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序

本稿は､或る団の先住民に国内て1寺別な法的地位を与えることの是非に関する吉宗昌を､

規範的正義論の見地から分析 ･検討する｡議論の業材としては､北米の先住民の問題を対

象にした英米圏の議論を用いることにする｡

先住民に他の国民とは異なる特別な法的地位を与えることは､現在では世界的に広まっ

た慣行である｡社会的 .経静狩を領域から政治的な領域まで含め､先住民に対しては､様

な々特別な扱いがなされている｡しかし､先住民に対するそのような対処の仕方が､いか

なる理由で正当化されるのか､あるいは正当化できないのかという問いは､解答の容易な

問題ではない｡素朴に考えても､どのような領域においてであれ､同じ国民の一部を特別

扱いすることは､正当化不可能ではないかとさえ思われよう｡本稿の議論は､まずこの問

いに答えるという点で､少なからぬ貢献が可能と考えられる｡

しかし､本稿の問題弥山まこれだけてはない｡先住民の地位に関する議論の検討は､さ

らに､現代英米の正義論の基本問題の解明に対しても､大きく貢献することができると考

えられる｡現代英米の正義論は､西欧世界が近代初頭から受け継いできたリベラリスムの

理論を中心に展開されており､その主要な諌止は､自由や平等などの価値理念の適切な理

解を得ることにあると考えられる｡先住民の地位という問題は､一見するとそれぞれの国

家内部の局所的問題のように思われるかt,しれないが､実は､こうした自由や平等の理念

に関わる正義論の基欄 の解明に､重要な手掛かりを提供できるのである｡

このように､先住民の地位という間道は､数多くの重要な論点と密接な関連を有してい

る｡そこで､以下､まず第1部において_先住民の地位の問題を横言寸することにいかなる

重要性があると考えられるのかを､やや紙幅を割いて､明らかにすることにしたい｡そし

て､第2部においてー英米の議論を素材として､先住民の地位の問題を規範的に分析 検

討し､そこから､正義論の基本問題への示唆を得るよう試みることにする｡
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第1部 先櫨の地位-そ明謝議

本稿は､第2部においてー先住民に圏内て鳩別な法的地位を与えることの是非に関する

規範的論議を､北米の先住民の問題を対象にした英米の試論を素材にして分析 検計する

が､その前に､第 1部においては､この間題を検三十㌻ることにいかなる重要作があると考

えられるのかを明らかにしておきたい｡

北米の先住民の問題は､一見すると､規範的論議としての重要性に欠けるように,Tbれ

るかもし九か 1｡すなbちそれはー体系的な規範理論や正義論とは関連性の薄い､単なる

特定の小さな問題にすぎずーしかも北米の先住民というきわめて局所的な問題ではないか

と考えられるかもし九か ､｡しかし､そのように考えるのは誤りである｡北米の先住民に

関する-志副よ もちろんそれ自体としてt,現実の世界で生じている問題を論じているとい

う卓て重要であるが.その意義はそれに尽くされない｡木稿では､特に次の二つの点を指

摘したい｡

北米の先住民の問題は､第-にー北米という地域の限定､先住民という限定" ､マイ

ノリティーという限定を超えた意義を有している｡それは.平等の散会の適切な理解に関

わる問題なのてある｡現代において平等の理念をそれ自体として否定する老はきわめて少

か ､てあろうがー平等の理念をとう角等釈すべきかをめくっては論争が絶えることはなく.

しかもその論争は多岐にbたっている｡なかでもー平等の理念と差異との関係については､

問題そのものの理解さえ充分であるとは.曽jつれか 1｡先住民の地位に関するFlt願は､平等

の理念と関わりがあり一括に､平等の理念と差異との関係について重要な手掛かりを与え

るものなのである｡

第二に､先住民の問題に関する議論は､現代英米の規掛り止蒜論の中心的論議を形成し

ているリヘラリズムの問題にも直接に関わる重要な論点を提供するものである｡現代英米

の規範的正義論は主として､西欧近代にその起源を持つリヘラリズムをめくるものと言う

ことがてき､大きく分けれは､リヘラリズムの内部てのは′Zな潮流の問ての論竹と､リヘ

ラリズム0汐卜部に位酌 -る正義論とリヘラリズムとのrLHの論争との､二つの論争が風洞さ

れている｡そのどちらにおいても魂要な対立卓として論争､̀i了打者の間て儲 されていると

居bれるのはー人種や性別､才能などの生まれつきの比性や､瀞責など､個人の自由を選

択のてきない所与をいかに理解し､それにいかに対処すへさかという問題である｡先(主民

の問題にt耶 ~る議論はーこの間題の考鮒 こも重要な手瀕トかりをti-えるものなのである｡

2



まT=､これらの二つの問題は､互いに無関係をt,のてはなくーむしろ富様な関連を有し

ていると考えられる｡第二のリベラリズムの問題における重要な論点として､個人の選択

のできない所与に関する問題をあけたが_これは､第-の平等理念の問題においても電要

な論点となっている｡平等要求の多くはー人種や性別などー選択のてきない所与として個

人が ｢負わされた｣属性に関わるものなのである｡そして､先住民の地位という一二九も

まT=､ ｢負わされたt,の｣に関わる問題が､リベラリズムと平等理念という二つの問題そ

れぞれの解明に寄与できるとすればーこれら二つの基本問題の解明t'､また相互に斉様な

関連を持って行われるべきことが予想されるのである｡

以下においては､平等の理念と差異とのF矧系については第2章でーリヘラリズムの問題

については第3章で_それぞれの問題がいかなるt,のであるのかを論ずることにする.そ

れぞれの問題を明らかにすることにより､先住民の地位の間蓮がそれらといかなる関係に

あるのかが理解されるであろう｡そしてー先住民の地位に関する論議の検討によって､そ

れらの問題の解明にいかなる示唆が得られた桝よ 第2部 第7壬で論ずることにする｡

しかし.先住民の地位に関する論議を検討する意義はーこれら二つの基本F諾願に寄与す

ることたけに尽きるものてはなくーこのこと以外にも､またいくつか存在すると考えられ

る｡そこで､平等の理念やリベラリズムの問題に入る前にーまず第1章では､これらの基

本問題への寄与という点を含め､先住民の地位に関する論議の検討が持つ窟義を､槻 し

ておきたい｡



第1章 先住民問題の意表 - 槻

(1)本稿が第2部て分析 検計する議論は､国内で先住民に対して他の国民とは異なっ

た特別の地位を与えることの是非に関するt,のである｡すなわち､それは rそのような特

別な地位を与えるべきか否か｣という規範的論議でありーそれも正義論としてのものであ

る｡このような議論はー英米の正義論議を見るかぎり､従来あまり行われてはこなかった｡

その意味てほ､目新しいものであろう｡

先住民の問題に関しては､正義論以外の分野ては､かなりの議論が存在している｡北米

の先住民についてたけ見ても､まずー社会学や文化人類学､歴史学をとに多くの議論があ

る｡先住民の生括株式はt西欧近代の社会から見れば大いに異なるt'のであり､しかt'先

住民各部族の間でも､それぞれに異なった文化を持っている｡そうしたことから､先住民

の社会は､これらの字間にとっては､素材の ｢宝庫｣川 であろう｡さらに-実定法の領

域でも研究は盛んである｡アメリカ合衆国について見れば､先住民に関する泌郡系は複雑

きあまりか ､ものて､しかも先住民に対する白人社会の過去の過ちや不安定な先住民政策

を反映して､今日ても絶え間なく紛争が生じており､実定法上解決すへき多くの問題が現

実に存在している｡こうした状況を背景として､先住民に関する法律Fol願は､すでに実定

法の一領域を形成しており'2'一茶材に事欠くことはない つ̀'のてある(4) ｡

これに対してー先(主民の問題ーそれも先住民への特別な地位の付与の是非という間髪劉こ

関して､規範的正義論が展開されることはほとんどをいように,ebれるtう〉｡しかしー先

(主民への特別な地位の什引i北米で現実に制度化されているし､世界的に見てもー先住民

や少数民族に特別な地位を書評)ることはー伊汐ト(吋てはなく_むしろ原則といってもよいく

らいなのてある.それては一二の問題に対する正義論の沈黙は､どのようにf里解すればよ

いて′あろうか｡

(2)先住民の特別な地位に関してー英米の規範的正義論が熱心に論じていない理由とし

て､次のような可能性が考えられるかもし九か 1.すなわち､先住民に対して特別な地位

が現実に制度上付与されているという状況が､論者の正義理論の当然の 胡吉であって､そ

れゆえ､あえてその間題を論ずる必要がか ＼と考えられているということである｡

しかし､これは､ありそうにないことてある｡むしろー論者はt現実に行われている先

住民への特別な扱いは結論として支持したいと考えているが､それにもかかわらずーその

結論が実は自分の正義理論と整合的てないと内心て思っており､それゆえ.沈黙をTFって
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いるのてはないかとすら考えられる｡これは､a'のような推測に基いている｡すなわち､

(a)現代の正義論議は､西欧近代を持散づける民主主義 ･自由主義 ･個人主蒜などの価

値の解釈をめぐって展開されており､これらの価値を外在的に批判する者はーまずーいな

いと言ってよい｡しかもー (b)先住民に特別な地位を与えることは､こうした価値に反

すると一般に考えられている｡そうてあれば､論者はー自らの正義理論に従っているかぎ

り､先住民の特別な地位を擁護することがてきないことになる｡それゆえ､この間題につ

いて沈黙せさるを得ないというわけてある｡

(3)この推測を支持する状況証拠を指摘しよう｡ (a)に関しては､疑RiJのか ＼ところ

であり､問題は (b)てある｡これに関して､次の事実が指摘できる｡それは､先住民の

地位の間蓮が.社会学など､規範的正義論以外の讃岐の議論において取り上げられるとき

ほとんどの場合､先住民を特月l蛙及いすることと西欧近代の民主主義ないし自由主義原理と

は相容れないという前提で一三品 が行われているという事実である｡

この前掛 ま､ ｢個人の権利 (1ndlVldual rlghts) ｣と r集EIIの

権 利 (group rlghts. co11ectユVe rlghts) ｣ の 対

立という形て表現されることが多く(い ､その内容は少なくとも直観的には哩耶しやすい

i,のである｡それは､次のようなことである｡西欧近代の民主主義は値入を重視し､個人

の利益を第一に考えるt,のてあるから､そこではE]民は各人が個人として権利を持つと考

えられる｡これに対してー先住民に特別の地位を与えるのは_国民個人としての権利では

なく､先住民という集Eflの梢成員であるがゆえの権利の付与である｡従ってー先住民の持

別扱いは､胤人を基本とする西欧近代の原理とは相容れないのである｡この前提を ｢個人

か集団か｣という形て表現することが正確かとうかには､疑問もある｡ (この点は一第2

章 第2節て分析する｡)しかしそれはともかくとしてー一部の風民に1J=r別な地位を与え

ることが､近代的原理とは相容れないという考え方は､多くの論者によって無批判に受容

されておりー常識になっているとさえ考えられるのである｡

｢個人の権利｣と r集団の権利 の対立という想定がt粗相的正義論の外て儲 掛ヒして

いるという事実は､この ｢常識 Jが正義論の論者にも共有されている可能作を示すに充分

であろう｡それだけではなく一節2部 第4章でt,触れるようにー実際､この ｢常識｣に

依拠した規範的論詰が行われているのである｡それは､先住民に特別な地位を与えること

は､近代的原理からみて許されないから､やめるへきたという試論てある｡この試論にお

いては､ ｢個人の舷利｣と rまたBlの舵利｣の対立という想定は当然のこととして前提にさ
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れているのである｡この結論はーその前程とtr個人の権利｣の使越性という前提とから

忠実に導き出されたものてある｡この議論はtこの結論に賛成する者にとっては明解その

ものであり､またそれらの二つの前提を受容する者にとっては,誠実を試論でもある｡こ

の議論に反論する形て､先住民に対する特別な扱いを!楳 する試論は､第2部 第6きて

横言寸するW キムリッカの言益鳥を除けば_ほとんと見出すことができなかった｡それゆえー

先住民に対する特別な掛 1に賛成する者にとっても､｢1臥 の権利 ｣と ｢集団の権利 Jの

対立という想定が抗い兼いものとして受容されているという推測が､成り立つと言えるで

あろう｡

(4)このように､ ｢個人の権利｣と ｢集団の権利｣(7)対立という想定を受容しているか

きりt規範的論議として先住醐 寺別を地位を擁護てきる見込みはほとんとないと考えら

れる｡ここて論者はティレンマに陥っていると考えられるのてある｡しかもこの想定は､

理論家に特有の奇妙な想定とは考えられず一一一般常軌 こ属するとさえ言えるてあろう｡そ

うであればなおさら､北米にとどまらず世界全域て､先住民に対して特別の地位を与える

制度が実施されているという二隅 ま､簡単に理解できるものてほなくーまず事実として説

明を要するものてあるLt規範的論議としても取り上げるへきものと言わなければならな

い｡

(5)先住民の特別な地位のF確 に関して正義論が沈黙していることは､実践的なレベル

でも問題である｡すなわちーこの間題に関しては､現実レヘルでの論争の可能性が常に存

在しているのである｡

たしかに､世界的に見てもー先住民に対して特別の扱いをするということはー制度とし

てもかなりの程度確立したものと言ってよく.こうした ｢理念なき現実｣は安定したもの

のように見えなくはない｡そうてあるかぎりは_もし規範的論詰によって先住民の朽矧1扱

いの正当性が示されたとしても､それは単に現状を追認する効力しかないであろうりり

しかし､この ｢理念なき現実｣は決して安定したt,のてはない｡アメリカ合衆国を見ても､

先住民0沖細りな地位を晩止しようとする動きは､歴史rl'･)に常にあったしは)､現在もそれ

は変わっていないのてある(9)｡それゆえー論争♂)生じる可能性は常にありー規範的論ay=i

に対する ｢芯要｣i,あるわけである｡アメリカでは､こうした r蒜要｣は現在もある｡そ

れはー先住民の各部族内部での r少数者問題｣とでも呼べる問題から生じたものである｡

部族内部の少数者の ｢人権｣は､他のアメリカ国民の持合と同じように脚やされねばなら

ないのてあろうか｡この点はきわめて現代的なF許願 となっているのである 1̀0㌧
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(6)さらにt先回りして言えば_この問題に関してー本稿第2部の検討の結果として得

られる結論は､通常の想定とは異なったものになっておりtこの点でも興味深いものであ

る｡その結論をきわめて大推把に言えは､次のようになる｡現ft正義論の諾潮流の一つで

あり､共同体の伝続や文化の尊重を主張している ｢共同体論 (communltar-

ianユSm) ｣や､それと近い立場にあると考えられる ｢文化相対主義｣には､その

外見とは逆にー先住民の特 別な地位を擁護するのには鑑劫 ,'あり､他方､個人の自由や平

等を脊;卸するリベラリズムにおいてこそt先住民に特別な地位を与えることが正当化され

るというのである｡このように､先住民の地位をめぐる問題の検討は､それ自体としても

注目すへきものと思われる｡

(7)上て見たようにー先住民の特別な地位の問題が現代正義論にとって扱いにくい厄介

な問題であると言うことは､それだけに､この間蓮を検汁することによって､杖 な々虚要

を論点を浮かび上がらせることができるということでt,ある｡ここまての叙述だけからで

ら_その一つとして_ ｢個人の牡利｣と ｢集圧lの柾利｣の対立という想定があげられるだ

ろう.しかし､先住民の特別な地位をめくる問題はーさらに､現代のfE蒜論の中核的な論

点とも直接に関わる可能性を岨わたものなのてある｡それは､すてに角が1たように､平等

理念と差異との関係という問題､および､リベラリズムにおいて一個人の自由に選択でき

ない所与として ｢負わされたもの｣がいかに位置づけられるかという間適である｡現代正

義副こおけるこれら二つの基本問題に関してはーその間題の所在について､第2竜および

第3茸で説明することにする｡

(8)なお一二こて､第2部における本稿の分析の基本的姿勢について述へておきたい｡

第2部では､先住民に特別な地位を与えることの是非に関する規範的論詰を横言･fするが､

それは_現代正義論を代表するリヘラリズムと ｢共同体論｣ないし｢文化相対主義 の適

用という形で行う｡すなわち第2部の分析ては､これらの理論体系の前提の吟味ないし批

判は行わずー先住民問題に関する･)砧 を導くことのみを行う｡これはもちろんー前E;-の作

男が重要てか ＼と考えるからてはない｡むしろ､先住民の問題という特定のFとり題への適用

を通して､それぞれの理論体系の問題点を明らかにし､そこから新たな確論腿榊のための

示嘆を得ることカ可能になると考えるからである｡先脚 )問題の検討から示唆を引き出

す試みは､簡単ながらー第2部 ･第7苺で行うことになる｡

第2部における分析についてもう一点述へておきたいのは一次のことである｡それは.

すてに触れたように､先住民のFl'り呈削こr朋 ~る規範的論詰が現在のところ必ずしも多くはな
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いためーリベラリズムと ｢共同体論｣ないしr文化相対主義｣の適用という形て分析を行

うに際し､立論を独自に指成せざるを得か 場 合が多くなるということてある この時合･

それぞれの理論体系に忠実な理論梢成となるように′じヰ糾ナるつもりてある｡

(9)本章の最後にー北米の先住用司題を槻 すすることがEl木における詰問掛 こいかなる

関連性を持つのかという点を､指摘しておこう｡

先住民の地位に関する議論は､第2章てt'やや詳しく横言すするように.平等問題として

考えることがてきる｡そうであれはー日本における差別間掛 こ対しては･本稿の擬 寸は一

大なり/LlD,り何らかの意味を持つものと考える｡北米の先住民との共通性が鼓t,大きいの

は.アイヌ民険の間道であろう｡そして､捌 こあげられるのは､在El韓国 朝鮮人の問題

てあろう｡この二つの問題は､過去の歴史や文化の独自性なとの点て､先住民問題と共辿

するところがある｡特に本稿の結論との関達ては､文化の独自性という点力唖 撃てある｡

またー性差臥 障害者差別､部落差別といったEl本におけるその他の差別開 封こ関しても

先住民の問題を差別問題として捉えるかぎりて･何らかの示唆が待られるであろう｡柑 こ

フェミニズムには､第2毒で分析する r平等哩念と差異との関係｣の間掛 こ関して多くの

論言紗 偽 り､この間掛 こ対して.本稿の分析から貴重な示唆が1ufられるかもしれか ､｡

本稿の間誼と関辿を有する､El木におけるt,う一つの間越としてー ｢集合的メ誰[｣のFHl

越をあげておきたい｡日本における ｢集合的茂住｣の問題の例としては一 昭 児の戦争i!i-

I壬｣がある｡第二次大戦におけるアジア諸国の被害に対して_現在の日本の珪Ⅰ民はどれだ

けの責任を負っているのか､という問題である｡これは､ r日本国民として′ほ れた｣と

いう｢負わされた｣展性をとう理解し､これにとう対処すれはよいのかという問題として

定式化てきる｡このように一木稿の検討からリヘラリスムと ｢負わされたt'の｣の持越に

ついて得られる示唆は､日本における戦争辞任の問題にも関連性を有するのである｡ (ら

ちろん一戦争点任や集合的責任の閉経が､日本たけの問題ではないことはー言うまでt,な

い (llI｡)

以上ー本手ては､本 稿が第2部において行う先住民の特別な地位にr対する齢十がーいか

なる意蒜を有するのかという点をきー即 断勺に述べた｡それによりーこの間逆の検討が､

さあめて多様な意表を朽ち'T!ることが明らかにされた｡先住民の地位のl'UL牌 ま､多くのl･'il

題常の重なり合うところに位置1 るものと言えるてあろう｡

さて､先†主民の地位の問題と関わる二つのまを村圭司越として.γT理念と,Y-I)U･:-とのlRJl系と
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いう問題と､リヘラリズムと ｢負わされたもの｣という間題を指摘しておいた｡これら二

つの問責劉こついては､章を改めて～やや詳しく論ずることにしよう｡



第2章 平等の理念と差異 一 問題の整理

平等の理念と差異との関係としてはーいくつかの異なった問題が考えられる｡本章では

これらの問題を整理し､それらのうちのとのr'[覗至との関建て.本稿が先住民の地位に関す

る言論 の検討を行おうとするのかを明らかにする｡

第1節では､本稿の阻L､を持つ ｢平等の理念と差異｣の問題を定式化すべく､差別拘廃

を要求する様々を主張の中から､特に本稿の問題関心に沿った事例をいくつか取り上げ､

そのような主張の社会的 ･法制度的背景についてーアメリカ合衆国の状況を中心にした若

干の記述を行う｡そして､本稿の関わる ｢平等の理念と差異｣の問題を､ ｢平等それ自体

の要請としての差異｣として定式化する｡第 1節ては､平等問題との関辿における本稿の

問題静 )一端も示されることになる｡

読いて第2節以下ではー第 1節で定式化した ｢平等それ自体の要請としての差異 の問

題とは異なる ｢平等の理念と差異｣の問題を提示し､それらと本稿の関わる ｢平等のf甲念

と差異｣の問題との比較検討を通じて､第 1節て定式化した ｢平等それ自体の要詔として

の差異｣の問題の明確化に努める｡そこで取り上げられるのは､次の三つのアプローチに

おける ｢平等の理念と差異｣の問題てある｡第-に､舷も広範な形て ｢平等と差異｣の問

題を定式化しようとする散会分析的アプローチ (第2節)一節二にー ｢穐極的差別是正措

置 (afflrmative actlOn) ｣の 正 当性 をめ くる論争 に代表 され る

規鄭 勺正蒜論のアプローチ (節ヨ節)ー第三に､平等の脚荷性を主張する理念超越的アプ

ローチ (第4節)である｡これらとの比華交検討を通して､木精節2部における先住民の地

位に関する論議の検討が､規範的平等論として他のアプローチよりt,さらに根源的なレヘ

ルにおける r平等の理念と差異｣の問題と関連を有するものであることを明らかにする

第1節 平等それ自体の要≡1.1としての差BFi-

｢札は里人てある前に一人の人間なのてす｡｣｢札は女てあるFTqに一人の人間なのてす｡

J ｢同じ人間てはないてすか｡｣これらの発言は差別を受けた人のljからしはしは允せら

れるものである｡こうした言糞の中に平等の理念の中核的部分が表現されていることは､

多くの人の言i'd)るところてあろう｡しかし他方てー｢札は人間であるとともに里人なので

す｣とか ｢札は人r呂 にあ̀るとともに一人の女性なのです｣といった兇言もまfL:Lはしぼ;'TT
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かれる｡それJt,平等を求める人 の々口から聞かれるのてある｡平等の名において･一方て

は人種や性別を超越することを求め､lbjjではそれらに着日することを求める これ

は矛盾であろうか｡そうでか ､とすれば､この事矧 まどのように理解すればよいであろう

か｡

この疑問をー ｢平等それ自体の要話としての差異のけ否 当否｣という形て定式化する

ことがてきるだろう｡本稿の関わろうとする ｢平等と差異 ｣のl名跡 よ これである｡本節

の以下の論述はtこの間題の理解を容易にすることを目的としたものてある｡

(1)差別撤廃の要求はまず､人種や性別といった要窮を考慮しないことを求める｡その

成果として.これまで多くの社会において差別的な法律ぺ埼順 が見直され 人種や性別な

との要素に関して中立的なものへと是正されてきた｡そこてはー平等に適った取り扱いと

は人種や性別をとの要素を無視することt=と考えられており.平等の哩念は､個人間の差

異を超越した普遍性を意味するt,のと考えられている｡｢すべて国民は､法の下に平等で

あってー (中略)-･･̂種ー信条､性別､社会的身分又は門地によりー (中略)-差別

されない｡｣この日本匡騒法第14条1項の規定は､､Fi-W )理念を盲罰 -るとともに､そ

れに続けて差別の禁LLを詣っている｡また､これと餅似した規定が人権宣言や多くの成文

を法などにみられることはー周知の通りである川 ｡これらの規定の表現しているのか､

｢平等とはすなわち_あるいは何よりもまずー人種や性別などの要素を考慮しか 1ことだ.F

という散会であると考えるのは､きわめて自然なことであろう｡

平等の理念に関するこのような哩解を端的に表したものとして､アメリカ合衆匡障法に

関する ｢わが憲法は色を識別てきない (color-blュnd) ｣ 2̀'という表現

をあけることかてきよう｡これは､肌の色に右目することを宗法が禁止しているという趣

旨であるが_さらにここから ｢性別を識別てさか 1(sex-blュnd) ｣といっ

た派生的表現も生まれている｡これらの表現はまた､正長の女神が日限Lをしていること

を思い起こさせるものでもある｡

しかし､平等を求める者の主弓尉まこのように人種や性別をとを雄視することたけではな

い｡これと一見矛盾するような柴求もー同時に行なわれているのてある｡例えは､アメリ

カにおけるフラノク ナショナリスムは rフラ′ク イズ ･ヒューティフル｣というスロ

ーカンを掲げ､黒人は里人として取り扱うべきだと主張した｡少数民族の平等要求の中に

は､このような自己主脚 )見られることが多い｡もちろん､これらのJiF,応力鮒 棚 と立の

La一束と-1ホとなっている場合もあるが､両名の関係は論挫必然的なものてはなく､ つの
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政治体 (pollty) の内部での平等要求としてこうした主張を行うことt,可舵で

ある｡このことは､フェミニズムの中に似たような主張が見られることからもわかるであ

ろう｡すなわち､女性は女性としてありのままに取り扱うへきてありー目指すへさは社会

の中で女性として男性と平等に言紗 'られることだという主弓駅 ある｡

こうした自己主張は多様な文脈において行われており､必ずLt'-義的なものとは言え

ないがー少なくともここにおいて､人種や性別なとの要素を無視するのは平等の理念に反

すると考えられていることは間違いない｡すなわち平等の理念の要請として_これらの差

異に着目すべきと考えられていると言えるであろう｡このことを表現しているのが､｢色

に着 目 す る (color-conscious) ｣ ｢性 別 に 着 目す る (sex-

conscious) ｣とい う原理である｡

もちろんー人種や性別などの要素に対する以上のような二つの正反対の恩度は､喝面に

応じて使い分けられるべきものとして主張されていると考えることがてき､従ってその限

りではー両者を矛盾した関係にあるとみるのは必ずしも正確ではない｡しかし､両首をと

i,に平等の粗食と称ゾつけて理解することには､何かしら国難が感じられたとしても不思

誌てはないてあろう｡平等とは人樫や性別なとを軽視することてあり､人種や惜別に右目

するのは平等に反するという観念が､十邪ては当然のこととして受け入れられているから

である｡黒人解放運抄やフェミニスムの運動が内在的矛盾を抱えているという見方は､こ

れらの運動の内部にさえ一部で存在している(3)がーこれは以上のような状況を反映した

ものと考えられる｡こうした困錐はー平等の理念に対する理解を脚 )ることによって克服

することができないt,のであろうか｡

(2)差異に着日すべきだという要求の背景には_次のような社会的状況があると,ebれ

る｡例えは､日本でもしばしは言われていることであるが､性差別の文脈では､女惟だけ

が仕事と家庭の二者択一を迫られているという状況が批判の対象となっている｡より一般

的には､ ｢るつは (meltlng pot) ｣と呼はれるアメ リカ祉全ては､様々

なマイノリティー (人種的､民族的､性的14)_宗教的､その他)か平等を門-るためには

その代償として自らの文化的価値を喪失しー支配的多数者 (wASP のヲi作)に同化

(asslmllate) しなければならないという指摘がある州 ｡こうした同化

の圧力は実定法の中にも存在する.この点に関する興味深い分析を行っているのが､いわ

ゆる ｢法の経済分析学派｣の代表的論者の一人てあるグイド カラフレイij

(Guldo Calabresi) で あ る ｡
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カラフレイシは､アメリカの不法行為法における過失の判断の基準とされる ｢合理的に

