。⼈権

の実現には、国家の実⼒が必要となることは確かである。しかし、グローバルな社会を構成して

いるのは我々諸個⼈であり、国家の論理は個⼈という基礎の上で初めて成⽴する。諸個⼈⾃らが

⼈権保障義務を負っていることを⾃覚してこそ、⼈権のより良い実現が可能となるだろう。 
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