注 憲 深 い 人 (reasonably prudent person) ｣ と い う概 念

を分析している｡例えは､かりにイタリア人の運転がーその文イ出切寺性として､概してい

つt,スポーツをしているかのようなものでースピードを出したりー割り込んだりするもの

だとしたときtこうした運転をしたイタリア人が事故を起こした場合ー過失ありとすべき

てあろうか｡過失ありということになると､イタリア人のドライバーは自分たちの目から

見ればおたおたしていると感じられるような運転の仕方を要求されることになるだろう｡

しかしこれは､基準の平等という名目の下て､たまたまアメリカに早く着いた法規の展性

や堤度へと､イタリア人を誘導することになる{O ｡カラフレイi,は､rるつぼ｣の作用

とはこのようなt,のだという｡すなbち_

rるつは｣という言葉はt平等を求めている集団がそのるつほの中に溶け込むまでは

l 平等が与えられか ､ということを意味している･従って､平等が与えられる基礎とな

っているのはー新たに到着した集EElがー従来からの支配fl勺集団のような振る舞い方を

習得することができるということてある｡このように簡単に述べたたけて､すてに深

刻な間適が暗示されている｡というのも､そうなると平等は､文イtjJ勺展性の相違が取

り除かれたときに与えられる御褒美になってしまうからであるt7'｡

女性に対しても､rるつは｣は同じように作用する｡すなわち､

イタリア人は実際､ワインを飲むのをやめればアメリカ社会に受け入れてもらえるの

だと聞かされたことがあったし､スペイン語系住民や黒人は一第一団語として ｢正し

い英語｣を身につけることがー平等を得るための代価として必要なのだと間かされて

いる｡まさにこれと同じように､女性も､男性がそうてあると,曽才)れているのと同じ

ように行動しー装い､義争し､ (家族を顧みずに)長時間働(場合にたけ､管理暇rI勺

を仕事において平等を取り扱いをしてもらえるということになるのかt,知れない(Ul

このように､行為基準が ｢合理的にi主旨深い男｣から｢合理的に注意深い人 Jに移る場合

に､i,し､それによって言葉の上での変更があっただけであれば､｢るつぼJは約束通り

に平等を与えるかもしれないが､そのかbりに ｢文化的屈伏という張牲｣州 を払わせる

という｢醜い側面｣ = oIを持っているのてある｡カラフレイジのこのような分析はー従莱

同化の圧力として社会的レヘルで問題とされてきたものがー一見すると中立(f'.)な法制度の

中ても存在することを明るみに出している｡

rるつは｣のこのような作用はーさらに差別の現実と相性って､結局のところ rるつは｣

- 1∋



は.女性には男になることを､異人にはその肌が白くなることを求めているのではないか･

要するに初めから実現の不可能を要求を突きつけているのではをいかという疑念すら生む

ことになる｡すなわち､果人たちが

このるつぼから締め出されていることを教える教師はまずいない｡fJが､かつてこの

るつほにはいった黒人い 1ないわけてはないが_この人々は後になって例外としてii'･

められたt,のの､劣等者としてだった｡何故なら､- (中略)･･.=のるつはては皮偏

の色が薄くならなかったからである｡･ (中略ト アメリカ式に振舞いー民主主義が

最も進歩した政治形態であると信じ､無学だと,ebれないように白人教授の文語調を

まねて話し､一億の果ん坊と同一視されか ､ように.派手な赤､緑ー紫､黄の多い服

装を避けることは可能てある｡しかし､彼らが除去てきないのは､その卦 ＼皮膚てあ

る｡I (中略) 彼らはー白くなろうと努力してt'所詮は受け入れてもらえまい･

.(Ill

(3)このような状況が平等の理念に反すると考えた楊合一それではどうすれば平等に適

うことになるであろうか｡

まず考えられるのは､マイノリティーが支配的多数者に対して一方的に同化を迫られる

という構図を改め_両者の特徴をそれぞれに取り入れた形での新たなる融合を目指すとい

う方向である｡性差別に関してカラフレイシはー ｢従来の男性のステレオタイプを読-帆

ステレオタイプーすなわち読-的な文化モデルとするについては､充分に注芸すべきであ

るJt12)として一次のように言う｡

[合榔 勺に注患掛 ､人という基準に取り込まれているのは]単に男性のF,性をそのま

まt,つてきたものてはない- (中略) ･合理的に注京掛1人を定義する際､そ

の人に与えられるべき諸 の々民性は､過去において適切で合理的な行動としてステレ

オタイプ化されていたものからみればーある点ては男性的であるかも知れか 1が､あ

る点ては女性的であるようなものにしなければならない‖】'

性月l段 別分業の廃棄をとはこの方向の具体化の一つの例てありーフェミニスムにおける文

IUI勺両性具有の主張も'14㌧ この方向をさらに徹底して庶哩にまて高めたものと言うこと

ができるであろう｡そしてもちろん､この考え方は性差別以外の様 な々差別についても適

用できるtl5'.これは.平等の要詣として人種や性別などの差異を無視することを上張す

るものてあり､いわば､るつほからr掛 ､伸廊 ｣fJけを収り除き,良質をものに作り変え

るぺきたという主張てある｡
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しかし､.輔紡 注ゞ目しようとしているのはこれとは逆の方向ーすなわち､人種や性別な

との差異を強調しようとする方向てある｡まさに､これらの差異を無視すると平等の要論

に反する場合があると感じられたために､差異の強調が唱えられているのである｡この方

向はーるつはという考え方そのものを放棄する｡これが､一部て ｢サラダ･ボウル

(salad bowl) ｣としてイメージされているt,のてある｡これは､るつぼに

対する新たな理論であり､

融けあって同じ銭型に入れられて均一的なものとなるのではなくて､サラダが異質な

野菜や果物から成り立っているように､レタスはレタス､トマトはトマトとしてその

特色を発揮しながら､全体のハーモニーのなかに生きていくことを主張したものてあ

るtlBl｡

同化の圧力に流されずに鑑抗する人々は多く､るつはは実際にもすべてを溶かし尽くして

いるbけではか ､t川 が､ここての主張はそれだけではない｡るつはによってすへてを浴

かし尽くすことを要求するのてはなくーむしろそこで溶かさずに鞍すべきものがあること

を積極的に…BW)るのである｡平等とは女性に対して ｢男なみ｣になること､恩人に対して

｢白人なみ｣になることを要求するものであってほならないと主張されるとき､その主張

をこの ｢サラダ･ボウル｣のイメージに結びつけて理解することは､困難ではか 1てあろ

う｡

(4)最後にt本稿の注目する差異の主張を集散的に表現していると思われる一つの問答

をあげておきたい｡

間 ｢今ここに､里人 (かつ/あるいは女性)てあるあなたを､一瞬のうちに白人

(かつ/あるいは男性)へと変える魔法の薬があるとします｡あなたはそれを飲

みますか?｣

答 二｢いいえ｡絶対に｡｣(18)

このやりとりは､恐らく通常は次のようにの理解されているてあろう｡ (人種の追いに

話を絞ると)里人は様 な々差別を受けているがーまず.それぞれの黒人は自JJ卜一人tJけが

かりに差別を受けない立場になってt,､差別問題がなくなるわけではないことを知ってい

る.また､すべての異人の肌が白くなりー差別を受ける者がいなくなったとしても､それ

は差別問題の解決ではか ､｡それは単に差異を榊 肖することによって問題を解消しただけ

であり､人 の々間に何らかの差異がある限り､そこから蒐別問題の発生する余地は残され

ている｡要するに一里人たちの求めているのは､人称の追いが東経持され しかt'差別がな
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いという状態である｡そしてー差別されている者ほど､こうしたことをよく三豊議している

のである｡

この解釈はまことに正当であり､本稿はこれに異を唱えるi'のてはか 1.魔法の藁を飲

むか否かを問われた黒人は､差別を受けか ＼立場に身を置くという利益よりも､社会全体

が差別を生まないような梢道になることの方を重視するという態度を表明することによっ

て.求めている平等とはとのようなものであるのかを明らかにしたというわけてある｡

しかしこの間答には､上の再甜くては充分に汲み尽くされたとは言えか 重ヽ要な論点が､

まだ技されているように思われる｡上の解釈では､この間答は差別の横行する社会におい

て行bれたものと想定されている｡すなbち_差別を受けている黒人に対してー魔法の秦

を飲むことによってその社会的地位から脱出することを望むか否かを問うという想定てあ

る｡これに対して､i,はや差別が重大を社会的問題ではなくなった状況の中て､との問答

が行わilメ二と想定したら､どうなるであろうか｡そのやりとりは､扶のようなものとなる

であろう｡

間 rこの社会はたいたいにおいて平等が実現しておりー黒人であるあなたも柑 こ差

別を受けているわけてはありません｡ところてーここに魔法の藁があります｡こ

れを飲むとあなたの肌は白くなります｡それと同時に､どこかの白人一名の肘tが

男くなります｡したがって､この社会全体で見れは白人と黒人の数に変助は生じ

ませんからー均一化のおそれはありません｡それに､白人が監人に変わるための

薬も用意してありますから､あなたは後て黒人に戻ることt,てきます｡この盛を

あなたは飲みますか?｣

答 ｢いいえ｡｣

このやりとりではー ｢すてに平等を社会になっているのだから人種の違いには亜要な意

味がない｣という考え方が否定されている｡人種の追いは平等な社会においても､いわは

簡単に脱いたり着たりできるようなt,のてはなく､何かそれ以上のt,のなのだということ

である｡ここで示噴されているのはー平等を達成することによって差異への前日が不繋と

なるのではなく､まさに平等と言える状倍において差異への右目が要請されると考えられ

ているということてある｡この点が､先の角掃くにおいて必ずLUIJlらかてはなかったとこ

ろである｡

これらのFnr脚 ~るものはきわめて重要であるように思b九る｡木柑 )検討する先

住民の地位の問題はーその解明に鞘 トかりを与えることが期待される｡
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(5)以上のような論述から､様々を差異の主張が平等要求として行われていることが示

された｡本稿は､これらの主張が提起している問題を ｢平等それ自体の要詔としての差異｣

として定式化したい｡それは､こく簡単に言えは､平等の要請と差異♂:溺≡調とは両立する

か.さらには差異の棚 を平等の要請として考えることカ可 能か､という問題てある｡

この間題の意味を明確に理解するために､次節以降では_この問題とは異なった意味で

の ｢平等の理念と差異との関係｣の問題との比較検討を行うことにしよう｡その結果とし

ては､次のことが明らかになる｡すなわち､ ｢平等それ自体の要詔としての差異｣という

問題は､差異の問題を平等のf監念によっては答えることのできないt'のと考えることによ

って平等論から放逐するのではなく､あくまでも平等論の内部の問題として設定されたも

のである｡またそれは､差異の強調を平等実現の手段といった二次的なものとして､平等

の理念それ自体と区別して扱うのではなく､平等の理念それ自体を梢成するものとして差

異の強調を位置づけることがーいかに可能であるのかという問題なのであり､その意味で

平等論の最t,根源的なレベルにおける差異の問題なのである｡

第2節 耽念分析的アプローチにおける ｢平等と差異｣

本節ではー牧舎分析的アプローチにおいて ｢平等と差異｣の問題がどのように定式化さ

れているのかを検討し､第1節で定式化した ｢平等それ自体の要請としての差異｣の問題

と比較してみることにする｡なお､この検討の中で､第1発て触れた ｢個人の権利｣と

｢集団の権利｣の対立という問題も分析し､その概念としての有効性の限界を明らかにし

たい｡

(i)｢差別はいけないがー区別はよい｣と言われることがしはしはある｡r差巽と平等J

の問題と言うとき､この表現によって暗示されている､次のような問題を,ELF.いつくてあろ

う｡

人間は互いにさあめて異なっており､二馴臥 の間には無唄に多枝な差異が存在する｡こ

れらの差異をすべて無視することはtほとんど不可能であるし､望ましくもか ､｡例えはー

選挙権を有するための条件として人種や性別を考慮にいれるのは望ましくないが､irl齢を

考慮するのは合理的であろう｡すなわち､子供には選挙権がなくても､それを平等に反す

るとは言えまい｡このことを rこれは蛋挙柾について単に年齢によって区別しただけであ

り､差別したのではない｣と表現することも可能であろう｡

ユ7 一



また_ある観点から等しく取り扱うとーそれが別の配車から見れば異なった取り扱いと

なっているという事態も､頻繁に生ずる｡例えは､AtBの二人が同じたけ努力してt'､

Aは同じ時間てBの二倍の仕事を処理することがてきるとする｡まず､この二人が同じ時

筒働きー従ってAがBの二倍の鼻の仕事を処理した場合を考えよう｡このとき､もし二人

が同額の手簡網を受けたとすると､二人は労働時間という観点からは等しい取り扱いを受け

たが､それは同時にt処理した仕苛の量という観点からは与等なった取り扱いとなっている｡

他方ーこれと同じ状況において､もしAが､処理した仕事の量に比例してBの二倍の報酬

を受けたとすると､Aは ｢これは処理した仕事の豊による単なる区別であって､差別ては

ない｣と言うかt'知れない｡次に､この二人が同じ畳の仕事を処理しー従ってBがAの二

倍の時間働いた場合を考えよう｡このとき､もし二人が同額の報酬を受けたとすると､二

人は処理した仕事の畳という観点からは等しい取り扱いを受けたがーそれは同時に､労働

時間という観点からは異なった取り扱いとなっている｡他方､これと同じ状況においてt

もLBがー労働時間に比例してAの二倍の報穀粒受けたとすると､Bは ｢これは働いた時

間の長さによる単なる区別てあってー差別ではない｣と言うかも知れない｡

こうなると一次のような考えが生まれてくる｡｢『単なる区別てあって差別てはない』

とか Fいや_やはり差別であるJIとかいうのは､そこてT]E'W となっている異なった取り扱

いが正当をものであるのか否かを示す話語にすぎないのではないかくI91｡肝心なのは､上

の二つの設例て言えば､選挙権に関しては人種 性別 一年齢などの差異､同一の穫頴のLi一

事に対する報酬 こ関しては出来高や労助時間といった差異のうち､とれを考慮に入れべき

であり､どれを考慮に入れるへきてないか､という問題なのではないか｡｣ハンス ケル

ゼンは言う｡

どのような相違が参酌され､また､どのような相違は参酌してはならないのだろうか､

これこそ､決定的な問題なのTL= (20)

これが､散会分析的アプローチによる ｢差異と平等｣の聞越の定式化である｡すなわち､

いかなる取り扱いが平等に適い､いかなる取り扱いが平等に反するのかを明らかにするた

めには､考慮に入れるべき差異と考慮に入れるぺきてない差)等を選別することが不可欠で

あり､従って ｢平等論における差異の間逝｣として収り組むへき課題とは､まさにこの差

異の選別に他ならないということてある｡ここでは､平等の理念と差異との関係として､

平等の理念の具体的苛伊トの適用には差,fjuJEの選別が必ず作っているということがTlJlらかに

されたわけである｡
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(2)では､本稿の阻L､対象てある ｢平等それ自体の要詔としての差異｣の問題は､この

ような散会分析的アプローチて示された問題ととのような関係にあるたろうか｡

放念分析的アプローチの寸等敬は､論争の土俵を設定したところにある｡すなわち､何が

平等に適い､何が平等に反するかという問題は_論争の絶えることがないが､そこで争わ

れているのは特定の差異を考慮にいれることの是非に他ならないから､その是非こそが論

じられるぺきたとして､論争の土俵を差異の選別の問題という形で設定したのである｡し

かt,ここではー何が平等に適い､何が平等に反するかという問題に関する限り､論争の土

俵は最も一柳 勺な形て設定されている｡すなわち.いかなる取り扱いについても､それが

平等に適っているか否かを争う限り､その論争はすへて､差異の選別という土俵の上ての

争いなのである｡本‡卸)注目する ｢平等それ自体の要詔としての差異J(7)問題も_ r人種

刊 矧Jなどの差異に着目することが平等に適っていると言える場合があるか｣という問題

であり､まさに､この牧舎分析的アプローチの設定した土俵に乗せて争うことのできる問

題であると言える｡

しかし､ ｢平等それ自体の要詔としての差異｣と耽全分析的アプローチとの間には､次

のような二つの重要な相違卓が存在する｡

その一つは､問題として取り上げるへき差異の範囲に関わる｡概念分析的アブT7-チに

おいては､差異とは､ありうべきすべての差異てある｡これは､その問題設定の｢般性に

由来するものてある｡これに対し､ ｢平等それ自体の要請としての差異｣の問題は､人種

性別 民族 国籍 宗教 一社会的出自 肉体的あるいは精神的な障盲の有無などに関す

る問題に限定されており､通常 ｢差別問題｣として思い描くことのできる和弓削こ収まるt,

のである｡このような限定を行う意味ないし理由はー結局のところは本稿の検討の中で明

らかにされるへさものであるがーここてあらかじめ述へておくことのてきる椎田て言えは､

概昭次のようなことになる｡

すなわち､ ｢差別問題｣と言われるものにはー確かに人穫差別 性差別なとをはじめと

して多様な問題が含まれており､それぞれの問題の間には互いに策なった側面があること

は否定できないがーそれにもかかわらずーいわゆる差別開票劉こおいて差別される者とされ

か ＼者とを分けている (あるいはそう,習bれている)差異は､人間の間に存在する鮒掛こ

多技を差異とは同列に論ずることのてさか ､何らか♂)共通の特徴を､平等の叩念との関係

において持っているのではないか｡このように考えること日脚 ま何ら奇与等ならのではなく.

むしろ｢榔 勺を常識であるとさえ言ってよいと思われるがーその埋論的根拠を明らかにす

19 -



るのは意外に囲洋なのである｡例えば､いわゆる差別問題における差異に関してーその生

得性を重視する考えが従来から有力であるが､宗教や剛柳 あるいは精神的障害をとは生

御 勺な展性とは言えか lL､そi'そi'生得的な差異に応じて異なった取り扱いをすること

がすべて許されか 1のかーさらには何が生得的な属性なのかという点も明確ではない｡生

手芸粁舷差異が ｢差別問題｣において重要な位置を占めているのは確かだとしても､そこに

(｡綿朔すべき点がなお多く獲されていると思われる｡

また.この間題は蔓法解釈論においては次のような形て′現れてくる｡日本匿憲法第14

条1項に関しては､この間題は､その後段に掲げられた ｢人種､信条ー性別､社会的身分

又はP【地 ｣の位置つけという形で現われる｡半例通説に従えは､これらは差別として許さ

れない分鮎 準を単に例示したたけであって､限定列挙ではない｡すなわち､後段に列挙

されたもの以外ても､差別として許されか 1分類基掛 こなることがある｡他方一役f劉こ列

挙されたものてt,､それらの差異を分類基準とすることがすへて許されないわけてはある

か ､｡それては､後段に列挙された差異は平等条項において何ら特別な意味を持たず､無

限に存在する差異の一部にすきないのてあろうか｡また､後段の規定がそもそも存在しな

くても､:.i･-.法の解釈に何ら変わりはないのてあろうか(2日｡再びや例通説に従えは､許さ

れる差別と許されない差別とを区別するのは ｢合理性｣(7)有無であるから､このような問

題に答えるには､この ｢合理性｣の散会について検討しなけ九はならない｡また､アメリ

カ合衆国憲法の第14修正に関しては､これと同じ問題が､ ｢いかなる分類基準が使用さ

れた場合に脚 1所は厳格な審査を行うべきか｣という問題となって現れている｡判例は､

人種などの r疑わしい (suspect) ｣分類基準が使用された場合は_卓に法律

等の目的と手段との間の合理的関連性の有無を審査するだけでなく､その目的の重要性ま

でも幕査しておりーそのような r疑わしい｣分頒基準の使用は､ ｢やむにやまれぬほど重

要な利益 (compelling interest) ｣の 達 成 の ため に 不 可欠な t'

のでない限り､平等条項に反すると判断している(22).そこで､こうした判例を前提にし

てー｢いかなる差異がー厳格な審査を必要とする r疑わしい』分類基準に当たるのか｣と

いう問題が生まれてくる｡そしてtこの間題に答えるには､鮮陪な書類を行う根拠を明ら

かにしなければならないのである(2】I｡

蜘 )地位の問題はー属性の生得性という論点を必ずしも一般論として取り上げるわ

けではなく､また､本稿は憲法解釈論として問題を論ずるものでもないが､いわゆる差別

間軌こおける差}LBt_が平等の理念との関係においていかなる特徴を持っているのかという防!
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透 く2̀ 'はー本稿の課題に密接に関わる重要な問題として位置づけられており､先住民の問

題に関する本稿の考察によって同時に明らかにされることになるのである｡

(3)本稿の注目する ｢平等それ自体の要詔としての差異｣の問題と救急分析的アプロー

チとが異なる第二の点は､概念分析的アプローチが論争の土俵を設定するにととまるのに

対し､｢平等それ自体の要請としての差異｣の問責劃よその土俵てて‡b九る論争そのものに

関するという点にある｡r平等それ自体の要請としての差異｣は､l碓 設定で仕事を終え

るのてはなくーさらに問題への解答を目指すのである｡

耽全分析的アプローチは､何が平等に適い､なにが平等に反するかを知るためには､考

慮に入れるべき差異と考慮に入れるべきでない差異を選別しなIヤーはならか 1ということ

を明らかにした｡｢平等それ自体の要請としての差異｣は､この差異の選別の問題の一部

でありーしかも､あくまでも平等の理念の内容の問題としてー特定の差異の主張の可否な

いし当否を問うものである｡

ところが､ある有力を考えによると､平等の理念は差異の選別の問題に対して何ら答え

ることがてきないというのてある｡ハンス ケルセンは､放念分析的アプローチをとって

差異の;削 りという1堀 設定を行った後tそれに続けて次のように言う｡

[差異の選別という問題]こそ､決定的な問題なのだが､平等の原理は､この間題に

ついては､何も答えてはいない｡実際､この間題について､現実の法秩序は､いろい

ろまちまちの解決をしている｡ (中略)･.･ある法秩序はー男子だけに政治的腔利を

与えて､婦人には与えていないが､ほかの法秩 序は､両性を平等に取り扱って､とt,

に政治的権利を与え [ている｡]･･(中略)･一体､とれが正しいのだろうか｡･

(中略)-つまり､いわゆる平等の原理では､平等とは何かという決定的な間芸劉こ､

答えられないのである｡一一一(中略) この平等の原理は､つまり無内容をものであっ

て､それによって法秩序の内苓を規定することはてきない(25)

すなわち､ ｢平等｣とは､差異の選別の問題に答えlL:後で､いわば飾りとしてつけ加えら

れるべき言斜 こすぎずt実質的内容は何ら持っていか ､というのである｡

平等の理念は差異の選別の問題に答えられか 1だけではない｡ビーター ウェステンは､

平等という言葉は無内容てあるうえに議論を混乱させ､害をもたらすたりてあるとさえ言

つ｡

分析のやり方として､平等の概念はー解明に資するよりもはるかに多くの混乱をもた

らす｡一･(中略)-(l)平等の放念は [実肘り権利に寄生しているにすぎないにもか
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かわらず]自らを独立した規範であるかのように装い､そうすることによってー自ら

か組み込んだ実体的権利の持っている本当の性椙を隠蔽する｡ (2)平等の牧舎は､

ある者の権原を枠づけるための観点としてtその者が他の者と同等であるということ

を持ち出し､それによって､ある者の射 りカ他 の者の権利に対して､いかなる脈綿に

おいても同一の関係にあるかのような､誤った示唆を与える .･.(2"

すなわち､平等の性急に訴えると､本来答えるへき差異の選別の問題を見失う危険がある

というのてある｡

確かに､平等とか差別とかの言葉には情緒を喚起する力があり､充分な根拠なしに ｢そ

れは差別だ｣とか ｢それは平等に反する｣とかのレッテルを張るだけで､必要な議論が終

bったかのような手BE.覚をもたらしやすいことはあるてあろう｡その意味で一晩念分析的ア

プローチが議論の混乱を整理しー問われるへき論点を明確にしたことは､充分に評価され

なトけLはならないし､それは根拠なき平等要求の氾濫を沈静化させる効果を持つものでも

あろう｡また､差異の選別という問題設定に誤りがあるわけでt,ない｡しかしだからとい

って､との差異を考慮に入れるぺきてtどの差異を考慮に入れるへきてないかという問題

にー平等の理念が全く答えることがてきないということにはならない｡考慮に入れるへき

差異と考慮に入れるべきでない差異を選月け るのが課題であるということは､その課題を

遂行するのに平等の理念が役に立たないということをー合意するわけではないのである｡

また､確かに､どの差異を考慮に入れるべきかをめくってはきわめて多様な主張がありt

それぞれが ｢散会の平等｣r結果の平等｣をとと平等の名を掲げていることt,事実である

が､だからといって､この争いに平等の牡含カ;無関係ということにはならない｡むしろ､

多様な平等の理念が主張されているという等頓は ､それぞれの主張が自らを正しいて閤 王

(conception Of equality) と して 堤 ,ITTして い る こ との 現 れ

であ り､それ が 可 能 な の は平等 の概念 (concept of equality)

が論争を規制し12m､まさに平等をめぐる論争としてまとまりを与えているからなのてあ

る 2̀8)｡

この点はまた､価値相対主義の問題とt,微妙にr7Aわっている｡価値相対主義の立場から

見れば､どの差異を考慮に入れるへさかという問題にー平等の牡念力習 えることがて.きな

いのは当然のように思われるかも知れない｡というのt,､ 正しい平等硯｣をめくる/(･い

にはもとt,と客盲卿伽こ正しい解淋 まあり結ないのてtとの剃 軍を老成に入れるへさかとい
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う問題t,､そもそt'答えられないものだからである｡しかし､価値相対主義をとっても･

様 な々価値体系が帰依の対象として存在することは可能なのであり-そうすると･それぞ

れ瑚耐直体系の内部において､との差異を考慮に入れるへさかというT告】題に平等の理念が

答えることがあったとしても､何ら矛盾はない｡との差異を考慮に入れるへさかという問

題に客観的な答がないとしても､いわは主観的な掛 まあり､その答を平等の哩念が与える

という可能性は否定できないのである｡

(4)最後に､第1章て触れた ｢個人の肘 IJJと ｢集団の権利 ｣との対立という匪式につ

いて検討したい｡

この対立図式は文字通りに受け取ればt ｢誰が権利の担い手であるのか｣という権利主

体の区別によるものと考えられる｡権利が与えられるのは､個人に対してか.集団に対し

てかという区別である｡この意味てはー ｢集団の権利｣は西欧近代の個人主義と対立する

ものと考えられるかもしれない 2̀n｡また､この意味ての r個人の権利｣対 r集団の権利 ｣

という区式を､そのようなものとして維持することは可能てあり､かつ有益な場合もある

だろう｡

しかし､先住民の地位との隈漣てこの団式が持ち出される場合は､それとは異なる意味

で剛 ､られているのてある｡なぜなら.先住民の特別な地位は､集団に与えられるものは

かりではなく_先住民個人に与えられるものもあり('o)､後者も r集Ef)の権利｣として扱

われているからてある｡この場合は､ ｢個人の権利｣と ｢集団の断 り｣の対立は､ r国民

個人として誰にも言甜)られる権利｣と ｢国民の一部にのみ言紗)られる柾利｣の対立という

意味で用いられているのである｡

このように考えれば､先住民の地位に関して ｢集EtEの権利Jが持ち出されるとき､問題

とされているのは､先住民が ｢集団であるJことてはなく､権利を15･えらか力個人が｢先

住民てあること｣だと解釈しなければならない｡すると､国民の一部にのみ権利を与える

ことはーそれ自体では間越てはないからーここてのII'り越はー ｢先住民であること｣という

旗',性によって権利を与えることが許されるかということになる｡この間題が､水師で検討

してきた牧舎分析的アメローチが定式化した ｢平等と差異｣の問題の一つとなっているこ

とはt明らかであろう.

LJ上､概念分析的アプローチと木稿の注目する r平等それ自体の襲i.',Tとしての差巽｣と

の関係を検討し_次のことが明らかになった｡耽念分析的アプローチが示したようにJ"I
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が平等に適いー何が平等に反するのかを知るにはー考慮すべき差異と考慮すべきてない差

異とを選別しなければならず､ r平等それ自体の要論としての差異｣の問題もこれに含ま

れると言ってよいが､ ｢平等それ自休の要話としての差異｣はすべての差異について取り

上げるのではなく_人種や性別などの差異のみを取り上げる｡また､概念分析的アプロー

チからは､この差異の選別の問題に平等の理念は何ら答えることができないと主張される

ことがあるが､これは牧舎分析的アプローチC}必然仰 舌結てはない｡むしろ ｢平等それ自

体の要請としての差異｣の問題は_平等の理念の内容の問題として､差異の主張の可否

当否を問うのである｡

第3節 ｢逆差月借倉等,Jにおける ｢平等と差異｣

(1)差異の主張について正面から論じたt,のとしてーアメリカ合衆国で1970年代か

ら続いている r逆差別論争｣を挙げることができる｡これはー雇用や教育において異人そ

の他のマイノリティーを有利に扱う ｢積極的差別是正措置 (afflrmatlVe

actlOn) ｣の正当性をめくる論争てある('日｡この接極的差別是正措置が導入さ

れた背景には､公民権運動の高揚を経て､深刻な差別問題の解決には､マイノリティーを

不利に扱うという形の差別を止めて彼らを同等に処遇するだけでは充分でか ､という認識

が生まれたことがあった｡その結果ー彼らを積極的に優遇する措置がとられるようになっ

たのであるがーこの措置の正当性に関しては大論争が生ずることとなった｡

この論争の粁要をごく簡単に述べれば､次のようになる(32)｡

積極的差別是正措置を支持する議論は､大きく二つに分かれる｡一つは､マイノリティ

ーは過去の差別の結果として今なお不利益を負わされており､それがハンディキャップと

なって､社会における様々な競争に対等な条件て参加け ることができない､従って､この

不利益に対する埋め合bせとしてー彼らを優遇する必要がある､というt,のてある｡もう

-つの言古告は一差別のか ､平等を社会を実現するにはーマイノリティーに対する偏見や差

月憶議をなくしていかなければならずーそのためには､彼らが特定の社会的経滞り領域に

集中しているとか社会的経灘仰也位が低いとかいった状況を改善しなけ九はならか ､ーそ

して､これを実現するには彼らを同等に処遇するだけでは充分でなくー彼らを使道して.

その社会的経約 也位を向上さる必要がある､というt,のである｡許-の議論によれば一

枚触 り差別是正措置の日脚 出塾圭の不正に組身する陀盲の除去であるがー第二の試論によ

- 24



れば､それi淋 平等な社会の実現への寄与である｡両者の違いは_いかなる目的が秩

極的差別是正措置を正当化するかという点にあり､従って､例えは第一の議論においてt

過去の不正に起因する障害を除去することが､その副次的効果として平等な社会の実現に

寄与するということを否定する必要はないし､また第二の論 においても､マイノリティ

ーの社会的謹済自御世位が低いという現状が過去の不正に起因するものであることを否定す

る必要はか 1｡

これに対して､稽極的差別是正措置を批半け る議論は_人種や性別という基準をJ律に

用いることは積極的差月Il是正措置の目的にそぐわないという｡すなわち､第-の擁護論に

対しては､現在のすへてのマイノリティー個人が過去の差別の結果として同じように不利

益を負っているわけてはなくーその不利益の程度は様々てあるし､なかには全く不利益を

被っていか 1者もいるてあろう､そうしたことを考慮せずに一律に優遇するのては_政所

の脚 )ない者に利益を与えたり救済すべき者を放置したりといった新たな不正を生む､

と主張する｡またー第二の擁喜寿副こ対してはーマイノリティーのなかには社会的経済的地

位が掛 1とは言えない者もおり､一律の優遇てはそうした者にまて利益を与えてしまうし､

そもそもマイノリティーを優遇すること自体ー ｢彼らは対等に競争できる能))がないから

保護されているのだ｣と理解され､偏見をtyJ長し､かえって逆効果になってしまうと主張

する｡

こうした批判に対して､積極的差別是正措置の擁護者は次のように反論する｡まずー一

律の優遇は各個人の状況の違いを無視するものだという批判に対しては､マイノリティー

個人のそれぞれについて､過去の差別の結果としての不利益をどれほと被っているかとかー

その社会的経棚 ./どのようなものかとかを厳割 こ謝ぺるとすれば.美人を手続的コ

ストがかかり､結局は全体として積極的差別是正娼逆の目的の実現を阻害することになる

し､人種や性別という分類基準の使用はそれ自体て法的 道徳的な権利を促等するt,のて

はないという｡さらに､マイノリティー♂)優遇はかえって彼らに対する偏見を助長するの

ではないかという点に関してはー優遇策がいかなる効果をもたらすカ1滅 鞄的糾断の問題

として抜わねばならないし､マイノリティーの優遇が平等を社会の実現に寄与すると考え

るに足る､少なくとも最低J撤乃哩由は存在するという｡

(2) ｢逆差別論争｣は桝 L:J上のようなものてあるが､ r平等と差異｣の問題として本

稿の注目する ｢平等それ自体の要詔としての差異｣の問題は､この論争とどのような関I系

にあるだろうか｡
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本稿の注目する r平等それ自体の要請としての差異｣の問題は､簡単に言えは､人種や

性別などの差異を強謝することが平等の理念と両立するか､さらにはそれを平等の理念の

群青と考えることのできる場合がないかというものでありt一見すると､ ｢逆差別論争｣

はまさにこの間題の一例であるように思われるかもしれない｡第2節で検討した救急分析

的アプローチの場合と比較すれば.この印象はさらに強まるであろう｡

すなわちまず､ ｢逆差別論争｣の場合も r平等それ自体の要詣としての差異｣の場合i,､

人種や性別などの差異の強調の可否か 1し当否を規鞄的正議論として間題にしており､こ

の点で､卓に同氏設定に止まっていた概念分析的アプローチとは異なっている｡また､差

異として取り上げられるt'のの範囲に関してt'､概念分析的アプローチにおいてはその範

囲に限定はなく､ありうぺさすへての差異を問題にすることが可能であるのに対し､ ｢逆

差別論争｣や ｢平等それ自体の要請としての差異｣の場合は人種や性別なと､いわゆる差

別間男劉こおける差異に範囲が限定されている｡｢平等それ自体の要詔としての差異｣の問

題とr逆差別論争｣のテーマとの間には､このような共通点が存在するのである｡

(3)それにもかかわらず､本稿の注目する ｢平等の理念と差異の関係｣の問題は ｢逆差

別論争｣のテーマとは重要な,[与において異なっており､ ｢逆差別論争｣を本稿の間近0}一

例とみなすことはてきない｡両者の相違は､差異の主張と平等の観念との関係をいかなる

ものと捉えているかtという点にある｡すなわち､本稿のr欄 は一差巽の強調の可否か 1

し当否を平等の理念それ自体の要詔として考察の対象とするが､ ｢逆差月惜毒争｣は同じ問

題を平等の理念それ自体の要請としてではなく､その例外か 1Lは実現手段として論じて

いるのである｡

このことをーまず ｢逆差男垢告争｣の側に関して見てみよう｡｢逆差別論争｣においてそ

の可否ないし当否が争bれているマイノリティーの髄劃ま､あくまでも一時l脚 汐トとし

てのものでありtf空想とすべき本来の平等な社会においては差異の強調は許されないとい

うのが論争の前提となっていると考えられる｡ (1)て頚型化した議論に即して敷桁すれ

ば､それは次のようになる｡

積細 り是正措置を擁護する第-の議論は､マイノリティーを優遇するのは.過去の

差別に趨君する不利益を除去するのか目的だとしていた｡それによると､マイノリティー

の優遇は､過去の不正な差別の結盟として失われていた正当な利益を回復するためのt,の

であるから､もしt,ともと不正を差別がなかったのであれば_優遇は必要ないし-それど

ころか殴遇すること自姑が不正をものとなってしまう｡これはちょうどー揃苫賠償や州コ了
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などが権利侵音や犯罪の存在を前提として要詣されるものてありーその前提がなけれは､

同意なき財産の移転や自由の制限がそれ自体で不正となるというのと同じことである｡過

弁明て正がなかったなら本来は許されなかったことが､不正の存在を嘩由に匡正的正義の

要詔として可能となるのてある｡またー積極的差別是正措置はマイノリティーの優遇を恒

久的に要求するものてはない｡優遇はあくまてt'､マイノリティーの失われていた正当な

利益が回復されるまでの限定的なものとして覗念されている｡この点ち.損等鎗隈や刑罰

などの場合と同様_匡正的正義傭 古が無制限をt'のではないということ "̀ の現れであ

る｡もちろんーいかなる状況になればマイノリティーの正当な利益が回復されたと言える

のかという問題や､いったんマイノリティーの優遇を始めたら今度はそれを止めることが

実際には国難となり_事実上無制限なものとなってしまうのてはないかという問題は存在

しており､これらは論争の的ともなっている｡しかし､この論点自体はむしろ､マイノリ

ティーの優遇は限定的てあるへきだという考えを前程にしているのである｡

次にー積極的差別是正措置を掩護する第二の言蒜創ま､平等な社会の実現に寄与すること

がその日的てあるとしていたが､この言古削こおいても､差異の強調それ自体は平等の哩念

の直接的要詔と考えられているわけてはないし､マイノリティーの肋 i恒久的なものと

して要求されているわけてt,ない｡それによれば､マイノリティーの優遇は平等を社会を

実現するための手段にすきず_いったん平等を社会が実現すれば､そこてはもはやマイノ

リティーが差別されることはなく､従って彼らを優遇すべき理由も存在しない｡このよう

に､理想とすべき平等な社会では､マイノリティーの優遇はかえって平等に反するもので

あり､許されないのである｡また､彼らの倭遇は平等な社会の実現手段てあるから､あく

まてt,それに必要な限度で讐詣されるのてあり､平等な社会が実現づYしぼもはや許されな

くなるのは当然であるしーそれ以前の段階でtHJZ要がなくなれば止めるへきものてある｡

もちろん､このタイプの捷護論においても､いかなる状況になれは理想としての平等を社

会が実現したと言えるのかという問題や_そのような平等な社会とはその完全な実現はそ

もそも不可能なものであり､そうf=とするとマイノリティーの優遇は半永久的に続けなけ

九はならなくなるのではないかという問題がある｡しかしその場合でも､理想としての平

等を社会が実現していないという状況てあるからこそーマイノリティーの優遇が必要と考

えられているのでありー平等を社会においてまで厳封昔置が追啓と考えられているわけで

はか 1のである｡

さらに､積極的差別走出琵進を批半け る者も､差異の主張と平等の理念との快W,系にF朋 -
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るかきり､これらの轄謹話と共通の前提に立っていると推測できる｡ (1)て見たように_

彼らの議論は基本的には､積極的差別是正措置の目的として主張されているもの - 過

淵 IJに起因する不利益の除去､あるいは 在来の平等を社会の実現への寄与 - をか

りに正当だと…汐)たとしても､マイノリティーの一律の慶遇という手段はそのEl的にそぐ

bないtというt'のである｡もちろん_このように積極的差別是正措置の擁護論の立てた

議論の枠組の中で仮設的な批判を行っているかぎり､差異の主張と平等の理念との関係に

ついての彼ら自身の立場はー論理的には何も示されたことにはならない｡しかしー彼らが

結論としてマイノリティーの優遇に反対であることに変わりほか ､｡そうだとすれは､格

紺 り是正措置の鮭護者が現に行った議論を単に論駁するだけではなく_可能をあらゆ

る擁護論に対抗するためにも､積極的差別是正措置に対する彼ら独自の批判の展開を斯待

してもよいであろう｡そしてその批判的議論の最も有力を候補と思bれるのが､差jt程の強

調はそもそt'平等の理念に反するという考えなのである｡というのもー彼らは､たとえ優

遇が平等の理念の直接的要請てはなく限定的なものであったとしてt,tそれに反対してお

りーまして､理想とすへき平等な社会において差異0淵潮が許されると考えているとは想

足しにくいからてある1341｡

以上のように､ ｢逆差月l倫争｣においては､論争のとちらの側t,､理想とすへき平等な

社会において差異の強調は許されないという考え方に立っていると考えられる｡論者を分

けているのは､差異の強調は平等の理念を梢成するものではないとしても､匡正的正義の

究 F托 して､あるいは理想とすへき平等な社会の実現の手段として､限定的に行われる場

合であれは許されるのか､それともそのような場合でも許されか ､のか､という点なので

あるt川 ｡

これに対して､本稿の注目する ｢平等それ自体の要詔としての差異｣問題は､まさに理

想としての平等を社会において差異の主張が許容ないし要言古される場合がないてあろうか

というものてあり､そこて間bれるのは ｢逆差別論争｣において論者の共通の前提となっ

ていた考え方そのものてある｡第 1節において取り上げた rサラダ ボウル｣f里論は､

｢るつは｣の持つ同化の圧力に対抗して諸法団にその固有瑚 寺徴を維持することを賀求す

る考えであるが､これは卓に平等を社会を実現する過程における問題であるばかりでなく､

またそれ以上に､理想として目指されるべき平等を社会のイメージである｡それゆえーそ

れは.平等実現の単なる手段として一時仰 こ差異の強調を要求するものではか ､｡また､

この粗食の妥当性は過去の差別の存在という三拝実を前提にしたt,のてもなく､それとは独
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立をものてある｡すなわち､ ｢サラダ ボウル｣の理念は過去の差別に対する埋め合わせ

として要請されているのではなくーその妥当性は差別の歴史かかりに存在しなかったとし

ても依然として維持されると考えられている｡このように ｢サラタ ボウル｣のイメージ

は､まさに理想とされる平等な社会においてこそ差異を強訴Jすることが一定程度要請され

るという考えの表現なのてある｡同様なことは､第 1節 (4)において取り上げた ｢魔法

の薬｣を巡る問答に関してt,あてはまる｡そこては､ r魔法の菜｣によって皮膚の色を白

く変えることを拒否するという異人の観覧の持つ意味にー関心を向けたのであった｡その

ような恩度はt平等が実現したとは言えない状況においてはt皮膚の色に着目することが､

平等を達成するための手段として重要だということを表現したものとも言えるが､それだ

けではなくーまさに平等を社会が実現した状態においてもなお皮膚の色を変えることを拒

否するとすれば､それはまさにー理想とされる平等な社会においてこそ差異を強調するこ

とが一定程度要請されるという考えを表現したものてある｡このように､本稿が注目する

差異の主張は､平等の理念それ自体を構成するものとして主張されているものであり､そ

の伊汐トないし実現手段として限定的に主張されているものてはないのてある(36㌧

以上､ ｢逆差別論争｣と ｢平等それ自体の要請としての差異｣の問題との関係を検討し_

次のことが明らかになった｡｢逆差別論争｣は人種や性別などの差異に着目することの可

杏.当否を規範的正義 旨の見地から論じたものであり､その限りでは ｢平等それ自体の要

請としての差異｣の問題とも共通点を有している｡しかし ｢逆差別論争｣においては､差

異への着目は､理想とすべき本来の平等を社会においてはむしろ許されないことと考えら

れており_それが許されるとすれば､それは過去の差別に対する埋め合わせとして､また

は未来の平等な社会を実現するための手段としてーあくまても一時的な伊汐トと考えられて

いるからにすぎない｡これに対して ｢平等それ自体の要請としての差異｣の問題は､その

ような伊汐トとしててはなく､まさに平等の理念それ自体の内容としてーすなわち哩想とす

へき平等を社会における問題として､人種や性別なとの差異に右目することの可否 リm

を問うものである｡

第4節 理念鮒 勺アプローチにおける ｢平等と差異J

蔓別の撤廃を要求する言論 の中には､平等のf監急に言及せず_披差別者の利益主張のみ
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を行うものがしばしば見られる｡それは多くの場合､その讐求が平等の理念の当然のJ満碧

でありーあえてそこで平等を持ち出すまでもないと判断された結果であろう｡しかしなか

には､平等の埋念は不要であるばかりか､何らかの理由でかえって差別撤廃の妨げになる

と考えられ､その結果､平等の主張が意識的に避けられていると漕bれる場合もあるし､

またさらに進んて､平等を唱えることを明示的に批判するものもある｡以下では､このよ

うな､平等の理念に対する否定的な見方を伴った差異の主張と､本稿の注目する r平等そ

れ自体の要請としての差異｣の問題との関係を検喜寸することにする｡また､ここで検討す

る差異の主張との関連で､最近英米で注目されている ｢批判法学 (critlCal

legal studies) ｣およびフェミニズムの主張の一部に触れることにする｡

(1)差別の軌廃を要求する者が平等の理念に対して批判的な態度を取るとき､その昔役

にあると思われるのは､平等を唱えることはかえって現状の差別を固定するだけだという

言LJBKある｡ここからー平等を唱えることは止め､端的に披差別者の利益を追求すべきだ

という考えが出てくるわけである｡このような認識は様 な々形で表明されているが､その

一つとして､実定法の分析があるoA フリーマンは､1950年代LJ雌のアメリカの憲

法判例の推移を分析し.平等の正当性が認められていたにもかかわらず､差別の是正が巧

妙を理屈つけによって回避されてきたと主張している(37)｡またーこのような認識を社会

芋的な分析を用いて表現したものt,ある｡G･テンチは民族的マイノリティーの間呈酌こつ

いて､次のように言う｡

現実の世界では､ [自由かつ平等な個人という]自由主諒の信条と [民族差別という]

集団主義的活動とがt何ら社会的安定を乱すことなくー同一の匡隊の中で完全に共存

している .(38)

競合主義的なイデオロギーと排他的な行動とが､結局のところ支配的多数者に有利な

二盛の作用を及ほしている･ ･(3n

自由主義の信条を誰よりも支持している民族的マジョリティーがーしばしは差別を巌

も戒功社に行っているのた(40)｡

すなわちt平等の哩念が公式に受け入れられていることと､社会の中て差別が広軌こ存在

することとは問題なく両立可能てあり､両者はいわは ｢ほとんと解体不可能なパッケージJ

叫 だというのである(42'｡

もちろん_ある社会において一つの価値哩念が受容されているからといってーそれに対

する逸脱事例が完全に根絶されるわけではか ､｡殺人の禁止が正当とされても､殺人は生
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してしまう｡むしろー殺人があるからこそ､それを禁止する規範が必要 となるのである｡

従って～平等を漂祷する社会において差別が存在するのは､少しも驚くべきことではない,

しかしーここでデンチが言おうとしているのは､そのことではか 1｡｢平等を唱えること

によって差別は柵 Jされるが､それでも差別は完全にはなくならない｣というのではなく､

｢平等を唱えることは差別の存在に手を貸すことになる｣ということなのである｡

このような吉城 よ 平等を称 ナて行った差別書膨 )要求が満たされなかった場合に感じ

られる苛立ちという形でも表明される｡江原由美子は､フェミニズムにおいてー平等を要

求する言説が効力を奪われていく事態を指摘し､次のように言う｡

何t,なかったのである｡怒りに燃えた女性の抗議も､抗議した女性が被った様々なあ

さけりも､そのあざけりに対する涙も｡すべて一人芝居である｡社会的には､少しお

かしな滑稽を女がいたたけ(43)ら

｢差別は悪い｣と言う言説はタテマ工的部分において支配権を確立すれはするほど､

実際の効力は喪失される- ｡そのことに還軌側の多くの者は気つきーいらだちを悠

している(44㌧

差別的な社会は､差別に対抗しようとする言説の効力を失わせる装置を捕違約に備えてお

り､平等要求はこの装置に ｢回収｣されてしまうため､何ら差別をなくす力を持たか 1と

いうわけてある｡

(2)こうした認識の是非はいずれも争し囁 るものてあるが､ここてはその間題には立ち

入らず､本稿の注目する ｢平等それ自体の要請としての差異Jの問題との比較検討に最長

を誇りたい｡

さて､上のような認識に立って披差別者の利益主張のみを行うとき､そこでの差異の強

謝まどのような性格を持っているたろうか｡実際に行われている差異の主張は､この点に

ついて必ずしも明確でか 1ものが多いがー平等の吐合に対する見方の追いに応じて､論稚

的には少なくとt,二つの立場力可 能だと思われる｡その一つは､平等はあくまでも実現さ

れるべきだが､平等を r唱えること｣はかえって差別を固定してしまうのて戦術として不

適当であり､むしろ特定集団の利益主張によってこそ平等は実現できるという考えである｡

この喝合､差異の主張は平等実現のためのものと考えられている川～)｡もう一つは､あら

ゆる価値観念はそれぞれ特定の者の利益と結びついており､平等の理念t,その伊外ではな

いのだから､平等を実現するという考え自体がそt,そt,間違っているという考えである｡

この場合は､差異の主張は平等とは鮒 系を単なる利盗主張である｡前者を平等理念の有
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劾性に対する懐疑とすればー後者は平等理念の可能性に対する懐疑と言ってもよいであろ

う｡しかしいずれの場合も､本稿の注目する差異の主張とは異なっている｡

まず前者について考えてみよう｡この時合､平等を唱えることはー差別を撤廃して平等

な社会を実現することの掛ナになるのでt一種の戦術としてそれを避けたということにな

る｡ここでは､批判されるのは平等を唱えるという行き知こ止まっており､言及されか 1に

せよー暗黙の前提として､平等の実現という目的が支持されている｡平等の実現という目

的のため､逆言軸勺ではあるが､平等の理念を持ち出さずに披差別者の利益のみを主張する

という手段を取っているのである｡

従ってこの場合には､人種 性別などの差異が強調されたとしても､それは平等の実現

のための単なる手段としてでありー平等のf里念それ自体の捕成要素として差異の主張が要

詣されているからではないことになる｡これに対してー ｢平等それ自体の要詔としての差

異｣の問題とは､理想としての平等状態の下で差異を強訴Iすることが可能かとうか_また

必境かとうかということてある｡この点で､この場合の差異の主張は本稿の注目する関越

とは災なっており､むしろ.第3節で検討した ｢逆差別論争｣て争われた差異の主張との

間に共過在をもっているのてある｡もっとも､平等実現の手FjLLとして差異を強調する点て

同じだといってt'､それぞれの手段と平等実現という目的との関係は同じてはない｡すな

わち､ ｢秩権的差別是正措置Jの場合には､展開や高等教育の場面でのマイノリティーの

使遇はその主蟻の通り現実に行われるへきものと考えられているがー平等の理念を掲げず

に行われる差異の主張の場合には､披差別者の利益主張はいわは r10Oを実現するため

に120を要求する｣ようなものて､実現される過程て割引きされることを計算に入れた

うえての過大な要求であり一万-その要求通りに実現してしまえば今度は逆に平等に反す

ることになってしまうのてある｡

次に､平等の理念に対する批判が､単にそれを唱えるという行為たけてなく､平等を実

現するというJ%えそのものにまで及んでいる場合について考えよう｡この場合ーその背景

には､価値理念一一億に対する不信か ､し批判的立場がある｡すなわちーおよそ価値理念は

自己の利益主張を有利に展開するための方†鮎 ∪二のt,のではなくーその正当性は見せかけ

にすぎか ､｡規範的論詰とは様々を利慈主張の原理なき対立 -所実の場であり､そこに

ー正当な利益｣という牧舎は成立しないから､それぞれの主張にとっては ｢それが誰の利

益になるのか｣という点だけが重要になる｡こうして一笑現すべき平等状態という観念は

そもそも/純三せず､端的な利益主張たけが行われることになるわけである｡またここでは
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自らの利益に適うかぎり_そのためにのみ､平等の理念を便宜的に持ち出すこともあり得

るのである｡

従って､この場合､人種や性別なとの差異が強調されても､それは平等に適うわけでt,

反するわけでもない｡そもそも平等の理念とは関係がないのてある｡これに対して､本稿

の注目する ｢平等それ自体の要請としての差異｣の問題は､平等♂)要請として差異を強調

することの可否 当否であり､差異の諌調が平等の理念に適うにせよ､反するにせよ､あ

くまても平等の理念との関係は存在するとの想定の下で成り立つ問題てある｡この点で､

両者は異なっているのである｡

(3)さて_以上のような理念懐疑的アプローチを取っていると思われる主張が. ｢批判

法芋｣やフェミニズムの中に見られることがある｡そこでーこれらについて簡単に触れて

おきたい｡

フェミニズムは｢椴に ｢女性の利益｣の実現を目指す運動およびそれを支える理論と言

ってよいてあろうく4い｡実際ーフェミニスムの名て多くの利益主張がなされており､フェ

ミニストの集合体が黒人団体なととともに政治過程における ｢利益装防 (inter-

est group) ｣と見なされることも多い(47).しかし､フェミニス トの利益主

張を無原則な ｢単なる特殊利益｣の主張にすきず､平等の理念そのものを否定したものと

考えることは誤りである｡たしかに､フェミニズムのほとんどは平等の理念に批判的であ

るが､それは ｢平等を唱えること｣が理想としての平等を社会を実現するための手段とし

て有効ではないという意味での批判でありー自らの主張を何ら正当性を監探しか 1｢単な

る特殊利益｣の主張と見なしているわけではない(48)｡また､フェミニズムの要求の中に

は､その正当性根拠について自覚的でないものもあるであろうが､そのような自覚に欠け

ていることについてはたしかに批半阿 能たとしても､だからといって､フェミニズムの主

張に根拠がか 1と言うことはできか ､｡K･ハートレットは次のように述べている｡

フェミニストは法に対する広範な批判を展開し､法の改苛を提案してきた｡しかしな

がらそれと比べて､法を ｢実践する｣とはとういうことかとか､それに伴う法的要求

には真理という点ていかなる身分が与えられるのかということに関しては.言うへき

ことがはるかに少ない(49)

方法が重要なのはー- フェミニストの方法の棚 等が欠けていては､法に対するフェ

ミニストの要求が正当であり｢正しい｣ものだと認識されか -だろうからである(50'｡

このような反省があること自体_フェミニズムの利益主張を無原則をものと考えるべきで
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か ､ことを示していると言えるfL:ろう｡

もっともーフェミニズムと一定の共通点を有すると考えられる ｢批判法学｣{川 の主張

の中には､価値理念一億に対する根源的批判に立脚しているように見えるものが少なくな

い｡例えは､A フリーマンは次のように言う｡

[訴訟において]特定の実体的判断を正当化するための根拠となり得るような客観的

規準は､何ら存在しか 1-- ｡それらの事例の底流にある価値の衝突を解決するよう

なものはー形式的規準てあれ､もっと実体的な r共有された諸価値｣てあれ 浮かび

上がっては来ない.価値として共有されていると想定されているものも､･ [実際

は結局のところ]普遍的規準に訴えて私的利益に理屈づけしようとする試みなのであ

る(～2㌧

ここからー｢批判法学｣の課題は既存の法理論に対する批判となり､もっぱら既存の法理

論の ｢脱正接化｣｢脱神経化｣｢解体｣｢手当たりしだいの破壊｣が目指されるのf=とい

うく53)｡また､M.タシュネットはさらに急進的て､｢[リヘラリスムに代わる]F共同

体的政治理論』を展開することはーそのような埋論も 【決して自明てはか 1想定に依拠し

ているという､]自由社会理論 [に向けられるの〕と同様の批判を浴ひさるをえないから

安当てか 1として退け､ 『特定の政治的行為によってー誰が助けられ､誰が傷つけられる

かの実践的評価』を用いるように主張｣ 154)しているという｡

しかしー｢批判法学｣の攻撃対象は法的価値､特に司法的判断の正当性に限定されてい

ると哩解すへさであり､政治的価値の正当性までを疑っているとは思われない｡むしろ

r批判法芋 ｣自体が一定の政治的立場に依拠していると考えるべきであろう(55)｡その立

場は明確にされているとはとうてい言えない(56'がーそれを推測すればt少なくとt,､あ

らゆる社会的権力関係､支配 抑圧関係の既発を日給すというものであると居jっ九る(57)｡

たしかにt ｢批判法学｣の一部て言及されているJ チリタ流の ｢脱 -構築｣の方法(58)

に忠英に従えは､価値の解体と稲築を永遠に続けるへきことになるのかt,しれない｡しか

し､果たしてその点に関して徹底している者がとれたけいるか､疑l告Tてある｡例えは､R

アンカーは市場と古典的民主主義に代わる制度形式を模索しているしく59IIC マッキ

ノンは支配 抑圧のか 1社会を目指そうとしている(60'｡また､A フリーマンは､ ｢も

し連邦の裁判所が現存秩序の反動的な弁証者であるも同然というのてあれは､･･他の政

治俵格を再滴性化することに希望をつなくしかない｣ 6̀1'と述べているが､この言裳は

｢批判法学｣の攻撃対象が釧 路値に限定されていることを示していると,曽bれるのであ
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1 (62)
O '

以上 理念懐疑的アプローチにおける差異の主張と本稿の注目する ~平等それ自体の要

請としての差異｣の問題とを比較検討し､次のことが明らかになった｡このアプローチは

二つに大別される｡その一 つはー平等の理念それ自体は前提としておりーその限りでは本

稿の注目する問題と共通であるがー平等を持ち出すことがその実現に役立たないとの認識

の下に､平等実現の手段として被差別者の利益主張のみを行っている｡その点でー平等の

理念を梢成するものとして､すなわち実現すべき平等の内容の問題としての差異の主張の

可否 当否を問うという ｢平等それ自体の要詣としての差異｣の問題とは､異なっている｡

また､もう一つは､価値理念一般に対する批判を伴っており､そこではー ｢正当な利益｣

という観念の存立が不可能てある以上 被差別者の利益主張は ｢単なるキ謝 り益｣の主張

にすきず､差異の強謝 ま平等の理念とは無関係のものと考えられている｡この点てーあく

までt,平等理念の問題として差異の主張を取り上げようとする ｢平等それ自休の要詔とし

ての差異｣の問題とは､異なっている｡

さて､本章では. ｢平等理念と差異との関係｣という問題府を分析し､本稿の注目する

のは､ ｢平等それ自体の要請としての差異｣の問題であることを提示した｡｢平等それ自

体の要言能 しての差異｣の問題は､人種や性別なとの差異を鞍調することが平等理念それ

自体の要詔と言える場合があるかとうかという規範的な聞いてあり､規範的論議を行わな

い概念分析でもなく･価値理念への懐疑を伴った差異の主張の問題を扱うものでt,か ､｡

またそれは､ ｢逆差別論争｣の場合のようにー差異の主張を平等の一柳 抄トないし平等

実現の限定的手段として位置づけて､その可否 当否を問うものでもない｡それは､規範

日坪 等論としては最も根源的なレヘルで､平等の理念と差異の主張との関係を問うものな

のである{川 ｡本稿が第2部で械 寸するー先住民の地位に関する議論も､このような意味

で規範的論議として､そして最も根源的なレベルの問題として分析することにより､その

重要性も高まるのである 叫̀ ｡その結鼎 ま､第2部の最後で示されることになる｡

捌こ､第3章ではー正義論の基本問題の中て､平等の理念の問題とともにー先住民の地

位に関する論議と酎 妾な関連を持っている､リベラリズムをめくる間掛 こついて､分析す

ることにしよう｡
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第 3章 リヘラリズムと ｢負わされたものJ

本章では､現代英米の正義論の中核をなしているリヘラリズムについてーその重要な理

論的課題の一つを提示する｡それは､人種､性別､才能や環境など､個人の選択の不可能

な､あるにはきわめて国定を要素を､いかに理解し､それにいかに対処すべきか､という

問題である｡この間題はーリヘラリズム内部の諸潮流の間での配分的正義をめぐる論争に

おいても､またリベラリズムの外部に位置する正義論とリベラリズムとの間の論争におい

ても.一つの中心的論点となっている｡本章では､これら二つの論争をそれぞれ簡単に分

析し､それぞれの論争が､この ｢負わされたもの｣の位置つけという論点を軸として展開

されていることを明らかにする｡この分析においては､この ｢負わされたもの｣と ｢道徳

的人格｣か ＼し｢自我｣の執念との関係が､有益な手掛かりとされることになる｡

§1 リヘラリズム批判と ｢負わされたもの｣

(1)リヘラリスムの定義はそれ自体が難問であるが.その基本哩念を個人の選択の自由

の重視に求めることはーとうていまとはずれとは言えないてあろう｡リヘラリズムは､ま

ず個人を価値の担い手と考える｡そして､各人の自由な生の選択に同等の重みを与え､そ

れを可能なかぎり尊重しー公権的な介入を避けようとする｡たしかに､リヘラリズムに関

しては､その根拠に関しても (｢なせ自由が価値なのか｣).またその実刑 舌話に関し

てi'(｢同等の重みとはとのようなことか｣)､多様な見解がある｡しかし一個人の選択

の自由の普通という点に反対する者はいか ､てあろう l̀'｡

リベラリズムがこのように選択の自由を重視することは､個人にとっての様 を々所与を

(事実としてほともかく)道徳的に超越しようという基本的姿三郎こつながっていく｡リヘ

ラリズムにおいては､個人は正義の要求に従っているかぎり､生の目的 ･構想として何を

l 鼠榊 こついて､公臆的な介入を受けることがあってほならないのである｡ある人がたま

たま黒人だからといって奴隷やメイドとして生きなければならか 噸 由はなく､たまたま

女性だからといって専業主婦として生涯を送らなければならか ､理由はなく､また_たま

たま知的能力が劣っているからといって単純労鰍 こ就かなければならないという理由はな

い･選択の対象は､もちろん践業たけではか ､｡′とき方に関わるあらゆる可柄が､自由を

選択に委ねられるのである｡もちろん､様 を々制約からー自由に選択した目的が実現でき
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か に とはあるであろう｡しかし_これは事実の世界における制約であり､目的の世界に

おける制約はあってほならないのである｡このようにリヘラリズムは､個人にとって偶有

的な要素を超越しようとする態度を持っていると考えられる 2̀'｡

(2)リヘラリスムがその見解の多様性にt'かかわらず共有するこのような性棺を､-捕

して批判しー ｢共同体｣の伝統の尊重を主張しているのか､近年注目されつつある ｢共同

体論 (communitarianlSm) ｣てあ る 日' ｢共 同体論 ｣の主張 も リ

ベラリズムと同様､さあめて多種多様であり_簡単にまとめられるものではない(4)が､

…緒 に共通のモチーフとしてーリヘラリズムの根底にある個人主義に対する批判があるこ

とは､間違いか 1ところである｡ここではまずt r共同体論｣による個人主義批判と伝続

の尊重という主張との結びつきを､M サンテルに即して､ごく簡単に見ておこう(5)｡

リベラリズムは個人の選択の自由や自律 自己茸任を基本哩念として何よりも重視し､

これを奨助するが､ ｢共同体論｣によれは､それは､選択の自由が可能となる現実的な韮

愚の存在を忘れた議論である｡M-サンテルによれは､選択の自由を､正義の要求(6) 以

外のあらゆる制約を超越した自由､いかなる目的も (実現はてきなくてt,)選択てさる自

由として考えるかきりt自由は窓意や他律と同qrYiになってしまう｡リヘラリスムの欠陥は､

その自我の胡念に現れている｡すなわち､J ロールスに代表されるリベラリズムにおい

ては､個人は選択を行う至高の主体てあり､正義の制約にさえ服してい九は､いかなる善

の硯念も採用できるのf=からー

その主体は常に - [選択の対象である]諸価値や諸目的に先行している(TI ｡

ある価値にどれほとのめり込んても､それはーそれなしでは自己の何たるかを理解で

きないほど､自分を奥深くで捉えることはない｡人生の目的や計画がどのように変わ

ろうとーそれは､自己の同一性の外延を乱すほどに破壊的にはならか 1｡ ･札はfTI,'

に､自分の抱く諸価値から距離をとっておくことができる(引 ｡

そうなると､ある主体にとって

自分がいかなる願望を持っているかてはなくー ｢自ううザ いかなる存在てあるか｣につ

いて反省することはー不可能てある｡なぜならー その主体は､自らの同一性を梢

成する特性を欠いた操の存在てあり一日分の外部のいくらか綴れたところに､自己に

とって偶然有的な尻性を所有する7::けだからてある｡それゆえ､自己の内部には､反

省によって見つめたり従えたりするものは､何もないのであるく9I

自らが何てあるかを理解できない白花は､自らに相応しい選択はできない｡そのような白
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我の自由な選択とは､

底の掛 1｢内省｣の産物であり､- -たまたま自己の周囲の状況が自分に残していっ

たにすぎない劫榛やら願望やらを､無批判に見渡しただけのことである｡それは､自

分が慈したことを､そのまま受け取ったというだけである(10)｡

こうしてー ｢いかなる目的も選択できる自我｣は､反省に基いた選択はできず､単なる

窓南的な選択を行うか､外部の変動に韓弄され続けるというのである｡リヘラリズムのこ

のような欠陥は､広範な選択の自由の信活であり､これを補正するには､自己理解が可能

となるようでなければならずーそれには自我の同一性を梢成する目的が必要である｡そし

て､そのような自我の同一性を梢成する目的は､共同体の伝統の中に位置づけられるので

ある｡このように､共同休の伝統が各人の何たるかを意味づけ､自己に相応しい選択の自

由の行使を可能にするのだから､伝統を破壊から守るために､選択の自由を無制限に認め

ることはやめなけれほならなくなる｡共同体の伝統の遁要性は､このようなところにある

とされる｡

サンテル以タLC)r共同体論｣においても､それぞれ試論の焦点は異なってt,､リヘラリ

ズムの個人主議が批判され､共同体の伝統の擁護が主張されることに.変わりはない｡

(もっとt'､伝統の尊重がただちに政治的に保守的な含意を持つとは限らない｡)例えは､

C テイラーは､権利を重視するリヘラリズムは､ILl人の自己充足性を肯定するアトミス

ムに依拠しているとし､それを批判してー自律の可能を個人は社会の文脈の中でしか出現

しないと主張している日日｡また､M ウォルサーも､配分的正義は､配分される,qJ(こ

れは経済的なものに限らか ､)に関して共同体において歴史的に形成されてきた ｢共通理

解｣に従わなけ九はならないと主張している(12)｡

このように r共同体論｣はーリヘラリズムの根本嘩念の一つである個人主義と広椎を選

択の自由を批判し､共同体の歴史が形成してきた伝続を17.電することを説くのである｡

(3)このような ｢共同体論｣の批判に対し､リベラリズムからの批判か ､し応答も成さ

れているが､ここではそれには立ち入らず､次の点たけを磁 思しておきか ､｡すなわちそ

れは､｢共同体論｣の提起した問題が､個人の r負わされたもの｣に対するリヘラリスム

の態度に関わっているという点である｡

A マッキンタイアの次の文章は､ r共同体論｣について論じる際にーしばしは弓日日さ

れるものである｡

私は或る人の息子または娘であり､或る人の従兄弟または叔父である｡私は或る離■ff
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の市民であり_或るギルドやプロフェッツヨンの梢成員である｡私はこの種族､あの

部族_この国に属する｡それゆえ一札にとっての三割よ これらの役割を占める者にと

っての善のはずである｡そうした者として､札は一札の家族一札の郡市一札の部族一

札の国の過去から､様々な負債や道産､正当な期待や義務を受け継いでいる｡これら

は､私の生の所与を､札の道徳上の出発点を梢成するくり )｡

ここにあげられた諸要素の中には､たしかに選択可能なものもあるとはいえー選択不可

能なものが多い｡｢共同体論｣の主張は､個人がまさに偶然に生まれ落ちた ｢共同体｣の

中で受け継がれてきた伝統を､リヘラリズムがあたかも選択の自由によって好きなように

着脱できるかのように語っている点を批判するのである｡例えば､或る人の子としての菜

務や責任､或る国の国民としての義務や釆任.男性としてあるいは女性としての義務や演

任をとは､リヘラリズムにおいては軽視されてしまうであろう｡それらはリヘラリズムに

よればー多様な書 (good) の観念に中立をものとして正義の曹求に組み込まれな

いかきり.自由な選択に委ねられてしまう｡｢共同体論｣は､こうしたことを批判する｡

との国の国民てあるかとか､とちらの性別てあるかといったことは､道毛即勺に意味がある

のてある｡リヘラリスムは ｢私がいかなる存在であるかは札が選択する｣と主張するのに

対し､｢共同体論｣は ｢札がいかなる存在てあるかほ､すてに社会から負わされている｣

と主張する｡従って ｢共同休論｣によれは､ ｢負わされたもの｣は ｢和が誰てあるかを構

成する要素｣になり得るのてあり､自我を梢成し得るのである｡

§2 再配分の是非と ｢負わされたもの｣

このように､リベラリスムに対する ｢共同鵬論｣の批判は､個人にとっての所与をリヘ

ラリズムが軽視しているという点に向けられているが､ r負わされたもの｣をめくる問越

は､リヘラリスム内部の論争てt,論点となっている｡その論争とは､福祉匡Ⅰ家的欄 d分の

是非に関するものてある｡

リヘラリズムの一部は､様々な再配分政策を擁護しているが_これは､まさにリヘラリ

ズムに共通の特枚として ｢共同体論｣が批判した､所与を超越しようとする姿勢の延長と

考えることがてきる｡例えはtJ･ローJレズやR ドゥオーキンにおいてはt身体的ない

し枯神的な障割 こ対する補償などとともにー ｢才能のプーリンク (talent

pooling) ｣という実捌 勺帰結が導かれている{"･'｡すなわち､個人の才能はネ
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人の努力によって筋 等されたものてはなく偶然的なもので､もともと特定の個人が特定の

才能を持つに r値する (desert) ｣わけではか -｡それは r道徳的観点からは

悪意的なi'の｣(15'であ り､個人の r人指 (person) ではなく ｢環境 (c

lrCimstances) ｣に属するものである日も)｡従って､優れた才能の持ち主

が産み出した成果や利益も､その本人のみへの帰属に値するt,のではなくt社会全体てづ毛

有すべきだというのである｡

しかし､リヘラリズムの自由重視が､これとは反対の帰結を導く場合もある｡例えば､

良.ノーズィ ックは夜警国家を主張し､ロールズの ｢才能のプーリンク｣の制度的実現で

ある福祉匡l家を批判している(17)｡もちろん､ノースイツタもロールズやドゥオーキンと

同じく､個人の選択の自由を重視している｡むしろ､個人の選択の自由は他の何をおいて

も守るべきt,のと考えていると言ってもよいくらいてある｡それにもかかわらず_福祉Eg

家的再分配を批判するノースイツク的立場からはー ｢木人が偶有的に持っている性質を顧

慮することによってこそ一人を個人として尊者てきる｣のてありー ｢日掛 ま偶有日切寺徴か

ら梢成されている｣(18)と主張されるのてある｡

このように､リヘラリスムの内部ての論争の根底には､並木的理念としての選択の自由

の重視という点ては共通でありながら､才能のような所与を､個人の道徳的人格を梢成す

るものと考えるかとうかという点ての対立が､存在していると見られるのである

以上のように､リヘラリズムをめくる諸論議は､†臥 の室沢の不可能ないし困兼を要素

をいかに位置づけるかという論点と密接に結びつけられている｡先住民の特別な地位の是

非という問題も､こうした ｢負わされたもの｣の位遊づけに関するものと言うことがてき

る｡｢負わされたもの｣を重視すると自ら主張する ｢共同体論｣はー先住民に特別な地位

を与えることに好意的な態度をとるてあろうか｡リベラリズムは､同じ問掛 こどのような

態度をとるてあろうか｡先住民の地位をめぐる言論 をこうした観点から横言Ifすることによ

って､現代正義論の重要な論点とされている ｢負わされたもの の(rLiF'Eづけという問題に

対して､哩節を沸わることができると,習われるのてある｡

問題の分析は以上て終え､掛 ､て､先住民の地位に関する規範的論議を検討することに

しよう｡

1 40



第2部 ア刈かカナダに緋る先住民の地位

- その脚 考棄

第1部においてはー先住民の地位という問題を規与謝勺に論ずる意表をtやや紙幅を割い

て論じたが､第2部ではーその検討を踏まえてーアメリカ合衆国およびカナダの先住民の

特別な地位に関する規範的論議を分析し､かつ､平等牧舎と差異との関係の問題やリベラ

リズムと ｢負わされたもの｣の問題などを解明する手掛かりを得るように努める｡

まず第4章では､先住民に特別な地位を与えることに対して個人主義 ･平等主義の立場

から出される批判論､および､先住民を特別扱いしない場合に生じ得る諸問題について､

若干の事例を参考にしつつ簡単に検言寸する｡第5帝では､ r共同体｣の伝統を重視する規

範的正議論 と して注 目されて いる ｢共 同体論 (communユtarianism) ｣

の立場や､いわゆる ｢文化相対主義｣の立場から先は民の特別な地位を擁護しようとする

言古削こついて､検討する｡第6章てはーリヘラリズムの立場から先住民の特別な地位を擁

護しようとする喜蒜論を横言寸する｡そして最後に第7市てほ､以上の検討から､平等理念と

差異との関係の問題やリヘラリズムと ｢負わされたものJの間連なとの基本問題の解明に

対する示唆を引き出すことを試みる(日 ｡
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第4章 同化政策とその問題 - アメリカを中心に

現在_アメリカやカナタの先出熱まそれぞれアメリカ合衆臥 カナタという匡Ⅰ家の構成

員であり､またそれが当然のことのように思われるかもし九か 1.すなわち､先住民の地

位の問題を考えるとき､まず初めにー彼らはアメリカやカナタの国民として同等を地位を

有するとしたうえて､その次にー彼らに対する特別な扱いについて考えることになるであ

ろう｡規範的正義論として今日の先住民の地位について考える精舎は_それでよいであろ

う｡しかし歴史的には､その順序はむしろ逆である｡ヨーロッパ人との接触が始まってか

ら今日に至までの先住民の地位の変遷を一言で表せばー全くの外国人としての地位から_

アメリカ合衆匡Iやカナタの完全を構成員としての地位へと向かって徐々に移行してきたと

言うことができるtlI｡しかし.この移行は完結したわけてはなく - またそれが望ま

しいかとうかが､まさにここでの問題である- ー現在ては､彼らは ｢市民権

(cltizenshlp) ｣は与えられているものの 2̀'､依然として特別な地位を

i..Tlめられていると言ってよい(3)｡先住民に対する政策には歴史的にみて様々な変化があ

ったとはいえ､彼らに対する特別扱いが完全になくなったことはないのである｡

しかしー先住民を ｢文明化｣して純粋な一団民として組み込もうとする試みは古くから

あり､その際､自由主義や個人主義の理念が一定の影響を及はしたと考えられる｡そこて

以下ては､まず､歴史的事例の中から同化政策(4)♂刀亡友例を選んて簡単に吉日重し､またー

このような同化政策を支えた考えの-つてある r同一の僻Il義務｣の理念を擁護する規範

的論議を紹介する｡そしてーそうした事例を参考にしながら､ ｢保留地 (reser-

vatlOn ない し reserve) ｣の先住民の特別扱いをやめる政策によって

何が結果としてt,たらされるかという点を理解するために､簡単なモテルを作り.問題の

見卓を絞ることを試みる｡

なお､一口に先住民といっても､それぞれの部族の規模､生活形態､歴史は一枝てはな

いし(5)､各部族の内部の価値観や利益の対立も存在するくり またt考案の 対集を一つ

の部族をめぐる法的f確 に絞ったとしても､それて.もなお公法から礼法まてのあらゆる領

域が関わっており(7)-それらのすへてについてここて論述することはとうてし不 可能で

ある｡本節の目的は､先住醐 夫祝の社会学的分析や文化人頒芋的記述でt,ー個別具体的

な先住民各民族に関する政策の提唱でもなくー先住民に特別な地位を与えることに関する､

｣馳勺理念のレベルでの規範的論議の検討であるのて､彼らの特別な地位を表す重安な枠
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祖となっている保留地 8̀'に注目しー保留地と外部との関係から一定の事項を選び､簡単

をモデ/レを描くことにしたい｡

第1節 同化政策の具体例

(1)アメリカにおける先住民政策はー彼らを特別扱いする政策 (分蔽または独自性の盟

重)と同化政策との間を大きく揺れ動いてきた｡政策の変更は､もちろんそれぞれの時代

の社会状況を反映していたがーその点を捨象して大まかを流れだけを見ると､次のように

なる(9)｡ヨーロッパ人は入植以来ー先住民の土地が必要になると武力を含むあらゆる手

段て儀 らを追い払い､19世紀中葉には彼らを保留地に閉じ込めた｡その後､1870年

代から第一期の同化政策力､始まりー保留地やそれに基く部族共同体の解体が進んlL:｡続い

て1920年代からは r先住民政策のニュ- ティール｣として彼らの独自性を尊重しよ

うとする政策が取られ､部族社会の再興が図られfこ｡節二次体戦後は一転してー ｢連邦管

理紫結政策｣と呼ばれる第二期の同化政策力､始まったが､1960年代以降は先住民の自

治をfF.電しようとする政策に変わりー現在に至っている｡このような先住民政策の変 遷の

中から､第一期の同化政策を代表する ｢ド-ス法｣､第二期の ｢連邦管哩終結政策｣ーそ

して1968年に成立した ｢インティアン公民権法｣を放り上け､その概要を簡単に述へ

ておこう｡

1887年に成立 した ｢トース法 (Dawes Act) ｣ (.OIとは､保留地の土

地を細分して先住民値入に私有地として与えることを定めた連邦法てある｡従来ー保留地

は各部族の共有財産であり一連手間好抄く信託を受けてそれを管理していた｡-指して連邦

脚 下に置かれた保留地の中て､各部族は伝統的生痛を営んていた｡しかし､当時の白

人社会は_保留地に封じ込められて ｢いまや敗抗力を失いつつあったインティアンを､恐

怖の的としてよりは同情の対象としてみるようになり｣ H H､先は民の生滴を向上させる

逆境を悠していた｡白人の少なくとも一部は､ r野蛮な部族文化｣の基堤が土地の共有制

にあると考えtl2'､ ｢文明｣の基堤として土地の Bl人所有制が不可欠であり､ r ド-ズ法｣

が先住民を小土地所有の自首農民として自立可能にすると考えたのである｡｢ド-ズ法｣

により､先住民は土地に関して私有財産制度の下に入り､この点て他のアメリカ国民と同

じになる｡｢ド-ス法Jが r同一の権利義務｣のf里念を体現していることは､土地の 割り

当てを受けた者に対する市民権の付与の規定が穀徴ty･)に示していた{137｡｢ドース法｣以
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外にも個別の立法などによって保留地を個人所有に切り替える政策が推進され､大部分の

部族がその対象となった｡

(2)次に､主として1950年代に展開された ｢連邦管理終結 (termlna-

tlOn)政策｣について見てみよう｡この政策の内容は多岐にわたるがー形式的には､

先住民と連邦との特別な関係を終わらせることが､この政策の柱である｡歴史的にー先住

民とアメリカ合衆国との関係の大部分は､合衆国の各州ではなく連邦政府との間で譜ほれ

ていた｡連邦敢府は各部族に対して州とは異なる地位を与え､これを保護監督してきた｡

｢連邦管哩終結政策｣は､このような関係を終わらせようというのである｡具体的には､

連邦の先住民政策を担当してきた内務省インディアン局の実務は､一部は連邦の他の部門

(こ移され､提供される行政サーヒスは合衆国の他のrF民に対するものと変わらなくなり､

その他の業務は各州政府へと移される､などの政策変更が行われた｡このような政策はー

第二次大戦後の冷戦期の保守的雰囲気を反映していたと言われる(14)｡1920年代の

r先住民政策のニュー ティール｣は､ ｢トース法｣による保留地の個人への分配を停止

し､失われた保留地をわずかとはいえ復滴させ､先住民の独自他を一定程度尊重したが､

これが､私有財産を否定した異質の権力の存在を国内に言紗)るものとして批判されていた

のである｡

もっとも､先住民にとってー連邦との特別な関係が終結させられてもー今度は各州と特

別な関係を結ぶことが可能てあれは､ ｢連邦管理終結政策｣は必ずしもたfJちに ｢同一の

寸断IJ義務｣を実現することになるわけてはか 1(15)｡しかし､連邦と先住民との特別な関

係は､歴史的には各州による利益侵害から先住民を保護することを軸として形成されてき

たものてある｡例えば保留地には各州の統治権は原則として及はず､州法も適用されない

ものが多かったが_それは先住民粥垂邦と特別な関係を有しているからてあった｡従って.

こ9)ような歴史的背景から考えて､各州が先住民と特別な関係を結ぶことは期待できなか

ったのである日 日｡実際､各州は､連邦との関係を ｢終結｣させられた先住民の保留地に

対して.LJl憶 の適用を拡大し､促留地は各州に組み込まれていった｡このような意味で､

r連邦管哩終結政策｣は ｢同一の権利義務｣を実現したと言えるのである(… ｡この政弟

によって連邦との特別な関係を断たれた先住民の数は､109部族_1万ノJ江上などと言

われている(1g'｡

(∋)アメリカに関して､最後に1968年の ｢インティアン公民権法 (Indian

CIVll Rlghts Act of 1968) ｣ 日9'に触 れ て お こ う｡ これ は ､

Ll､1



脚 虫白の読治撲梢に対しても､連邦憲法の人権規定の多くを適用しようとするもの

である｡

先住民各部族には古くからそれぞれの構成員を統治する権限が認められており､保留地

には｢部族協議会 (tribal councll) ｣などの独特の続治榛橋があっ

た｡先住民のこのような独自の続治横撤 こ対しては､先住民集団が連邦でも州でt'か 1た

め､連邦憲法の人権規定は従来､原則として適用されなかった｡1924年にすべての先

住民に市民権が与えられてからt,ーこの点は変わらなかった(20'｡そのため､刑事事件に

おける事実認定が厳棺に行われなかったり(2日､部族の伝統的宗教とは異なる宗教を信仰

する者が迫害を受けたりする(22'事態が生じていた｡rインディアン公民権法｣はこれを

改めようというのである｡

この法律は連邦憲法のすべての人権規定を先住民政府にまで適用しようとするものては

ない｡例えは､匡敵樹立の禁止規定は適用を免れている｡しかし､先住民の伝続的な統治

の仕方とは異なる原理を外から持ち込んている,01.て､この法経を ｢同一の権利義務｣を実

現する政策の一端とみなすことがてきるであろう｡この法律は､西欧型民主主義と先住民

の独自性のrv1-.重との関係に関する困難なR碓巨を提起している｡この点については､第6茸

て触れることにしたい｡

(4)以上､アメリカ合衆国の先住民政策の中から同イ畑と策と考えられるi,のの事例をい

くつか紹介した｡カナダの場合も､基本的に先住民に対しては特別な扱いが行われてきた

が123㌧ 保留地の制度を廃止して先住民と他の国民との区別をなくそうという提案が出さ

れたことがある(24)｡しかし結局､それは実施に移されずに終わった｡

次に_以上のような政策を支えた ｢同一の権利義務｣の理念を､個人主義や平等主義の

立場がどのように擁護すると考えられているのかを概観することにしよう｡

第2節 ｢同一の地位｣の擁護論 - 個人主義と平等主義

(1)第 1苛第9節でも角好けここように､多くの論者はー西欧民主主義を支える個人主義や

自由主義の価値が一部の集団を特別扱いすることと両立しないのは当然と考えている｡こ

のような考えは､第1章第9節§2て分析した r逆差別論争｣の中でも大きな役割を果た

した｡例えばーJ ポーターは､カナタにおける先住民の特別な地位は民主主義体制の例

外であるとし､集団に権利を与える ｢積極的差別是止措置｣はその伊汐トを拡大するt,ので
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許されか ､と主張する 2̀5'｡そして一次のように言う.

Lrr柿極的差別是正措置｣においては､]組織化されたマイノリティーがマイノリテ

ィーとしての権利を主張し､マイノリティーとしての要求を行っており､これは､人

権を規定した法律や公正を雇用の実現を規定した法律などとは隔たりがある｡後者は

リベラリズムの価値体系から生まれたものでー集団や集合体にではなく個人に対して､

･差別に対抗する権利を与えるものであった126㌧

集団のメンバーであるということから派生する権利や要求を碁敵 こ社会を組織するこ

とは､市民としての地位を基堤にした社会という観念とは､就く対立するものである｡

後者の観念は､近代社会の発展における極めて重要な十則面である｡個人は市民とし

て､すなわちすべての成員に共通な地位に基づいて､権利主張を行うのである｡

[この観念は]また､近代の平等主義の発展にも不可欠なものである｡まず､人権が

法の下の平等を与え､次に政治的権利が統治への参加を可能にLtそして社会的権利

が教育､衛生､･ を保障した(27)｡

市民権は本質的に普逼主義的てあるが､これに対し集団に与えられる権利は本質的に

特殊主義的 (partlCularlStユC) てあ る. 多 くの途上社全て

は､いまだにこうした市民権を -実現しておらず､部族主義に重きが置かれている｡

民主主表如勺手続を確立した近代西別室塚 [において] .社会的問題の解決に際し集

団を基掛 こした方法に訴えるのは､悲しむへきことてある(2B)｡

西欧民主主義は個人主義の立場に立っており､個々の具体的な同化政策の適否はともか

くとしても､同一の権利義務という考え方そのものは否定されてはならないというのであ

る｡こうした考えは_もはや掘り下げて論じる必要はなく､多くの場合ーすてに前程とさ

れていると言ってよいであろう｡同イ肋 i導入されるとき､ r同一の権利｣という観念

がスローガンとして有効に低能したことは否定できないのである(29㌧

(2)f撃論的にもう少し立ち入ってみても､乱 し主義と平等主義とを合わせて考えれば､

特定の集団を糊 臓 いすることは許されか ､ことになりそうである｡

まず､ここでいう個人主義とはt道徳的価値を担う究極的単位が個人であり_すへての

制度はそれが諸個人に対していかなる貢献をするかによって評価されるぺきだという原f型

である｡この原理は棟々な形で表現されており､例えは ｢道徳的世界の究極的存在者は個

人である｣と言われたりする｡J ラズによれは､個人主義とは､ ｢個人以外の存在に内

在的価値を…甜)ず､従って団体や制度､さらに桝 析 物をとは個人にとっての手段相 継
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しかか ＼｣とする立場である }̀0㌧

次に､ここでいう平等主義とは_各個人を等しく尊重しなければならか 1という､巌も

簡潔を形における平等の理念である｡この理念にも様々な表現が与えられているがtR

ドゥウオーキンは ｢抽象的な平等主義のテーゼ｣として ｢共同体の各梢成員の利益は同等

の重要性を持つ｣(一日という原理を提示している｡彼によれば､

個 人々は彼らを続治する政治制度の構思や運営に際して､平等の配庭と尊重 (eq

ual concern and respect) へ の 権 利 を有 す る と考 え られ

る(∋2)｡

このような抽象的な平等の理念は､様々な具体的断 りや財の配分の問題に先行する ｢道徳

的地位 (moral standユng) ｣の平等 (川 を表現 してお り､瑞的な差別

社会の制度を除き､レッセ フェールから福祉匡Ⅰ家までの政治制度はーすへてこの理念の

-つの解釈と見ることがてきる(川 ｡

さて､このような個人主義と平等主義の二つのI,q哩を考え合わせれば､個人が究極的単

位であり､しかも各個人を等しく尊重しなければならないのてあるから､そのJ諺結として

一部の集団に特別な権利を認めるのが許されないことになるのは､自然なことのように思

われる｡そのような特別な権利は､集EfEに対して個人から独立した価値を言̂.Pd)ているか､

そうでなくても､諸個人を等しく尊重していないように見えるからてある｡もちろん､こ

のように考えたからといってー各個人に等しく与えられるへき権利の内容については､争

いがなくなるわけてはない｡しかし､等しく与えられるへき権利の中に r移動の権利､財

産権､それに自己の共同体への政治参加の権利が含まれねばならないということは､ほと

んどの者が異論なく受け入れるてあろう｣(35)と思われる｡

このように､糸朴な規組杓議論からは､ ｢同-の権利義務｣の理念が披講されるのは避

けられか ＼ように見えてくる｡このような見解は､規柾的正義論として妥当適切なもので

あろうか｡この点を検討する前にー実際の同化政諸はどのような結盟をもたらしたのかを

見ておこう｡

第3節 同化政策の帰結とその解釈

(i)第1節で同化政策の例としてあげた ｢ドースiL-Jと ｢連邦管理券鵠宝政策｣について

その実施によってとのような冊 弓lき起こされたのかを見てみよう｡
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まず､ rドーズ法｣である(30｡この法律やこれに関連した様 な々施策は､土地の個人

所有を通して先住民を自首農民とすることを目指していたが､鮒 乍のノウハウを知らか 1

先住民に対する指導が充分でなかったため､農民として成功するものは少なかった｡しか

し最大の問題はー先住民の土地の多(が実質的に白人の手に渡ったことである｡まず､保

留地のうちで先住民個人に割り当てられたのは､各自が ｢自分で満用し得る分たけ｣であ

り､個人別当地の合計は多くの場合､院留地の一軒揃後であった m̀ L､そのうえ質的に

i,問題のある土地が多かった｡そして､一部の部族用保留地を除き､放りの余剰地は結局

匡児に払い下げられたのである｡さらに､個人別当地も､連邦による信託が行bれること

になっていたにt,かかわらず､合法 -非合法の様々を手段(矧 によって実質的に白人の手

にするところとなった｡こうして､先住民の保留地の総面積は半世紀の間に約三分の一に

まで減少した 3̀9)｡なお､この時期は､先住民の子供を両親から引き離して全寮制の学校

に入れさせたり(40㌧ 服装 ･髪形の規制が行われたり川 1)､まさに文化の押しつけという

音味ての同化政策力､推進された時期てもあった｡それゆえー ｢ドース法｣の成立した18

80年代から1890年代に関してはt ｢岡 的征服の時代から一文化的破壊の時代への

転換｣(42)がなされたと言われている｡

次に､ ｢連邦管哩終結政策｣の帰結を見てみよう(川 ｡この政策は先住民と連邦との特

別な関係を断とうとするものてーそれは先住民人口の3%､保留地の3%に関して実施さ

れた(44)｡ (この政策には反対が強く､その実施t,J屈剛二は進まなかった｡)このうち､

州と特別な関係を結べなかった大部分の部族は､そのまま各州に組み込まれることになり

ある場合には法人を設立して部族の財産を管理しようとしたがー州からの産業の規制や課

税を受け_財産を減らすことになった｡またさらに悲惨たったのは､部族から離脱するこ

とを望んだ者が多かった場合て､部族の財産を売印して得られた利益が各イ胤人に分配され

たが､各人はその有効な利用方法を身につけていなかったため､結局それを浪費すること

に7LJった445)｡また､先住民の郡市への移住を突助する ｢再配置計画｣もこの時期に行わ

れたがtこれは多数の郡市生酒不適応者を生み､都市へ移動した者の約三分の一が保留地

へ逆戻りしたし､放った者も生痛保三割こ頼る場合がかなりあった(46)

(2)このように同化政策はt実際にはいずれも失敗であったと多くの論者によって見な

されているが､はたしてこれは､同化の理念や ｢同一の権利義務｣の理念それ自体の妥当

性を偶つけるt,のてあろうか｡

同化の考えを擁護する者は､おそらく次のように言うてあろう
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これらの ｢同化政策｣なるものは真の同化の理念を貰切ったものである｡ ドース法

などの自営農民化政策を実施する際は､単に土地を個人に割り当てるたけてなくー農

業で自立できるように様々な援助をする必要があった｡｢連邦管理終結政策｣の碍合

でも.部族の設立した企業の謹言に配慮すへさであったLt r再配置計画｣にしても.

郡市生活に適応させるためのプログラムが必要であった｡先住民が真に文明生活に描

け込めるようにするには､彼らを保留地から r解放｣して外に放り出すだけでは不充

分である｡そうした配慮に欠けていた点で､上記の政策はその誠実さを疑わせるもの

である｡むしろそこては､同化の朝 が 一別の邪悪な目的を隠すために使われていた

と考えられるのである｡

実際､ ｢ド-ズ法｣なとの規定を分析するだけでも､先住民の経済的自立は口実にすぎ

ず一丈の目的は単に先住民の土地を奪うことにあったのてはないかと思われてt,lt方のな

いところがあるし(47)､その運用のはなはだしい誤りについては言うまでもない｡｢辿邦

研鮎冬結政策｣についてもー連邦の財政負担を減らすことが真の剛 勺だったのて1まをいか

と考えられている(48㌧ こうしたことと､先住民を保留地に押し込めるに至るまての様〟

な悪行を考え合わせればー問題は同化の理念それ自体てはなく､現実の政策が哩念に忠実

てなかったことにあると思われてくるかも知れか 1｡

(3)ここて､上の同イU薙喜賢宗が先住民に対する様々な配慮を主張している点について､

若干述へておく必要がある｡上の議論からすてに明らかなように､先住民に対して様々な

配慮を行うことは､ただちに同化の理念に反することにはならない｡上の主張のような喝

合､それらは同化を実現するための一時的な梅 封昔道として位置つけられておりー恒久的

なものとされているわけてはないからである｡これはちょうどー第1部 第2章 節3節

て砺 寸した ｢う珪 別論争｣において_マイノリティーの優遇が一時的なものと考えられて

いたのと同じことてある｡先住民に対する特別な措F'fは､あくまて最終日漂として rイン

ディアン間越から政府が手を引く｣([･91ことを可能にするための､限定的な手段とされて

いるのである｡

同じ考え方はー保留地を解体する政策ばかりでなく､保留地の制度そのものについてt,

適用可能である｡そして_この考えがアメリカの先住民政策を大筋において支配してきた

とさえ言えるのである｡この考えは_ r学校｣としての保部 位とか r教室｣としての保留

地とか呼ばれることがあり-50㌧ その起源は保軌 也の制度の始まった19世紀中,IlJH二まで

遡る｡M プライスとR クリントンによれは､
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19世紀の保留地の文脈に開Lt連邦政府は法律を教育器材と見なしていた｡自治が

望ましいのは.それが秩序篭鮮辞)可能性を高めるからだけてなく､それが特別の数量

を提供し_当時のイデオロギーによれば被後見人とみなされていたインディアンがー

社会の主流の生活枝式を吸収することを可能にするからであった｡この見方によれば

保留地とは､ヨーロッパ^移住者の妄峡 以前 [の段階]と保留地のもはや不要な社会

との間に位置する､途中駅であった｡- 保留地が学校というのであれはー [先住民

政美の責任者である]内務長官は教師である｡彼やその代理人はーこの芋校のカリキ

ュラムに関しきわめて多大なる発言権を持つことが許される(ち日 ｡

このような考え方は当時､よく知られていたというtS2'｡保留地や先住民の諸問題の処

理を連邦に信託するという揺情主義的 (paternallStlC) な関係はーこ

の見方の法的表現と言える｡さらにt今世紀に入ってもー保留地はアメリカ社会に合流す

る準備の場所と考えられていた｡先住民の独自性を弟通した ｢先住民政策の二ュ- ティ

ール｣時代には ｢部族裁判所 (tribal court) ｣が設けられたが_多く

の部励 ま従来､インフォーマルな裁判を行ってきたのてあり､部族裁判所は伝統的な部族

政治とは1.% の､白人社会のコピーに他ならなかった(53'｡また､ ｢先住民政策のニュー

ティール｣を推進した中心人物として有名なJ コリアー (インティアン対範局長)は､

議会に対して予算の増額を説得するため､ r一日も早くインティアン対策局の清伽 巧て要

になるよう､いま､より多くの予算を注ぎ込むへきだ｣と説いた{54㌧ 彼の本LJまともか

くとして､このような言志的‡説得力を持つと考えられていたことは間違いない｡

このように､保留地をアメリカ社会に合流する準備の場所と考えるかぎり､それはいず

れは不琴になるはずのt,のであった｡時期がくれは r終結｣すればよいのてある｡従って.

rト ス法｣や T連邦管哩終結政策｣も､その延長上にあると考えることができるのてあ

る すなわち～

技芸が終われば､芋校は解散してよいのである｡ ･･教室としての保留地が意味して

いるのは､連邦政府が､ (a)先住民各人がいつ r卒選｣するのか, (b)保軌 也そ

のものがもはや必要なくなるのほいつか､を決定てきるということてある(55'｡

現実の同化政策を批判しつつー同化の理念そのt,のは擁護しようとする者の主張は.結

局- ｢探針 紗 等脊てあると考え九は､現実に失敗した同化政策の誤りは､それが調 的

なものかとうかほともかくとして_F卒勤 の時期が早すぎたか､ F早熟 縁の進掛 こつ

いて弛右を怠った点にありー同化の理念そのものに問逝はか ､｣というものなのである｡
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り )これに対して､同化の理念やーさらに ｢同一の権利義務｣の理念までを批やけ る者

は.次のように言うであろう｡

たしかに､現実の同化政策は同化の理念を裏切ったであろう｡しかし､だからといっ

て同化の理念自体に問題がないということにもならない｡かりに､現実の同イ畑こ策の

失敗からは同化の理念が傷つけられることがないとしても､同化の理念も_それが依

拠する ｢同一の権利義務｣の理念も､そもそも妥当てないのである｡rド-ス法 や

｢連邦管理終結政策｣はー同化の理念を掲げたことと､それを慧切ったことて､二重

の誤りを犯したのである｡

それては､ ｢同一の権利義務｣の理念のどこが､そもそも妥当でないのだろうか｡この

点の検討を各易にするために､これまてに考案した事例をもとに､ ｢同一の権利耕 ｣が

最も望ましい形で行われた場合を考え.一つのモデルを作ることにしたい｡そうすれば､

そのモテルの描く状況がはたしてそれて本当に望ましいと言えるものかどうかを考えるこ

とによってー ｢rF･】-のfl甜J義務｣の千里念それ自体の間呈邑たがあれは､それを見つけること

が可能になるわけである｡そこて､生活株式や文化の押しつけという｢文明化｣の側面を

考慮からはずしてー ｢同一の権利義務｣ということTJけて考えてみよう｡すなわち､ ｢同

一の地位｣を与え､朽別扱いしないということてある｡

まず一次のような状況を考えよう(56)｡

従来､X保留地の内部てはtX部族による統治が行われ､部族固有の言語であるX語

が公用語とされていた｡土地は共有され.個人として利用はできても処分はてJきなか

った｡彼らはそれぞれ狩猟 農期や観光業をとに従事しているが､謹済的利益のかな

りの部分は部族全体で分け合っていた｡X保留地の一部は鉱山附発のためにA人の企

業に芹与され､その企業の支払う権利金や税金はX部族の財政にf7献していた｡外r.W

から＼保留地に入ってくるA人は､観光客を除けばー鉱山で働く季節労倣者であった

が､彼 らは X保留地 を読治する ｢部族政府 (tribal govern-

ment) ｣に関して選挙権 ･被選挙権がなかった｡季節労働者は短期滞在者であ

り.外部の者は特別な場合を除けば.保留地の一部を購入することはおろか一定住す

ることも許されなかった｡

この状況から ｢同一の権利義務｣への移行が徐/Zに芙施されーやがてそれが成rjJ狸に完

了し.次のような状況になったとしよう｡

探鳥'他はA州の一つの那(X郡)となり､部族政桁はその7!r統一楓判となる｡公用言.T吾
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は依然としてX語である｡土地は個人の所有となり､各人はその利用 一収益 処分を

自由に行うことができる｡商品経済が持ち込まれ 各人は農業その他の産業稲造に組

み込まれ､経済的に自立しているもののt例えばL云続的な仕方て櫛猟を行うことt,依

然として可能である｡A人企業による鉱山開発は依然としてX郡の財政に貢献してい

る｡A人観光客も訪れる｡A人先山労働者にはX郡の続治に関して選挙権 ･私室単板

がある｡外部のA人による土地の購入 一定住は当然､自由である｡

(ラ)さて､このように ｢同一の権利義務｣への移行が完了し､先住民が何ら特別な扱い

をされないようになったとして､とこか問題があるだろうか｡上に描かれたかぎりでは一

間複はないのではないか｡｢同一の権利耕 ｣というのであれは､むしろ望ましいのては

か 1か｡

しかし.従来のような保留地内への移動の制限がなくなったためー旧保留地たるX瓢へ

の人口の混入が考えられる｡従来もX保留地から外に出ようとする先住民はいたてあろう

が､今てはそのような者は自己の土地を処分して行くであろう｡そのiIてい手がX習rk7)外部

のA人てあることは､充分にあり得る｡土地が耕作その他にとって魅力あるものてあれは､

外部から×即にA人が流入するてあろう｡もしA人の流入人口か多け九は､部族の共同体

は維持てきないであろう｡部族内部の緊密な関係は失われ 経湘 勺利益を分かち合うこと

も少なくなるであろう｡

ここまては､またよいのかもしれない｡しかし､いまやX召1抑 尤治に関して､X部族の

梢成員もA人も同等の発言権を持っている｡そうすると､t,LA人の方が多数となったな

らば､X剖抄)政治は急速に ｢A人色｣を強めることになるてあろう｡経済政策はtX喜臓

の生括株式とは関係ないものになるかもしれない｡狩猟のための野山を保存する代わりに､

カジノなどを供えたリソート艦 長を建設するかもし九か 1｡公用語も､X語からA語に変

えられ 公教育t,A語で祈われることになるかもしれない｡

こうした状況は､ T同一の権利義持｣への移行が展着の形て実現されたときてら､乍じ

'得ることである 生活枝式や文化はー政策の直接の目的として押しつけなくてもー同 一の

僧刑義務で規律することによってー自然に浸透してしまうのである ｢rqJ-の権利完結

C)確念を捷護する者は､まさにこの事態を､少なくとも鑑合的にみ九は望ましいものとそ

えるのであろうし､またそうてなけ九はならない｡すなわち一生括枝式の中核をなすと々

えられる経済梢道の変化や文化の変容 (前薪を役名の一対は考えることもてきる)につい

て､それらはとちらもtだましいと見るか一一jJ-(恐らくは前者)のt.'Jましさが他jJ-の惣L
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き帰結を上回ると考えるか､どちらも望ましくはない刀､､権利義務が同一であることの方

がもっと重要と考えるかしなけ九はならない｡第 1部 第2章 第 1節て頒虻した 同化の

圧力｣は､この場合､ ｢同一の権利義務｣の哩念の帰結として容認されることになる｡他

方､｢同一の権利義務｣の理念を批串け る者は､こうした経済梢遠や文化の均一化による

生活様式の変化を問題にしているし､またそうてなI仇 はならない｡

以上､本章ては､同化政策の若干の事例の検討を通して､ ｢同一の権利義務｣の理念の

是非に関する争いの焦点を絞ることを試みた｡同化の理念は文化の押しつけを目的として

いてーそれ自体でも問題であるが､現実に行われた同化政策はtその同化の理念にさえ忠

実でか 1部分がかなりあった｡これらのことが､ r同一の権利義務Jの理念の価値に関す

る争いを複軌 こしている｡しかし､問題点を整序してー r同一の権利義務｣への移行が哩

鮒 に行bれた場合をモデルとして考えてみた結果､争いの免封土､経済や文化といった

面に表される生酒柱式が､先住民各部族に匝隈のものから r白人社会｣の生活株式に結盟

として変わることの是非にあるということが､明らかになった｡ま･lJ､ ｢F卜の権利題 芳｣

の理念を縫護する議論は個人主義と平等主義に立脚しており､ ｢同一の臆利義務｣の理念

は､少なくとも両者の≠許卜な帰結としては擁護されるということも.明らかになった｡

次市では今度は､共同体吋云続の尊重を説く r共同体論｣や､文化的価値の相対性を説

くr文化相対主義｣と､ r同一の権利義務｣の性急との関係を､擬 寸することにしよう｡
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第う章 ｢共同体論｣およひ ｢文化相対主義 と 同一の権利義満 批判

先住民の特別な地位を壬宅責する議論は_ほとんとと言ってよいほとー部族社会の巽号音性

を指摘している｡例えはー ｢トース法｣による個人所有制の導入が失敗したのは､部族社

会が伝法的な ー共同体Jであり､西欧近代の個人主義とは全く異なる原理に支配されてい

たにもかかわらずーそこに彼らの日常生請とは無縁の秩序原理を無哩に持ち込t,うとした

からだというのてある｡f=しかにー多くの部族社会の秩序原理は個人主義とは別のt,ので

3)るらしい｡この点に関する実証的研究も､すでに数多く行われている｡しかし､そのこ

とからただちに､同化の理念それ自体を否定する結論を導き出すことはてきない｡すなわ

ち,｢先住民の社会は西欧近代社会の個人主義とは相容れか 1原理に支配されている｣と

いう事実からー~先住民社会に個人主義のルールを適用すへきてないJという結論を導く

には.さらなる論拠が必要てある｡そうてないとすると､場合によっては ｢法の継受｣な

ども許されないことになってしまうのてある｡

さて､先rERの特別な地位を擁護するために必変な論拠の候補として有-))なのは､いわ

ゆる｢文化相対主滋｣てあろう｡先住民の部族社会が必ずLi,｢おくれた社会｣｢劣った

旺会｣てはないということになれはーそれを ｢文明化｣するという哩屈も成り立･lJなくな

る｡もっとも､ 文化相対主義｣と呼はれる思想にはいくつかの異なったものがある｡本

筋ては､この点を分析し､はたしてそれらのそれぞれから先住民の特別な地位を擁護する

ことが本当に可能になるのかとうかを検討する｡この分析の中ては､次のような主張に言

及することになる｡すなわちそれらはー ｢それぞれの社会には､その状況に相応しいルー

ルがある｣､ ｢先住民社会の秩序原理と偶人主義とのrldJて､とちらか一方が他方よりすく

itT=原哩てあるとは言えか ､｣､ r先住民自身が現実には個人主義のルールを望んていな

いのfJから一個ノ､主剤 軒里を持ち込むへきてない という主張てある｡

しかしての分析に入る前にー近年の正義論議においてリベラリズムを批判している 共

剛本論 (communltarianism) ｣が ー 同 一の権利義務 ｣の理念 に対

していかなる張度を取ることになるのかを簡判こ検討しよう｡ 共剛本請 ,の論者か_指

に先住民の間控や剛 ヒの是非という問題を取り上げて論じることはあまりをいようてある

が川 ,qr司体論｣は少なくとも｢股論として共F口雌の文化 (云続の藷東を主張してお

')､その と張は 咽 -の経利義務｣の理念の是非に関しても料 妄な関係があるとf･思され

るか),てある

- う∠i



第1節 ｢共同体論 J とl意走の尊重

(1)現代の正義論において ｢共同体論｣がリヘラリズムをとのように批判しているのか

は､第1部 第3三割こおいて簡単に述べた｡｢共同体論｣は､リヘラリスムが個人の選択

の自由を弟重していることを批判し､共同体において歴史的に受け継がれてきた伝統をiE

視するよう説くのであった｡自由の名により､ -負わされたもの までも超越しようとす

るときーJuはや真の自由は得られずーそれは r根無し壬の自由 にl聖してしまう｡そして

それを防ぐのが､共同体の伝続でありー自我は伝続に埋め込まれたものとして理解されね

ばならないというのである｡

このように ｢共同体論Jは伝法を強調するのであり､そうである以上､先住民に特別な

地位を与えることを1宕隻することになりそうてある｡ r同一の脚 rJ義務｣の哩念に従って

いては､部族の共同体は帯封寺てきない場合があるからである｡

そうなると､異端の宗紋の信者なとの部族内部の少数者は､部族共同体の伝統の維持に

とって危険てあるとして抑rtされることになるかもしれない｡しかし､伝統の尊壇とは.

ただちに､先住民社会のいかなる伝統ても尊虚しなCヤーはならないという結論を意味する

のであろうか｡先住民の各部族社会の中にはt西欧近代のf生食から見九はとうてい支持し

定いような制度を持つものがある｡かつては､奴隷を保有する部族があったLt21.現代

でも宗教的迫害の存在が指摘されている｡これはー第4竜 第1節て湧軌 た ｢インディア

ン公民経法｣に直接関bる問題でありー単なる過去の歴史上の問題ではないのである｡

さらには､自ら進んで同化を望むものは､とのように扱われるのてあろうか｡共同体の

伝統を腰てるのは､根無し苛になる選択として許されないのf=ろうか｡それともーそのJ:

うな者は､共同体の内部にいるとかえって伝統維持に帽富となるから､共同体を去ること

が嬰求されるの-[=ろうか｡

(2)これらのJf,.についてのー ｢共同体論｣に反する論者のIL解は､犬は必ずしもEI)1らか

てないのてある｡また､M ウォ/レザーの場合は､上の1･.li!とは乍く逆に､先住民に1+捌

な他付を与えることに敵対的な･J#ntを掛 ､ているのてある｡こうしたことはとのi:うにftg

解すiLはよいてあろうか (ウォルサーについてはー第2節て篠.言付 ることにする｡)

芙臥 ｢共同緒論Jに従う以上t抑圧的なイ云続もiLr7-_虚しなければならないのか､伝統の

文科ま一切話されか ､のかといった一笑脚 勺には崩も屯蜜をrEl迦カー∴人論の外にiT,三かれる
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ことになりやすいことは確かてある｡もちろん､ ｢共同体論 の一部の議論にはー保守的

な帰結が導かれるかのような主張もみられる｡ポルノタラフィー､人口妊娠中絶や同性愛

に関するM･サンデルの議論(3'は､その例と考えられる｡しかし､JM ウォJレザーは､

一方で伝法をその外から批判することはできか 1としながらも､他方で内在的批判は可能

であるとし､必ずしも抑圧的な伝続まで尊重する必要はか 1ことを示唆している… ｡こ

のように､ ｢共同体論｣の実刑 昔話は､重要なIdA=腰においてさえ明らかでないのである｡

このように r共同体論｣の含意が明らかでない原因はt r共同体論｣の持つ暖咲きにあ

ると考えられる｡すなわち､ r共同体論｣の議論を梢成する重要な牧舎である ｢共同体｣

や｢伝統｣が暖味なのである｡｢共同体｣とはとのレベルのものを念頭に置いているのか､

r伝統｣による規制はどの範園まて及ぶのか.こうした点が明らかでないのである 5̀'｡

r共同体論｣の特色は､ ｢共同体｣の定義を避けていることだとさえ言えそうである(も'｡

例えは. ｢共同体｣を地域共同体などの狭い領域のものとして考えればー多くの場合t

｢t云続Jは生活のあらゆる側面を細かく規制するものとして存在すると言うことがてきる

であろう｡これに対し､ ｢共同体｣を匡Ⅰ家や文化圏なとの広い領域のものとして考えればー

濃密な rl云統｣は存在しないことになるが､今度は ｢リヘラリズムがすてに西欧の 『†云統』

てある｣ 7̀'なとと言うこともてきる｡さらに､ ｢伝統｣が存在すると言えるためには､

それがとの程度の人々に共有されている必要があるかという問題も指摘できるだろう｡

このように､ ｢共同体論｣はーリヘラリスムとの論争における論議の楕発さとは対照的

に{P ､先住民の特別な地位の是非に関しては必ずしもそのJ滅法が明らかてない｡そこで

以下ては､先住民の特別な地位の是非に関する ｢共同体論Jとしてn)詩話を追求するとい

う形での検討は行わず､いわゆる ｢文化相対主義｣の執念と先住民の特別な地位との関係

へと焦点を移すことにしたい｡｢同一の権利義務｣の理念を批判する際に､ ｢文化相対主

義 の考えが理由として出されていると考えられるナ芸搾油言多いからてある.また､ウォル

ザ-a)ような 共剛 結合｣の論者は文化相対主義の立場をとっていると見ることができる

3)で 9̀㌧ それについては以下の検討の中て合わせて論ずることにしよう

第2節 ｢価値相対主義的 一文化相対主義 lと剛 ヒ批判

(目 先ft民の剛 ヒ政策を批半け る文脈で､先仔民の部族社会のJrt.t質性が護調されるとき､

そこては 文化相対主義Jが合意されていると見られる指令が多いと思われる｡その桔合一

56



そこで 文化 として想定されているものの一部として､先旺民各部族社会の秩序哩念が

含まれていることは間違いない｡そこて､ r文化相対主義｣に関する以下の検討では､議

論を理解しやすくするため ､ ~文化｣の例として社会の秩序理念を考えることにし.先住

尉 淵;族社会は土地の共有に見られるような集団主義的な秩序理念により一三f=｢白人社

会｣(10りま個人所有に見られるような個人主義的な抜群里念によって支配されていると仮

定して.分析を進めることにしよう｡秩序理念以外の文化の空茶についてt,､以下の議論

をあてはめて考えればよいのである｡

文化相対主義｣と呼ばれている思想にはー分析してみるとー性格の異なるものが含ま

れていることがわかる(I1)｡一つは､ ｢異なる価値体系の間には客観的な使劣をつけるこ

とはできない｣というメタ レへ/レの主張てーこれは価値相対主義を文化的価値に適用し

たものてある (以下､ ｢価値相対主義的一文化相対主義｣と呼ぶ)｡もう一つは､ ｢それ

ぞれの社会にはその状況に適した価値体系がありt従って､望ましい秩序性急や正義の観

念も､地脚 を代によって異なってくる｣というメタ レヘルの主張てあり､これは価伯

相対_主_Iliとは異なりーむしろ一定の規範的主張と結びつけることがてきるものてある(i:a

化相対上品を検討しー第3節てて兵書の客観主義的 文化相対主封 こついて横言寸することに

しよう｡

(2)価値相対主義的 =文化相対主義は､先住民の特別な地位のFhL性別こ即して言えは､次

のような主張てある｡

各部族の集Eil主義的な秩序理念と ｢白人社会 の個人上品的な秩仔理念とてはーどち

らかすくれているとか.とちらが正しくてとちらが間道いたとかをー言うことはでき

ない 先liRの暮らし方が劣っているとか､野蛮であるとか_おくれているとか言う

のはー主脚 勺な悠哲としては可能かもし九か 1が､客観的な糾断としては不可能であ

る 先liRの各部族も､各部族なりの秩序観に従ってノLきているのである そt,そt,

あらゆる秩序f里念や価値体系について､その!'を偽を言うことはてきないのである

このような1張から_はT=して同化の理念の否定を導くことかてきるだろうか｡

この問題は､ r相対主義と寛容の理念とのr郡宗 一 相対IrlYiiと民主主義の関係｣と呼

はれるrヱFl題との間にー共辿点が多い｡両者の村道は､相対的であると想定されている価値

体系の掛 ､手が､同化の理念の問題の場合には文化 lt)姓Eflてあるのに対し.'it容や民主主

蒜のr岩I越の場合にはIl1人あるいは自発的なifLllfJという.[.fiである｡相対上品と'ii:容やKj_
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主義の関(宗については､わが国でもすてに長期間にbたる論議の畜稔があるので(12'､こ

こてはその成果を踏まえたうえで､先住民の地位の問題について述へることにする｡

まず､先住民の特別な地位の是非について､ ｢白人社会｣の価値体系と先住民各部族の

価値体系とがそれぞれすでに一定の見方を示しているとしよう｡ ｢白人社会｣と先住民と

の間には現実にも多くの手蔓狗女があるから､それぞれの社会がーその接触のあり方について

一定の現度を形成しているという想定は､突飛なt,のてはあるか ､｡そしてさらに､もう

一つの想定として､ ｢白人社会｣は先住民の同化を理想とする価値体系を持ち､先住民の

跡ま｢白人社会｣に同化されか 1ことを理想とする価値体系を持っているとしよう この

ような状況の下で､価値相対主義的 一文化相対主義は､先住民の特別な地位をfj転憂するこ

とかできるであろうか｡

(3)結論から言えばー特別な地位は擁護されない｡この点を自らの理論によって示した

のは､M ウブルサーである｡

りすルサーは.第 1部 第3苛てi'触れたように､配分fl'LJ正蒜が共同体の共通坤節に依

拠すへきことを説いているがtさらに価値相対主潮 勺-文化相対主義を主張する｡ウォ/レ

ザーによれはー

正義はt [配分すへき財に対して]社会の与-える意味にー相関的てある{l3'｡

我 は々 (孜 す々へては)文化を産みたす生き物てあり､孜々は忘味に満たされた世界

を創造しーその中に注んている｡こうした世琳どうしの間て､[配分さるへき 社会

的財に対するそれぞれの共通理解がいかなるものであるかという点て､序列や順位を

つける方法は存在しか ＼｡従って.孜々が人々を止当に扱うには､人々の現実の別造

物ひとつひとつを詐虚しなければならない114)

一つの社会における財に対する稚魚等を｢限り番えることを可能にするような､外tif

的7LJ,原理や普遍的な原理は存在しない(1～)

こ3)ような姓木的立場をよ｡j=け るウォルサーにとってー例えは､ある同家がその文Jbl勺1.t,

性を崇附 するために移民のi茄L̂ を制限することは EF/ljてある｡とこ/,がtlBrjl忙おいて

は･先tiEeのよう-/J文イU杓マイノリティーが保創 世のような領域への支醐 勺多数者の流人

を肪くことは､許されか ､｡ウォルサーは言う

IL&)人の選択はー他封呂】の移動可能作に大きく依存しているのて､r旧家が移民を制限

する一方一同内では移動は完全に自由という このような(上納みがー花々のよう117上

全ては望ましいと,BL_jhれる 現代の民 拐lJの Hこおける政治や文化は,JtlF:らくJfr家の
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提供する広さと境界線とを必要としているtlも〉

そして･国内における移動を完全に自由にすることが文化の均一化をもたらすことを一,7

Tルサ-は言財)るのてある(川 ｡

り )このように､ウォルサーは､一方て現に存在する文化を盟亜するよう説いたにもか

かわらず､他方て同化を容認するかのような主張をしているのである｡これをとう考えれ

ばよいてあろう刀㌔

まず-ウォルサーが r我々のような社会｣と言ったときに_アメリカ社会が文†ヒ的に多

形勺をt,のであるとは想定していなかったのではないかと,曽hれるかもしれない｡しかし一

二九はありそうにか -ことてある｡ウォルサーはエスニシティ問題にかつてから阻じせ持

っており 1̀8㌧ 現に上に引用したのと同じ箇所でも､地方文化やエスニック コミュニテ

ィーに触れている 1̀9' 先住民の存在についても彼は忘れてはいない(20' むしろ_ウォ

/げ -において､アメリカ社会が文佃 勺に多元的だという意識は強烈であると考えるべき

だろう｡

しかし､このような一見哩射し掛 ＼ウォルサーの説諭も､実はー彼の基本的立場てある

価値相対主義的 一文化相対主義に忠実に従った結果なのてある｡この点を明らかにしてい

るのは･lV キムリッカてある｡キムリッカによれは､まさに価値相対主義的 -文化相対

主義こそが､ウブルサーに剛 ヒの吐合を密克てきなくしたIW lてある｡価値相対主義的

文化相対主義をとることによって､

マイノリティーが自らの文化 〔を失わずー依然としてその】指成員であるという柑兄

を防衛する仕事はー支配的多数者の手に委ねられてしまう｡17イノリティーの文化の

保謝 ま､多按性とか文化的自治とかについて支配的多数者がどう感じるかにー4jねら

れてしまう｡JuLt社会的,ilJに関する支配的多数者共同体の理解が.自己の文化の摘
成員てあるということの役割を無視したり軽視しfJりするようなものて才,るなら､マ

イノリティー7)-自らの文化の梢道を'{rるように繋求するための他 ま､ウォJL,サーは

何ら提供していか 1のてある(2-㌔

つまり･ ｢白人社会｣がマイノリティーの剛 ヒを望んたとき､価伯相対1_克郎) 文化相

対主勘 ,正しいとするかきり･マイノリティーはそれを正.Jjに批･f･.け ることがてきなくな

るのてある｡｢白人社会｣の抱く剛 ヒの埋念と､マイノリティーの側の抱く自己の文化の

維持との関係は･とちらが正しいと言えるものてはないことになるからてある もちろん.

ウTJLサーにおいては､それぞれの社会のr勺部では.その共辿棚 γに従うことかけ克てあ
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るから､例えは.マイノリティー社会の内部で同化に積極的な者に対して何らかの規制を

行うことはー正当であるし､正義の要求てさえあるかもし九か 1 この点は､価値判断一

般に関する価値相対主義の場合とは異なっている｡あるいはさらにtウォルザ-にとって

はー自らの社会の共通理解を内在的に批半け ることは可能であるから､ r白人社会 の中

で同化の理念を批判するのは正義に反しか 1ことになるのかもし九か 1｡しかし､その社

会を越えて正義の要求を行うことは､原理上不可能とされているのである｡その結果ー同

化の是非に関しては正義の理念は沈黙することになり､さ紗 )世界では､力の強い者の考

えが実現されることになるわけてある｡

このように､価値相対主義的 -文化相対主義に依拠したウォJレザーの言議論は､マイノリ

ティーにとって､ ｢政治的に破滅的｣(22)を帰結をt,たらすことになる｡同化の理念は､

肯定されるわけではか 1が､否定もされず､現実は力の支配に委ねられるのである｡

(ラ)もっとも､i;J上のような分析に対しては､次のような疑問が出されるかもし九か -｡

価値相対主義的 【文化相対主義はt同化の是非といった問題にまて相対主義的規定を

とるものてはない｡客硯的に優劣をつけられないのは､それぞれの文化の内部に関す

る価値体系のことてあり､ ｢白人社会｣の個人主蒜と部族社会の集団主諒のrhtlの優劣

はつかか 1ということてある｡個人主義を部族社会まて及ほしてよいかとうか､自ら

の文化を輸出してよいかとどうかはーそれとは別の間越てありーむしろ個人主義とiE

団主義の優劣がつかないL:J上､一方を他方に押しつけることは許されか ､のてはか 1

か｡

この疑問は新たな問題を提起している｡まず､議論のためにtこの疑問の前半部分を肯

定しよう｡すなbち_価値相対主義的 文化相対主義によって客観的な序列がつけられな

いとされるのは､ r白人社会｣の個人主義と部族社会の集団主義の間のことたけでありI

同化の是非という間題はその射程外としよう｡しかし､そうだとしてもーこの疑問の後半

部分の言うように同イ肋新 されか ､との結論は､ただちには導けない｡個人主義と王た同上

蒜の一方が他方より侵れているというわけてはか ､のなら､一方から他方に移行してもー

その社会の r正蒜の度合｣が低下することにはならか 1だろう｡それならば､アメリカの

対王民政苑のようにー剛 ヒと独自性の草屋との間を行ったり束たりすることもー批判を逃

れることができる｡剛 ヒの是非の閉路 二は寄掛 りな解答があるとするなら､さらに別の根
知 泌要である.それはー何てあろうか Lの緋 Iで言われている ｢押しつけ はーその

~つの示哩て′あろう｡この点を含めて､さらに文化榊対上,-1Yiiの横言ほ 続けることにしよう
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第3節 ｢客観主義的 -文化相対主義｣と伝続のfi_iE

(1)先住民の部族社会の異質性を強調して同化を批半け る者は､狩猟などを中心とした

彼らの生括形態には､近代産箕社会の秩序原理とは異なる集艮主義的な原理がふさわしい

と考えている可能性がある｡このような同化批判の前掛 こあるの刀＼ 第2節において r客

領主表的 -文化相対主義｣と呼んだ考えである｡

r客硯主義的 一文化相対主義｣によれは､それぞれの社会にはその現象瑚*沢に適した

価値体系があり､従って､地境や時代によって､望ましい秩序哩念や正義の観念も異なっ

てくることになる｡その意味てーこれは普遍主義を否定する考えてある 2̀3'｡しかし､そ

れは価値相対主義とは異なりー一定の条件の下て一定の価値体系が客観的に妥当すること

を認めるのである｡この考えは､社会が正義原理をie賓とする条件てある ｢正義の状況｣

<24'の中に､それぞれの社会の現実的状況を含めようとするものと言ってもよいてあろう

また､ここて定義されたかきりては､このJ%えは､いわゆる ｢進歩史観｣からは触 tして

おり､との噺 tの価値体系が優れているかという剖 二は楽恥じ､である｡同様なことは､地

域間の相違についても言うことがてきる｡従って､現代の先住民社会についてtその集団

主1YMJな秩序理念は先住民の生活実掛 こ相応しいものであるとし､白人の近代的産業社会

には個人主点がふさわしいとしても､前者が ｢おくれた段塔｣にあるという主張とは両立

はするt'のの､それを合意するわけてはか ､｡

さて_このような客観主義的-文化相対主勘 ,らー同化の理念を否定することがてきる

であろうか｡なお､ここては議論のために､現在の状況においてー先住民社会には集団も

嵐 ｢白人社会 には個人主義がーそれぞれ耗研 里念として相応しいものとしておこう
(Z5)

(2)まず､基本的に､このように客観主蒜的 文化相対主義にせった暗合､同化の理念

は否定されることになると言ってよいと思われる｡すなわち､先住民の生括形.trEには集El

主義の理念が客観的に相応しいのたとすれは､それを別の秩序理念に逝き換えようとする

ことは一定左上､正義に反することになるのてある｡

ただ､この場合でも注窟すへき点は､先住民の生酒形怪と集団主義の理念との関係をよ

すr相応しい｣という牧舎である｡なせ､先住民には悠EB主蒜が r相応しい｣のてあろう

か 考えられるのは､個人主義の掛 声厨 嬰を持ち込むとー和 風をとを中心にした′ヒ話形!LirE.

6I



か維持不可能となって崩増してしまうということであろう 二二には､先住民にとって､

そうした生活形態の中て､何 らかの r普｣か ､し 福利 (well-being)

か実現されているという前提が､をいけしぼならか ､｡そして､もしその 昔 や 福利

の敢芝が ｢白人社会｣と共有可能なt,のであれは.客観主義的 -文化相対主義は､表面的

には社会に応じて異なった価値体系を擁護するにしても､楓底では､きわめて抽賃的ては

あってJt,同一の観念に依拠していることになる｡実際､ r相応しい｣という同一の言度が

用いられざるを得か 1ことは_この可能性を暗示しているのではをいかと思われるのであ

る｡この点は一次節において.もう少し追求してみることにしたい｡

(3)しかし､客観主義的 一文化相対主義と同化の理念との関係に関しては､検討すべき

関 がなお妓されている｡先住民の生楕形態が変化する可能性について一考栗する必要が

あるのてある｡

まず.狩猟などを中心とした ｢原始的｣な生活形性が､近代の産業社会の生活様式へと

自然に安化したと仮定しよう｡従来の生活形態を栄肝寺するための方策をいくらとっても､

白人社会Jとの接触を完全に絶つことがてきないかきり､時間がかかってt,､いずれは

産業社会かfr侠するかもしれない｡そうすると､定点上ー各駅主点的 -文化相対主義は､

近代産箕社会に相応しい個人主義の秩序原理を採用することを､止蒜の要詣として主張す

ることになる｡

それては､生沼形態を意団的に変更しようとする場合はどうてあろうか｡客観主義的

文化相対主表は､あるへき価値休系がそれぞれの社会の現状に規定されることを主張する

が､社会の栂兄の方に手を加えることは禁じていない｡実際､何らかの方策によって生活

形態を一定方向に誇導することは不可能てはないだろう｡従って､こうした場合について

考案することは可能であるし､必曹てもある｡すなわち.先住民の現在の生痛形態が崩横

しても､新たな生活株式が形成され 以前より何ら力Y7)意味で状況が改善するということ

も､あr)'Lt紘 いわけてはない｡それならは､そうした状況を熊掛りに則り出すぺさてはを

いかとJ%えられよう｡

この喝合一変更以前と以後とのそれぞれの社会の状況に相応しい価値体系を比較し､選

択を行うことになる｡先住民の ｢原紛れ 生活においては集E!1主義の稚念力､机 らしかっf:

が､生痛形態を産業社会のそれに変化させーそこでは個人上品の理念が相応しいものと仮

定する｡すると､集団主1rYiと個人主義との健劣を比較しなければならない｡この比較にお

いてtl､それぞれの価値体系を条件つけている生･/uT形態をj艦から排除して､いわば純粋
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の真空状態の中で両者に序列をつけるのである｡ここて､個人主滋のほうが篤EtI主義より

も客観的にみて優れた ｢先進的｣な価値体系だと判断されるのてあれは､これを実現する

のは正義の要請となる｡それゆえt先住民を ｢文明化｣するというEI的は是言思され､rRJ化

の埋念も鍵護されることになる｡現実の剛 畑戊 は､先住民が個人主義的なルールに適用

できるようにするための配慮に欠けており､先住民は財産を手放し､自営農業者や産業-ij

触者としても失敗することが多かった｡しかし､近代産某社会に無哩なく溶け込7g)るよう

な政策を実際にとるのであれは､それは何もしないて先住民を r未聞｣のFxl皆に放置して

おくよりも望ましいことになる｡

もっとも､ここて集団主義と個人主義を比較して優劣を決めることはt原理上不可能だ

という立場も考えられる｡%'硯主義的 ;文化相対主義は､ ｢進歩史観｣を拒否してもよい

のである｡この場合は､集団主義も個人主義も､一方がf虹打よりも優れていると言うこと

ができないので､先住民を ｢文明化｣することは要請はされか ､が､否定もされない｡こ

の時合は､同化の理念の是非は決まらないのである｡この点については､前節で検討した

価値相対主義的一文化相対主義｣の場合と同じ帰結になる｡

(4)i:j上の議論のすへてに対してー同化を批判する者からは､ ｢先は民は現実には剛 ヒ

を望んていないのだから､同化を押しつけるへさてか →｣という上張が出されるてあろう｡

実際､同化の定義に ｢押しつけられたこと｣が含められることもあるし､批判の的となっ

た同化政策も､実施以前から先住民の反対が多かったのてある｡

この主張の訴えているのはー自由の理念である｡自由の価値に対抗することは容易では

か ､てあろう｡たしかに､たとえ ｢文明化｣することによって何らかの意味て (単に物質

的にではなく､価値的にt,)生が改善されるとしてt,､その生を生きる本人がそれをt.nん

でいなけれは､強制するのは問題である｡これはパターナリズムてあるから､それなりの

御tを理由が必要である｡

しかし､問題はそれほと幣経てはない｡ここまての試論はー同化を遊ぶかとうかの Tll

由｣を担うのが誰てあるのかが_噴味なままてあった｡それは先†弧 の各部族てあろうか､

それとも個人てあろうか｡実際の議論はこの点に関して噴味なものが多いがーこの追いは

大きいのてある｡

まず､ ｢自由｣の但しヰ が各部族にあるという議論を考えよう これは､先は民の rl

冶 (self-determユnation) J と い うス ロー ガ ンの 下て近年 ji脹 さ

れている議論 2̀b'ともつながるものである.現在の部族畔ヒ捕形.f正を維持するかとうかは､
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それぞれの部族が決め､その選択を尊重すへきだというのてある しかしー部族の指成E3

の考えが全員一致するならまだしもー意見が割れた精舎は問題である 実際､個人的に同

化を望んf=先住民はかなりいると予想されるし_理論的にもこの点を考えないわけにはい

かか 1｡意見が-款しか 1場合､何らかの意思決定方式によって急告をまとめなければ杏

らか ＼が､それは許されるのであろうか｡｢自由 を重視するリベラリズムの立場からは､

どのような生き方を選択するカ1ま個人の問題であって､公権的な決定によってその選択に

介入することは許されか 1｡これはリベラリズムの基本原理である r自由｣に訴えなが

ら､部族内の少数の者の選択の自由をこのようにして繋うことは､j'席 と言bさるを得な

い t,つとも_これに対してはー各部族は特別な状況にあるから､同化を受け入れるか拒

否するかを部族単位て決定することが許されるtという反論があるかもしれない｡しかし､

これは結論の先取りである｡先住民を先住民として朽別扱いすべきかとうかをー今まさに

検討しているのである｡

このように､ ｢自由｣の理念に訴えるかきり､同化を受け入れるか拒否するかの選択はt

部族単位てはなく､個人が行うへきてあると考えられる｡しかし個人としてみても､rllHL

を拒台する先住民はきわめて多い｡それては､同化を棺密する多数の先住民に対してはー

その選択結果を公権的に保証しなければならないのであろうか｡生に側するJLl人の選択結

盟を公卿 勺に保証するのは､リヘラリズムに反するのてはないか｡この点は､次節て禰討

することにしよう｡

以上､ノ相 では､ r共同体論｣および r文化相対主蒜｣と先住民の特別な地位との関係

を検討した｡これらはいずれも共同体や社会の伝説 文化の特殊性に注目した議論でありー

一見すると同化の理念を店定する根拠になるように思われるが､立ち入って検討してみる

と､必ずしもそうではか ､ことが明らかになった｡特に､価値相対ii蒜的な立場をとると_

剛ヒの是非について沈黙せさるを得ず､その結果.現実にはマイノリティーに不利な状況

か生じる可能性が大きいことが明らかになった｡次章ては一個人の選択の自由を重視する

リベラリズムが先住民の特別な地位の問題といかなる関係にあるのかを模汁することにし

よう
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第6壬 リヘラリズムと先住民瑚寺別を地位 llrキムリノカに即して

第絹 第2節て簡単に槻 寸したように一票朴に考えると､近代西欧の民主主義を支え

る個人主鼠 自由主義､平等主義といった理念は･先住民の特別な地位を捲謹して ,ra1-

の権利蒜軌 の嘩念を批判する根拠になるところか､かえってその逆の結論を導(理由を

提供しているのではか ゆ と′曽bれてくる｡しかしー前章の終りでも示唱したようにt

r自由.の理念は･先住民の特別な地位をなくすことを否定する根拠として､訴えかける

ことができるかもし九か ､｡この点を考えるには､リベラリズムに関するやや立ち入った

検討が必要である｡

第1部 ･節1号でt,事討議したようにt現代英米のリベラリズムはt先住民の地位の問題

について見るべき試論を行ってきたとは言い掛 ､｡しかし､鼠_JTになってー注目すへき試

論が現れた｡それはW キムリッカによるものてある… ｡彼はーリヘラリズムを擁護し.

さらに-リヘラリズムに依拠してこそ･先住民の文化を若肝け るため,彼らに糊 りな地位

を与えるへきことが論証可能になると主張している. (彼の試論は､巨としてカナタの先

住民を恕 舵 か たものだが､素材としてはアメリカ0洗 住民の打暇 なとも使われている｡

)そこて本年ては､このキムリンカの試論に即してー先住民の糊 JJを地位とリヘラリズム

との関係を考えることにし､次章てその含意を探ることにしよう｡まず第1節ては､先住

民の問題に関するキムリッカの議論の理解を容易にするために,その前程となっているリ

ベラリズムの道本埋念について､簡単にその概要を述へ､次に第2節において､キムリッ

カのお経 追うことにする｡そして第3節では､キムリノカの議論の内相 勺理解を目指し

て･若干の分析と検討を行うことにする｡

第1節 リヘラリスムの基本理念

英米の現代リベラリズムとは言っても･リベラリズムの触xZtと:鶴 糊満票とのとちらに

関しても一言緒 によって主張は様 て々･あり､それをいくつかのテ一七によって一括りにま

とめることはlj促である｡また･キムリノカの蕪語するリベラリズムが､必ずしもその広

大公約数となっているbけてはなく･リヘラリスム内部でLl､いのある論,･.ttこ関する独自の

立胤 令まれている｡ここては-これらの点に耶 ･しつつ､キムリノカのirt論の縦 とし

て何 欠を部分を中心に-リヘラリズムの姑本理念を抽出することにLJ:ラ
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日 )リベラリズムの基本理念は､まず何よりも､個人の窒沢の自由の重視である 個人

の自由な選択を尊重するということは 公権的な介入をできるだけ抑制することてある

選択の自由を公権約に制約することができるのは.原則として､その選択が正義の窄求に

反している場合だけである｡公権的な介入によって善の実現を図る r卓越主義

(perfectlOnユSm) ｣の考 えを拒否する {2'のはー自由の重視の現れで

ある｡

それではー自由はなせ重要なのであろうか｡リヘラリズムは､選択の自由を尊重すると

はいってもー単にその時その時の選択の自由だけに恥じを持つものではか ､｡それは､選

択される目的や昔が正しいものであることにも､恥じ､を持っている｡なぜならリヘラリズ

ムは､個人にとって書き生を送ることが至高の利益だと考え､また個人の選択が誤り得る

ことを知っているからである 3̀'｡それゆえ､偶人が正しい選択を行えるようになるため

には､価値ある事柄に関する各人の信念を形成したり修正したりすることが可能てなけれ

ばならない そのためには､単なる選択の自由てはなく､さらに強く保護されるべき自由

として､lL-1仰の自由や表現の自由なとの諾自由か必要である州 ｡従ってーこれらの諸自

由は.個人が,lt;-･きJiを送るための不可欠の前提条件てある｡

(2)リヘラリズムは釧固人の生に同等の重みを与える｡それゆえ.個人の選択に対する

公権的介入を許す止蒜の要求は､自由を選択の対象てある卓や目的の様々な散会に対して

'中立的｣てなけ九はならない(5'

(3)リヘラリズムにおいては一個人の自由な選択の結又ととしての各人の生に関しては各

ju)くそのjf住着であり､他人の正当な利益を相 生にして自己の生を追求することは許され

ない.すなわち､成功することの困薙な目的や菩 (例えば､キJrビアを毎日食へて人生を

送るという目的)をi封尺しても､その達成のために特別なfBJy)を受けることはてきか ､

'｣)しかし､何がそもそi'他人の正当な利益に脚 ~るのかを判断するには､個人の 人

絹 (person) に 揺 す る t,の と ｢LEl品 (circumstances)

に民するものとの区別が前もってなされていなt仇 はならか ､｡1顎 に放するものは､各

人にとって､j呈量JRした目的か ､し善の実現のための墳源であり.それを公正に配分するこ

とによりt 正当な利益｣の托園が画定されるわけであるt7,

さて､配分的正義に関するリヘラリズム内部の論判よ 那1部 第,3市 §2て葡虻した

ように､この 人樵 と ｢環胤 にそれぞれ何が郎 -と考えるべきかという朋 剖二側する
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ものと考えられる｡特に､そこては､才能のような 負わされたもの の位置つけが争わ

れていた｡R ノーズィ･.,クのような再配分否定論者は､ 負わされたもの は 人指

に居すると主張し_ロールスやドゥオーキンのような雨 己分古志 貧者は _ r負わされたも

の_は r砕毒｣に属すると主張したのである｡この間題に倒し､キムリL,カはロイ L,スや

ドゥオーキンの則に立っている{8㌧ 自由を重視するりへラリズムにとってー 負わされ

たi'の｣はまさに自由な選択が不可能なものであるがゆえに､この点は､先住民間差別こ関

するキムリッカの言論 に､特に関bってくることになる｡

以上のように､リヘラリズムの基本理念を抽出すると､自由の屯視ー止蒜の書に対する

-中立性｣ー遥択結果に関する自己責任､そして ｢人桔｣と ｢Lm Jの区別､ということ

になる｡次に､キムリ･./カの先住民の地位に関する三石合を簡削こ追うことにするがーここ

に抽出された基本理念のうち､自由の重視と､ ｢人指｣と ｢環境｣の区別は､キムリノカ

の言芯FqLLの中て†寺に遁要を役割を果たすことになる｡

第2節 先住民の特別な地位 - キノ､リL･/カによる擁護論

ここては､まずキムリIyカの議論を簡単に紹介し､拳か､て祈3節て)千千の分析を行うこ

とにしよう｡キムL)ッカは先住民に特別な地位を与えることを擁護するが､その試論の概

轍よ次のようなものてある｡

(1)リベラリズムはー選択の自由を重視する｡しかし､いかなる生を送るかの決定は､

真空状態の中て市をbれるのてはなく､多くの相異なる生のあり方を選択肢として提示す

る r選択の場 (context of cholCe) 9̀'の中で行なわれ るので

I,る｡選択の喝としてそれらの選択肢を意味つけるのは r文化の構造 (Cultur-

al structure) ｣ `10'てあ りー受け継がれてきた ｢文化の稲造 の中根を

なすのはメディアとしての言語や歴史である '̀1' 従って､二のJ:うtJrj呈三択の梢｣とし

ての｢文化の稲道 は自由を個人にとって重要てあり､それをLrを視することはリヘラリズ

ムからの要言.A,Tと言える｡選択肢の範囲を画定するのも､それらにf斬!"丁能を意味を与える

のも､｢文化の梢造｣なのである｡

このような意味ての ｢文化の相違｣と区別されねはならないのは､共有された生の使式

としてのいあわゆる伝綻文化である'.2'｡これはー rj呈三択のJliJ との対比で言えは選択肢

卵 Jにちたるが,これをTF･長することは一笑は選択をE汀さないことてある ｢共剛木論｣
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が尊重しようとするのは､この伝言完文化でありー従ってそれはリベラリズムとは逆行する

ものである｡伝去定文化の内容が変化してもー ｢遥沢の梢｣としての 文化の構造｣は維持

されているtl}).

なお､このような r選択の喝｣としての ｢文化の稲造｣に価値を認めることは､リベラ

リズムが個人の自由を基本理念としていることと矛盾するt,のではない｡ここで尊重され

るr文化の構造｣は､あくまでもそうした自由の条件として位置つけられておりーそれ自

陣としての価値を有すると考えられているわけてはないからである｡

(2)さて､リベラリズムにおける ｢入棺｣と ｢環境｣の区別に関しては､ ｢文化の稲造J

はそのどちらに属すべきものであろうか｡リヘラリズムのfiYl-.上巨すへき ｢選択の喝 ｣として

の｢文化の梢造｣はtLBl人の選択のできない ｢負わされたものJて'f)り､従って､第1節

(4)てみたようにロールズ ードゥオーキン的な再配分を支持するキムリ･./カの立場から

すれば､ ｢環境｣に属することになる(14)｡

しかし一二の ｢文化の梢造｣は先住民にとって平等に確保されているとは言えない｡と

いうのは､支醐 勺多数者にとっては ｢選択の域｣としての ｢文化のfIlI一道｣は常に安定した

ものとして存在し､その消失をJL膚己する必要のない､いわば空気のようなものてあるのに

対しー先住民の ｢選択の場｣としての ｢文化の稲造｣はdJif,に消失の危険にさらされており､

それを維持するための自覚的な努力が必要なものだからである｡この点はt第4市 第3

掛こおいて作った保留地のモテルて絹写された事f症を見九は湖 等できる｡例えは､面積の

扶い保留地にいた先住民は､特別扱いを受けられなくなると､次のような状況になる｡す

なわちー外部の者が自由に旧保留地の土地を取得したり､そこに居住したりするようf=と､

旧保留地の中でまとまっていた部族社会が容易に崩壊してしまう｡それをr妨くためには.

土地を外部の者に売ろうとする者がいたら.その者からその と地を点く買い取る必要があ

る｡またt外部から大量の人口乱入があるとー先住民が旧保留地の[̂J部でt,構造的少数者

に陥って.政治過程においてその利益が軽視されるおそれがLLiJ.てくる 彼らの言語が公用

語の地位を14.-fわれることになるかもしれない｡公用語の地位を失った三言吾を維持するには.

その言喜吾て激市を行う芋校を札的に設立するをとのノ'一品が逆境 となる｡このようにt r文

化の相通｣を崩頬の危験から守るため､先住民はコストを払わなければならないのである

これに対して_支配的多数者にはこうした負担はかからない｡ここに､ 環境｣の不平等

が存在するのであるtl5'｡
従ってtリヘラリズムによる配分的正義の鮪l止 して､先lilt洛部族の r選択の域｣と
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しての ｢文化の構造｣を維持する公共的な方策が必要になる｡それは先住民各部族の 文

化の稲造｣に特別な地位を言紗 )るものてありー具休的にはそれぞれの部族の状況 (保留地

と外部との間でのー面積､人口_生活株式などの関係)に応じて､支配的多数者の則の権

利を制限したり(土地の取得なとの所有権の制限､居住の制限､政柵 FJの制限).先

住民に特別な権利を与えたりすることになる l̀B' 以上のように～リベラリズムにおいて

こそ､先住民に対して特別な地位を言.tnd)ることカ可能となるのである｡

(3)リヘラリズムにおいても ｢選択の喝｣としての r文化の梢遥 Jが個人にとって重曹

であることが示されたがーそれはどのような ｢文化の梢道｣でも梢わか ､というわけでは

なく､その個人がそれまで生を送ってきた ｢文化の梢造Jてなければならか ､｡またそう

てなければ､先住民に特別な地位を言tPd)ずに支配的多数者の ｢文化の構造｣の下て生を送

らせることもーリベラリズムにとって何ら差支えないことになってしまう(17'

それてはなぜ､個人にとってそのような意味で軽費な ｢文化の梢造｣とは.その本人の

属する ｢文化の梢造｣なのであろうか｡それは､そうてなけれは一生のあり方の ｢遥蔓沢の

軌 として有効に働かないと考えられるからである｡ ｢選択の場｣としての ｢文化の稲造｣

は､多様な生のあり方に対してそれぞれ意味をイ寸㌧するとともにー選択の才知十となる各人

叫削生別を形成する基盤ともなっている｡ところが ｢道代の域｣が自己の属する ｢文化の

稲造｣てない楊合は､選択肢がいわはフラックボックスになっており､そこて市をわれる

選択とは､たしかに本人の選択てあるとはいえ､何ら理由のない純粋な悪意の発動となっ

てしまうのである｡従って､個人が生のあり方を選択するにあたりー選択される生の窟味

を知り､それを自己に相応しいものとして選択するためには､その選択の行なわれる職i

自己の属する r文化の稲造｣てなけれはならないことになる(18'｡

そしてこのことはさらにー選択を行う個人の反する r文化の梢追｣の紺 寺がーその個人

の自稚形成の不可欠の条件てあることtまた､その個人が自己の選択した生を送るにあた

ってそれを価値あるものとみなしーその昏昧てのRiV/uL､を持つための条件てあること､こ

れらのことを示しているのである(19'

第3節 自由の条件としての ｢文化の梢遥｣

上の簡単を紹介によって_キムリソカの試論が充分に棚宇可能となるとはj･J-えらiLない

か･キムリソカの言論 は､これを詳紺に跡つけることによっても､必ずLJt,その棚 i･が娘
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堤的にのひるようなt,のてもか ､とJebれるので.彼の三志昌の鍵となっている 叉化の稲

造 の牡念に較って･彼の議論をさらにiB77介して検討を加えーそれによって彼の議論の内

在口棚 等を孫めることを試みたい｡

(1)キムリ･,カの ｢文化の構造｣の耽念は､伝統的な役宵期待をとからなるいhゆる[五

諸文化と区別されている｡後者の文化は､通常の用語法では ｢文化 と呼ばれているが_

キムリッカは特に前者と区別するために､ r文化の持'dl (character) J と

呼んでいる(20)｡

この区別に関してキムリッカがあげている例は_1960年代に生じたフランス系カナ

ダ人社会の変化である 2̀H｡従来は_フランス系カナタ人社会の文化の ｢特徴Jとして､

ローマ カトリックや教区付属学校なとをあげることがてきたが､1960年代の ｢I,争カー

を革命｣を経て､それらはもはや文化の ｢特徴｣てはなくなった,しかし､ ｢文化の梢道

が崩填してしまったわけてはない｡フランス系カナタ人は r桝 -な革命Jの後てt選択肢

の意味が分からなくなったわけてはなく､以前と同様､亡愉な選択を行っているというの

てある｡この例からわかるのはt｣ 削こ､宗教が代わっても ｢文化の稲造｣はなくならな

いらしいということである｡

しかし､先住民の部族社全ては宗教が生痛の隅々まで.i貞透してーあらゆる伽 拝の意味つ

けをしているという場合t'考えられるのてはないか｡そうした符合がもしあれは､その宗

教を衰退させるようなことは ｢文化の稲造｣を破滅させることになりそうてある｡キムリ

･,カの次の誌論は､この間掛 こついて考える手掛かりになるかt,しれか ､｡イントネシア

の隔挺された-部族が､初めてテレヒに接したとき､そのテレヒてスーパーマンを見た部

族の多数の子供達がースーパーマンを:r7-似ようとして信から飛び下 り一命を藷としたとい

う このような符合ーキムリッカによれは､社会の存続そのt,のを寸るたd).自由を糾明

することが許される 2̀2)｡この例とともに､或る社会へのアルコールの持ち込みt,､同様

な軸浩をもたらし'lri-る刊列としてあげられている(23'(ル にのhlt民の相加 ､彼の念頭に

あることはIhL腿いない) しかし､これらの例は､社会が突然の異物の到来によって僻,･E

Lなくなるという場合であり､自由の制限が言鮮 'られるとはいっても､一時的なものとさ

れているfZ4'｡これに対して､社会の限,.,まて1立通していた宗教の場合には､それが突如

として犠能しなくなるというのは考えにくいのてはないか｡そのような宗教も徐 に々衰退

していくのてあれは､′F_の選択肢に対する意味つけもその問に他のt,のか取って代わって

行っているてあろう そうであれは一別 lの条件が失われたことにiiならか ､てあろうと
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考えられる

(2)キムリッカの 文化の梢追｣に何が属すのか 彼が.明示的にあげているのは. 日

詰と歴史である125'｡まず歴史についてみよう 歴史を失うというのはいかなる事態てあ

ろうか また-なぜそれが自由の条件を失わせるのであろうか｡歴史とは蓄積されてきた

,歴史の械 吾｣であり-それが生の選択肢に役割モデルなどを1･!供しているというのであ

ろうか｡しかし､それを失うというのは､どういうことであろうか ｢歴史の械 吾 のI.ti

洪する役割モデルがなくてt,-他に十和 がたくさんあればー自由な選択は可能なのてはな

いか｡キムリッカは-歴史という言葉を出しておきながら､それについては説明を加えて

いないのである(=い｡

状Juニー宗 吾についてはとうだろうか｡これを失うという事態は､朝 礼 やすいように思

える｡その宗 吾を使用する人が減ればー宗 吾は生き延びられない｡しかしー一つの荒 崇が

衰退するとき一別の弐 吾がそこに入ってくるてあろう｡その新しい宗 吾は､生の遊脚 女に

意味を与えることがてきないのたろうか｡彼は､人r･lRは ｢文化の稲造｣の間を移植するよ

うに移すことはてきないというt叩 ｡7=しかに､突然移柄されればt選択肢の理解がてき

ず､自由なi芸沢もEfI難となる･lJろう｡しかし､宗 吾のI浸透や変化なとは徐々に起こるので

はか ＼だろうか｡

(3)このように考えてみると､キムリノカの言う ｢文化の稲造｣をいくつかの固定され

た要素から成るもののように想定したのが間違いだったのてはないかと′曽hれてくる｡さ

しあたり･明らかと思われるのは･ ｢文化の稲造｣を失って自由を選択が不可能となった

と言えるのは､インドネシアの｢部族へのテレヒの導入やーアメリカの先住民へのアルコ

ールの持ち込みなとの等iJ例ク池 よ 言葉の理解できない別の社会に突然移された堵合くら

いだということてある｡彼はーリヘラリストとして､どのような ｢文化の構造｣を持つ計

全も･リベラリズムクガ撃念に沿った自由の尊虚される社会になることが理想と考えており

128)･それに至る過程て社会が空中分解さえしなけ九は､その彫 攻 化は ｢文化の稲造

を失わせるものではないと考えているのてはないかとさえ思えてくる｡

むっともキムリI.,カ(ま･先住民瑚 胡搬 いをやめたときに各部族社会で生じ得る封 抄

急激をものだと考えているのかもしれない｡すなわちー先(硯 各人が突如として､吉腰t,

噺 できない世界に取り囲まれたようになるというのてあろう これは､それぞれの部族

叫紬 こよることだが､有り得ないことてほない 人rlの少ない部族をとは､こうして

文化の稲造｣を失う危険があるのたろう
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(A)こ3)ように､ ｢文化の梢逼｣はなかなか容易には消滅しないものて､それには急激

fJ封 ヒを必要とするのてはか ､かと思bれる｡そうすると_先†主尺各部族内ての少数者の

扱いの問題は､多くの暗合､少数者にもリヘラリズムの通常の等求通りの自由の保障が必

要ということになる{29'｡異端の宗教の実践が部族の ｢文化の椙遇 を破壊する喝合の対

瓜二ついてもキムリッカは論じているが 30㌧ 彼自身も認めるように､そうした苛態は考

えにくいように思われるのである｡

以上､はなはだ簡単てはあるが､リヘラリズムの立場から先住民の特別な地位を擁護し

ようとするW キムリッカの言論 を紹介し､その中JL噸念である ｢文化の構造｣について

若干の検討を行った｡キムリッカの議論は､特にー彼にとって屯背な散会てあるはずの

'文化の稲造｣に関して､いまだ充分に精根なものとなっておらず､その趣旨を理解する

のt,囲薙なところがあった｡その点てはー理論の噴味さという点で ｢共同体論｣に向けら

れる批判は､キムリッカにもあてはまると言えなくはか ＼｡しかしそれにもかかhらず､

彼は､従束のリヘラリズムにおいて等閑視されてきた､ ｢文化｣という､rTiI要てはあるが

復姓で怯慨を閃き劉こ､敢えて右目Ltこれまた従束の_LE議論誌が取り組んて来なかった､

先住民の地位の問題に解答を出そうとしており､その点て大いに意義を言L'd)ることがてき

るt'のと考える｡キムリノカの議論の内在的理解の試みはこれて終えることにし､扶S:て

は.キムリッカの議論の持つ射程の大きさを明らかにすることにしたい｡
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第7章 先住民問題を超えて

前章て詔介した先住民の特別な地位に関するW キムリ.･'カの言.rh論は､そこてt,言及し

たように､なお萌芽的な理論にとどまっておりーその前提や保活の吟味を通して明確化す

べき部分を多く鼓している｡しかしながら_その理論はー導かれた結論がそれ自体で興味

深いものであるうえ､さらに次のような意味でも重要なものと思hれる すなわちキムリ

ソカの言論 は､先住民の問題を超えて規範的正義論の基本問題に対してt,大きなインパク

トを持ち得るということである｡キムリッカの議論は､単に先住民の措願にととまらず､

第1部てやや詳しく述べたようなt平等の理念と差異との関係やリベラリズムの自己哩粥

といった基本持越にもー貴重な示嘆を与える可能性を秘めているのである｡本章の主たる

目的は､そのことを示すことにあるが､そのことが理解されれは､それはまた逆に､キム

リノカの議論をさらに精根をものとすへくtその内在的剛 毛を行う,e感性を示すことにな

る｡そこて､以下､キムリッカの議論の持つ合意をいくつか検計することにしたい｡

第 1節 リヘラリスムと ｢負わされたもの｣の位置

第3市て簡単に分析したように､リヘラリスムと ｢共同体論｣の論争や､リヘラリズム

内部ての福祉圧隊的再配分の是非をめくる論争は､個人の瀞尺の不可能か ､し困難な要素

に対していかなる態度をとるへさかという問題と結びつけられている｡キムリノカの議論

から､これらの論争に関していかなる示唄を得ることができるだろうか｡

(1)まず､リベラリズム内部の論争に即して考えてみよう｡キムリッカの試論は､結論

として先住民に特別を地位を与えることを擁護するものである｡その特別な地位は一光lj_

民各部族の ｢文化の梢遥｣という ｢負わされたもの｣に掛 -ており､従ってーキムリッカ

の結論は､ r負わされたもの｣の道徳的意表をii'd)たものと考えられる｡これはーリヘラ

リズム内部の再分酉己論争との関連て言えばー一見するとー再分配を批fJJして ｢偶有的な屈

性を執右することこそが個人を個人として尊重することになる としたR-ノースイツク

猛の自推観を～支持するもののように漕bたるかもしれない

たしかに､そのように考えるのは､理由のか ､ことではか ､｡第3でモて述べたように一

徹止同家的リベラリズムが､各人の才能は偶有的な拭性だからその成果を共有すべきだと

主張したのに対し､R･ノースィ.,,/はそのような ｢才能のプーリング は他者をil紳J･)･1
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働させるのと同じだと批判した｡ ｢負わされたもの に対する温度としてそこに見られる

のは､個人の偶有的な属性を顧慮することによってこそ､個人を個人として頚重し一正､1

に接うことができるという考え方である｡さてーキムリ･.'カの言うようにt先住民の r文

化の指遥｣は保護を受けか 1と崩壊してしまうようなものだと仮定すると､｢同一の権利

義務Jの理念は､まさに ｢この先住民文化の梢成員としての地位｣という､先住民個人に

とっては偶有的な要素を醸度しか 1ものと考えられよう 個人の偶有的属性の顧慮という

ノーズィI./ク式の考えを徹底すればー ｢同一の権利義務 の牧舎が正義に反するという描

話が導かれるのは自然なことのように見えてくる｡

しかし他方で､これt'第3章て湧好したように､ノースイツクは夜警匡隊の擁護者てもあ

ら.彼はー先住民の問題にも夜警匡l家の考えを適用し､先住民を朽別扱いしない ｢エスニ

シティ間越のレッセ フェールJを主張することにはならないのt=ろうか｡

実際､偶有的な粘性の尊重といっても､様々な場合が考えられる｡才能に虐まれた者が

自分の才能の成盟を再分配の対象とされたときー｢札はLl1人として尊lLfされていない｣と

感じるのは､だ組等てさか 1ことてはか 1｡しかし､ある,耳リ＼に対して人種を理由にして不

利な扱いをしたとき､それも､その人の偶有的な拭作を顧慮したことになってしまわない

だろうか｡またー身体的あるいは精神的な障害を負っている人が､夜鰐国家の下て福相の

拐助も受け刑こ放逝されているとき､r私は偶人としてiVl'-FEされ 正当に扱われている｣

と考えるだろうか｡それともーそれは偶有的な属性を ｢硯舷｣したのてはないというのて

あろうか｡後者だというのてあれは､才能に恵まれなかった人の場合ても同じことが言え

るだろう｡すなわち､その人が才能に恵まれなかったことを ｢顧慮｣するとは､レッセ

フェ-/レに任せることてはなくー才能に碧まれなかった分を再分配で儲 うことだと言えそ

うである｡

このように考えるとt r負わされたもの｣の扱いについて､ r道徳的乱卓からは悪意的

なもの だからせ視する必要はないと言ってt,ー それを顧慮することこそが個人をIlAf人

としてIFi虎することになる,と言っても_それfJけでは適切でか ＼ところがあるように思

われる｡キムリッカの言論 は_むしろこのことを示嘩しているのてはか ､か この去.Iを次

に､キムリ.･'カの詫言論の検討を進めつつ､さらに考えてみよう｡

(2)キムリッカにおける r文化の梢造｣の粍斜i､前予ても述べたように充分に明稀な

ものとは言えか ､ しかしそれても､次のことは明らかにされている｡すなわちキムリッ

カにとって. 文化の稲造｣は自由な選択を可能にする条件であるとと
7/I
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,Ef=体的には､先住民は保留地を出て

8人社会 に同化することを選択できるということてある キムリ･ソカは､先住民が自

由を選択によって r白人社会｣に同化することを妨げるような万歳を批判して一次のよう

に言う

[先住民が]自分たちの文化を消滅させ､ [白人社会に】同化することは､彼らがそ

う望むのであれば､可能とすべきである(I)｡

キム')ッカはここで､あたかi'先住民各部族が集団的決定を行って同化することを≡t779)る

かのように語っているが､第5章 ･第3節 ･(4)でt,触れたように､リヘラリズムに依

拠している以上 同化の決定は個人が行うへきものである｡従ってこの箇所は､次のよう

な趣旨だと考えるへさである｡すなわち､それは､部族の文化を発てた先住民が多数にの

打ったために､結果としてその部族の ｢文化の稲造Jが死耶 ~るのはやむをえないことで

それを公権的に阻止することは許されないということてある｡先住民は個人として同化を

選ぶこともてきるのてあり､ ｢文化の稲造｣は､選択の自由の条件てあるはかりてなく､

選択肢てt'あると考えられているわけてある｡

なお･ここて次の点に注許すへきてある｡まずその一つは､ ｢文化の稲造｣が選択肢に

は るということは､自らの生まれ育った文化とはプ葺なる文化をj主脚 した場合に､その新

たな文化への剛 ヒに実際に成りけ ることまては富味しか ､ということてある｡このプロセ

スが容易てないことは.タト国語の習得を考え九は埋郎できる｡従ってー新たな ｢文化の稲

造｣の中て生きるという選択肢は､毎日キャヒアを食へて生きるというのと同じ意味て､

r高くつく｣選択肢の一つと考えられる｡しかし､ ｢高くつく｣からといって選択肢てな

くなるわけてはか 1のである(2'｡

さて･ ｢白人社会Jに剛 ヒすることに成功した先住民は､選択の自由の条件としては､

その新たな r文化の稲造｣を持つことになる｡彼は､その新たな r文化の梢遥｣の与える

選択肢の意味つけの Fで､自由を行使するのである｡ここて権目すへさなのは､ ｢白人社

会 の 文化の稲造 が_以前の自由卵 子倭においては還す尺の対魚だったが,いま刊宣桝

の自由の条件を梢成しているということである｡このように､F7由を選択の対蒙となるへ

きものと自由の条件を梢成するものとは一一万に脚 -るものは他方には尽し得か ､という

ような相互排他的で固定的な漸系にあるわけてはないと,P3-えるべきである｡キムリッカに

おける 文化の梢追 ｣は､まさに (その唯一の例かどうかはともかく)その例なのてある

(3)キムリ′カにおける 文化の蹴宣｣ク沸 つこのような巧拙 はーリヘラリズムと ｢共
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同体論｣との論争の意表を理解し_さらに正義論議を発展させるうえてー重要な役割を果

たす可能性を秘めていると,ejつれる｡

第1讃卜第3章て射 したように.11 サンテ/レやC･テイラーク)リヘラリズム批判の一

つの論点は､その自我親と ｢負わされたもの｣の関連の不適切性にあった｡すなわち､リ

ベラリズムにおける ｢自我｣はーいかなる目的も選択可能をためー選択対象たるそれらの

目的か 1し善の観念によって梢成されることはなく､ましてや選択の続果てはなく外部か

ら｢負わされた｣にすさをいものによって構成されることはない こうした空虚な自我観

は自由の基礎として不適格でありーこれに代えて_ ｢伝統の中に埋め込まれた自我｣とい

う執念をとるべきである｡そのような伝統の中にある自推は､ r負わされたもの｣を少な

くともその梢成要某の一部としている､というわけである｡これに対して､リヘラリズム

からは､ ｢共同体論｣の提唱する自我観ては､選択の自由の余地が狭く､場合によっては

全くなくなりー抑圧的な帰結を導いてしまうと反論している｡

この論争それ自体だけて考えても､リヘラリズムは所与性を'J言合に超越しようとするt,

のとして批判され､他方 ｢共同体論｣は所与性に完全に埋没するものとして批判されてお

り_これらの論争相手相互のイメ-シは､ ｢是人形｣てはないのかと,Igじられるところが

ある｡実際､論争が展開されるにしたがって､リヘラリスムは所与性をその理論の中に位

置つけることが可能であることを示そうとし､ r共同体論Ji,f云続の批判が可能てあると

主張してきており､論争の当事者双方がtこれら二つのイメーシはとちらも魅力的なもの

でないということを認めていると居bれるのである｡三朝等が生した理由は､それぞれ言呉解

を受けた側にもあるのかもしれないが､ここでは次の点を指摘したい｡すなわち､自我概

念の不適切を使用によって､混乱が生じたのではをいかということてある｡

｢共剛縮合｣によるリヘラリスム批判てはt r自我 ｣の粍念は r私は何ものなのか｣と

いう自己同一性の問題を表現するものとして使われている｡r共同体論｣の言うリベラリ

ズムの自我硯においては､還I尺対象たる目的や書の散会や r負わされたもの｣が自我の梢

成要劫 ,ら排除されているがーそれは､ ｢共同体論｣によるリヘラリズム角甜弓によれは､

目的や善や r負わされたもの｣ (伝続的役割)が選択可能をものだからてある｡またー

共同経論｣の提唱する自我観てはー伝扶自明生別が自我の梢成貿易とされているが､それ

は､r共同体軌 にとってそれが選択不可能をものだからてある｡とちらの場合にも共通

しているのは､自由に右腕てきるものは ｢私｣の一部にはなり手■‡か ､という自材 軸羊であ

ら
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(｣)さてここで.キムリ･/カの r文化の梢追｣の取合をこの現式にづてはめてみるとど

うなるてあろうか｡上で分析したようにー ｢文化の稲造 はキムリッカにおいては､自由

な選択を･可能にする条件であり､かつ自由を選択の対集でもある これに対して ｢共同体

論｣は､｢文化の稲造｣は自我の一部を成しておりー従って選択の対隻にすることは原理

上不可能であると主張するか､あるいはその順序を入れ替えて､ r文化の稲造｣は選択の

対集にすることが原理上不可能であり､従ってそれは自我の一部を成していると主張する

であろう｡この主弓良三少なくとも自明てはない｡同化がすべて失敗するという主張ば fi実

問題として支持できないと思われるしー同化を選択することは自分てあることをやめるこ

とだというのも､おかしな議論である｡しかしそれはともかくtリヘラリズムに立ってキ

ムリッカの≡蒜旨を受け入れるとすればtとのように考えilはよいであろうか｡

一つの可能性は､次のように考えることてある｡すなわち､自己の揺する社会のそれを

含めて様 な々 ｢文化の梢逼｣は選択可能てあり､かつその中でもー自己の現在揺する ｢文

Iとの梢造｣たけは自我の一部を成していると考えるのてある｡キムリ./カの試論からてことた

幡割ま､同化の選択においては自由な選択の対領てあった ｢文化の梢追｣が､同化の成功

によってn山の条件となるということてあった｡このことを記材)るのてあれは､ ｢共同休

講｣が前提としていたような､選択の不可能をものは自推を相成しそL去るが､選択の可能な

ものは自叛を梢成てきないという前提を棄てることが､一つの可相性として考えられるの

である｡そしてーこのように考えて ｢共同体論｣がリヘラリズムに･Jiしている自才k観を振

り返ってみるとtEl的や書の観念カ､｢自我｣の梢成要素から那韓されていることに､疑問

を呈することができるように思われる｡｢札は何者であるか｣という問いに対する答えの

中に､円分の追求する目的や善の観念を含めることはーむしろふさわしいのてはか 1か

ーlBT人として｣戊屯される ｢私｣には､その目的や費の配合が含まれておりt r個人とし

てか巨される｣とは､そうした特定の目的や善の配合を持つ者として.汚Lrfされることであ

る このように考えることは_選択の自由を塵視するというリベラリズムの脚 には

合致するのである(】I

f=tJ､このように考えた場合､人は目的や善の観念を安吏するし､剛 ヒに成I))して (自

由の条件としての)r文化の構造｣も変化させることがある(4'から､臼己同一椎は.時

間とともに変化することになってしまう｡またt rn人社会｣に同化すべきかどう力Y7)選

択に直而して.鼓弓局ー同化をしか -という選択肢をとった先は尺の楊合を例としてみると

そこからもわかるように.自己を構成する安弟と逆L形寸簸とか同じt,の (その部族の ｢文
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化の指造J)になってしまうことがありーその不自然さは免れか 1.このような自我硯は､

密告として適切なt,のてあろうか｡この点を誌論する能力は現在のところ持っていないが,

かりにそれが不適切だとしたら_他にどのような考え方が可能かという点を見ておきたい

すなわち､この精舎､次のように考えることができると思われる｡選択の可能なt,のを

'自我｣の構成要素として認めると､理論として不自然な結果となってしまうので､選択

の可能なものは ｢自我｣の構成要素とすることはできない(～) しかし｢文tとの梢道 は_

他の単に選択可能であるにすきない目的や書の観念(6)とは異なり､自由を可能にする条

件でi,ある｡従って､他の目的や善の執念とは異なる電要性があり､それにふさわしい何

らかの位置つけが必要てある｡ ｢基本的必要財 (basic needs) ｣やJ

ロールスの ｢基本財 (prユmary gOOds) ｣の概念は､道徳的人指の存1L

条件を成す塵要な価値としての ｢財 (resource) ｣をそれ以外の財と区別し

て考えたt,のであり.これに相当する扱いが ｢文化の梢追｣に対してもなされるぺきてあ

ると考えられる(7)｡

第2節 平等稚念と弟与等

最後に､訳1部 第2黄て分析した平等耽合と蒐架とのrlLJ係という問題について.キム

リ/カの試論の持つ含意を簡単に探ることにしよう｡

(1)本稿の注目する平等牧念と差異との関係の間近とは､人種や性別などの差異の強調

がt平等以外の価値によるものでもー平等の手段としてでもなく､まさに平等そのものの

要請として､いかに可能てあるかというものてあった｡キムリッカの議論は､少なくとt,

先住民の地位に関しては_この問いに肯定的に答えたものである｡同化の是非はー ｢柿柘

的差別是正措置｣の問題と同じように､平等のための一時的手段としての是非という問題

設定の中て論ずることもできる｡その時合､争Jt,Jは､ ｢同化は否定すへきもので､保留地

t裁定持すへきだとしてもーそれはいずれ同化が一無F型を(実現できる時までの準備としての

ことてある｣という｢学校としての保留地｣論や､ r先住民は過去の歴史的な過ちの掛 1

として特別な地位を得ている｣というr掛 1としての相川の地位｣論の是非となる｡しか

し､本手.i.･-p)f称山iその間題にあったわけてはか ､｡本稿が問として掲げたのはI ｢同化を

究秘吋を目的としても掲げずー先住民に対して佃久的に糊 IJな地位をL=7-えることがー平等

の要論と考えられるか という問題てあった｡そしてーキムリ/カの三ぷ副よ 文化の純
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追.の粒食を用い､これを先住民に平等に保証するにはー先住民を特別扱いしなE付しほな

らか 1と論じたのであった｡

それでは､先良民の問題を離れて_平等理念と差異の関係という一般的問題についてはー

キムリッカの…志郎か功一なる含意を持ってあろうか｡

先住民の特別な地位に関するキムリッカの試論は､ 一見するとこの差異の関越一般とは

関係がないように思われるかもしれない｡先住民に関する言長論は､その他域的特殊性が並

要を要素とされており.言古昌の具休的なり捕まもー土地の売買や居住の権利なと地域的特殊

性の維持に関するt'のを多く含んている｡これに対し､人確的マイノリティー (特にアメ

リカの黒人)や女性などは地域としてのまとまりがあるわけてはなく､全体社会の中て他

の人々とともに生活している(B)｡このような瑞,T創こおける差)uiの強調の問題はー先住民

の喝合とは全く別なのではないかと考えられても不/UL_Tiriてはない｡しかし､示頃的なこと

としてまず注目すへさなのは､先住民に関するキムリッカの試論が､リヘラリズムの理論

の枠内においても個人の選択によらない要素を電視することか必零とされるとの主張をキf

っている点てある｡｢文化の稲造｣は､たしかに同化の遊訳にl_E〔面すれば選択の対集とな

るが､そうした桂敬のない人にとっては ｢負わされたもの｣である｡それはt誰もが少な

くとも一度は ｢負わされる｣ものてある｡リヘラリズムがこのような ｢負わされたもの｣

を軽視していか 1ということはー ｢共同体論｣からのリヘラリスム批判に対する解答とな

っている点てもiE撃てあるが_平等論における差-)熊のfLL願 とのl私室ては､そこて差異とし

て取り上げられているものの多くがt人種や性別など､個人の選択によらないものてあっ

て､そこには先住民の間控の場合との共通性か見られ､そしてここから､単なる結論とし

ててはなく､読話の実質的な内容において距重な示唆が'T3られると思われるのて.ある｡そ

れは､個人の自我の問題や白点ノLC)問題とのつながりてある

キムリッカの議論によれは､リベラリスムにおいてt,選択の自由の条件としての 文化

の稲造｣か個人にとって奄要てあることが示されたがーそれはどのような文化のt,のでも

絹bないというわけてはなく.その個人がその下てそれまて生を送ってきたものてなけれ

(絶 ちなかった｡個人が生のあり方を選択するにあたり､選択される生の意味を知りーそ

れを自己に相応しいものとして選択するためには､その道桝の行なわれる職 ま自己の拭,す

る■文化の梢遥｣に支配されていなけ九はならないのてある｡そしてこのことはさらに.

選択を行う個人のTl･;する ｢文化の構造｣の寺酎寺が､その偶人の白花形成の不可欠の条件で

あること､また､その個人が自己の選択した'Jiを送るにあたってそれを価値あるt,のとみ
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tJL､その意味での自尊,Lを持つための射牛てあることーこれらのことを示しているので

ある

このように-先住民に関するキムリッカの議論によると､マイノリティーの特殊化の椿

調は個人の自我形成や白蕗Lの確保と結びついている｡そうだとすると､先住民以外の差

異の問題についてt,､差異の強調をリヘラルな平等の理念の要詔として考える余地が生ま

れてくるのてはないかと思われる｡なぜなら､人種や性別その他の差}LIiO淵鯛が平等要求

として主張されるとき､そこては個人の日録や自身LO)問題が念頭におかれているように

.巴bれるからである｡

(2)t'つともー ｢文化の楕追｣と人種や性別などの問題とを同一視してよいかどう別 ま､

さらに充分な検討を行うべき問題である｡

例えば､次のように考えられることもあるかもしれない｡｢文化の稲造｣はキムリッカ

によれば選択の対象ともなり得るものであったが､人種や性別は､選択の対象とはーまずー

なり子rlないのて､そうすると. ｢文化の稲造｣の場合と同じようには考えられないのでは

か 1か｡

しかし,差別とは厳密な意味ての ｢人稚｣や ｢性別｣をめくって/-巨ずるのてはなく､

｢黒人らしさ｣や ｢女性らしさ｣に関するものてある｡｢黒人だから｣とか ｢県人なのに｣

とかいうのは､ ｢黒人らしさ｣についての鮒 I勺な判断や期待があるからなのてある｡

さてここて､こうした r黒人らしさ｣の圧力をなくすことがて仰 )斐詔だとすると､こ

れは･†云続的役 割期待を選択の自由に依拠して拒否するのと似ている｡リヘラリスムは後

者を;=i'd)るのだから､同株に､ ｢黒人らしさ｣や ｢女性らしさ｣を拒否することは認めら

れることになりそうである｡この場合には､r,q'̂ らしさ｣や ｢女性らしさ｣は ｢文化の

絹遥 てはなく､単なる-つの生き方にすさか ､から､それを保話すべきだというAJ鵜与は

出てこか ､ことになる｡ ｢,T-L̂ として言iJd)よJとか ｢女性として言甜)よ｣とかいうのはー

過大な要求ということになるfL:ろう｡

これに対して､｢黒人としてiV隠 するJとか ｢女性としてで‡FにするJとかいうことが､

単なる役割期待を越えて r文化の稲造｣と結ひついたt,のてあれは､そうした要求が｣EIJ了

性をもつ可能性も生まれてくる 9̀1｡甥 人としての盟毛Jや ｢女性としてのIIVi凧 をこ

9)ように棚 等すると耶 tはーそれらは ｢'E'',らしさ や ｢女らしさ｣として点現される役別

鞘寺とは巽なったものということになる∴宅際､ 甥 らしさ｣や ｢女らしさ を求めるBl
跡 なくても一生の選択肢はf蛸 てき､白山なi宣桝が可能と考えらiLるからてある｡
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以上､スケッチ的にではあるがーキムリッカの議論の持つ合意をいくつか検討してみた

リヘラリズムに関してはt ｢文化の梢造｣という｢負わされたもの｣の位置つけが､また

平等の理念と差異との関係についてはtEHViJL､という価値がーそれぞれの問題の解明にi'i一

塵な中計かりを提供していることが示唆された｡このように､先住民の特別な地位に関す

る三品創よ 広し甥寸程を持っているのてある｡
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辻 壬五ltJ ロロ

締 ま 国内における先住民の特別な地位に関する英米の規範的論喜美の検討を適して_

この間題の持つ理論的重要性を様々な観点から明らかにすることを目的としていた その

目的がいかに果たされたかを.ここて確認しておこう｡

(1)第 1章でみたようにー先住民に特別な地位を与えることに対して理論的な抵抗があ

ると考えられるとき､それは次のような事情によるものであった｡すなわち､先住醐 寺

別な地位は ｢集団の権利Jてありt西欧近代の価値体系の中心にある ｢個人の権利｣とは

相容れないものだという想定が､多くの論者によって受容されているということてある｡

先住民の地位に関する規範的論議が痛発てない原因も､この想定の受容にあると見られる

のてあった｡

しかし､本稿の検討により､少なくとも､このような想定を見直す必要性のあることが

明らかになったと思われる｡第2董て分析したように､まずー ｢個人の権利｣と ｢男淵 の

権利｣(7)対止という凶式そのものが､概念として｡)†確にされるie､要があった｡このLI式は､

先住民の地(rLLとの関連で持ち出される場合､ ｢誰が脚Ilく7井旦い手てあるのか｣という叔締り

主体の区別によるものとしててはなく､ ｢匡1尺として誰にも言L'd)られる権利｣と ｢｢士】民の

一部にのみ言iJめられる権利｣の対立という意味て用いられている｡すると､国民の一部に

のみ特別な権利を言LJd)ることは､それ自体としては西欧近代の価値休系と衝突しないから､

問題は一国Rの一部としていかなる人々が選別され､彼らに対していかなる権利が与･えら

れるのかという点にあることになる｡

このように考えるとー ｢L臥 の権利｣と ｢笈団の権利 ｣の対立という想定を無批判に使

用するとー先住民の地位の間接の考案を混乱させる結果になることが予想される｡必背な

のは､この想定の眼底にある個人主義や平等や自由の理念に附する､さらなるf里解てあり､

摘 第2部における先住民の地位のf誓願の検討が､その意味で有益なものと考えられる

のて′ある｡

(2)先(出納 寺別を地位に関する本稿第2部の検討は､現代正義論の二大潮流てあるリ

ベラリズム と ｢共 同体論 (communltarlanユSm) Jお よび往薪 と結ひ

つきやすい '文化相対主義｣について､それぞれが先IjifLの指別な地位を権謹することが

可能か否かという乱貴から行われた｡

共同体論Jは､リヘラリズムによるj室状の自dlのL‡輔は 批■糾しー共剛本の伝統を托ETr1
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するよう主張する｡この特故から見て _ r共同体論 は先l潮 寺別を地位の榛護が可能

fJようにJejっれるかt'しれか 功''ー結論は必ずしもそうではか 1 '共同体論 にはその

主張に吟味を部分が多く､特定の問題についてC)J哉浩が不明であることが多い そのたれ

先住民の地位に関しても.いかなる態度をとるのかが子測し掛 1のである (第4章) た

だし､M･ウォJレザーは伊汐トでありt彼は､先住民の特別な地位には反対している｡この

描法はー彼の相対主義に由来することが明らかになった｡

ウオルサーの例からもわかるように､各文化の相対性を主張する文化相対主義は一指に､

価値相対主義的な立場であれはー先住民の特別な地位を催護できなかった｡それはまさにt

特別な地位を与えるべきか否かが､客硯的に判断できないことになるからてある｡価値相

対主義的てはない文化相対主義の場合はt先住民の特別な地位を擁護てきる場合もあるがー

それはリベラリズムなととも両立するものである (第5号き)｡

リヘラリズムからはー一見すると一国民は誰てt,同一の権利蒜稀を有すへさとの結論が

導かれそうてある (第4昔第2節)が､立ち入って考えると､′e･ずLもそうとは限らか ＼

ことがわかった｡この点て締めて興味深い言題翁を行っているのが､W キムリッカてある

(第6弔)｡彼は､選択の自由を重視するリヘラリスムは､ )窒釈肢に眉味を与える ｢選択

の場｣を平等に保障しなければならないといい.その ｢選択の場｣を梢成するものとして

｢文化の梢遥｣をあげている｡この耽念はいまだlJj7確なものとは言えないが､いわゆるは

読文化とか､[云黄砂勺な役割期待とは異なるt,のてあり､特定の室状を要求するt,のてはな

い｡r文化の稲造 ｣の一つの梢成要素は言語てある｡先住民はー特別な地位を失うと保留

地での独自の生活が不可能となってー独自の言詣吾などを失うおそれがある｡それゆえ､そ

の｢文化の梢遥 Jを保護すへくー先住民に特別な地位を与えなければならか 1というわけ

である｡彼は､文化にそれ自体としての価値を与えるのてはなく一日由の可能となる条件

として重視しているのである｡

(3)それては先住民の間掛 こ関する本稿の検討によって､個人主義や平等や自由♂ガ型念

の理解という点て_どのような成果が得られたのであろうか｡本稿ではt第 1部において､

先住民の地lrLの問題と怒掛 こ日払垂する現代正義論の基本rS願 としてー平等埋念と差熊の関

係という問題と_リベラリズムの自己哩解という問題の二つをI,'壬示した｡これらはいずれ

も､個人の自由な選桝の不可能ないしきわめて困難な所与としての 負わされたもの｣を

めぐる問題ということがてきる｡先住民の地位のTLt願 も､まさにこの ｢負わされたもの

をめくるr汀I題てあり､この点を適して上の-/)の間控と料 妄なFJIJ連があるわけである
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先住民の地位の問題の検討から､リベラリズムの問題に関しては次のような示唆が得ら

れた リヘラリズムは､それを擁護する者からも_ ｢共同体論 名のようにそれを批判す

る者からも､しばしは ｢所与｣を超越しようとするt,のとして哩解されている｡しかし､

リヘラリズムの重視する自由は､それを鮒 )前程として理論を組み立てればよいとい

うようなものてはなくー自由そのものの存立可能となる条件についても考慮を払わなL仇

はならないものである｡個人が所与として ｢負わされたもの｣の中には､このような臼由

を可能にする条件として重要なt,のかあるのてある｡先住民の地(立に関しては､第68_で

擬寸したW.キムリッカの言論 における r文化の梢道｣がその-つてあり､先仁E民の自由

を可能にするためには､この ｢文化の椙遥｣を保障しなけ九はならない この理由から､

脚 寺別を地位が捷護されたのであった｡

たしかにリベラリズムも､配分的正義に関する論争からもわかるように. ｢負わされた

もの｣の位置づけをめぐる問題を全く意識していなかったとは思われない｡しかし､リヘ
ラリズムの従来の三志副まー少なくともキムリッカが ｢文化の描遥｣と呼んだものについて

は恥じ､を払ってこなかった｡北米はもちろんのこととして､世界的にみてt,文イU伽こ多JL

的な社会の方が多いことを考えれは､このことたけても_従束のりへラリスムは理論的に

きわめて重要な問題を見過こしてきたと言わさるを得ない(1㌧ このようにー先住比の地

位に関する議論は､ ｢文化の稲造｣を含めた ｢負わされたもの のrtjJ控の重要性を一層HJJ

確をものとしている｡

さらに､先住民の地位に側する議論は､ここから､今後の正ぷ 昌の理論展開への屯要を

報 トかりt,提供している｡それは､白花の観念との関連にみることがてきた｡第7市にお

ける簡単な検討からも､ ｢負わされたもの｣を道徳的入棺との阻連でいかに位置つけるべ

きかという問題に関して､次のような示唆が門fられた.すなわち､rflわされたもの を

どう考えるへきかに関しては､それか幣に選択可能なものかどうかというlxI別をEq,Elltす

るだけては議論として充分てほなく､例えは､ ｢負わされたもの のそれぞれがEl由の条

件てあるかとうかというような実質的な理由がiE要となる｡そしてI rnわされたもの｣

をLE一視すへき場合､それを道徴TtJ人相の梢成安東として言紗)るか､あるいはそうてなくて

ら.単なる目的追求の墳源として消弛されるへきものとしての rf謎孟Jてはなく､迫御 勺

人格のji･:立に不可欠な価値として虫視するという方向で考えるべきことが示唆されたので

.芋)る.

(｣)またー平等の柁念と,Yi511.とのfJIJ係という問題についてはー以 卜のよっを示niが'T'l･ら
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れた

まず､第6責て詔介したキムリッカの試論によれば_一定の前提の下ではあるが一次の

ような結論を導くことが可能であった｡すなわち､先住民に特別な地位を与えることはt

単なる一時的な手段としてではなく～恒久的なものとして､平等理念それ自体の窄話と考

えられる｡そうだととすると_平等はそれ自体としては差異を要話しないという想定は維

持できなくなる｡第2董 第3節でみたように､ ｢逆差別論争｣ては差異の強調は1時的

なものと想定されておりー ｢積極的差別是正措置｣の正当性を言tnd)てもー平等の 里念はそ

れ自体としては差異を要請するものてはないという主張を依然として維持することがてき

たが､先住民の地位の問題の場合は､差異の強調は恒久的なものとして正当化されている

のである｡

このことは､先住民の問題を越えて一差別問題に関して次のような含意を持っている｡

すなわち､平等を要求する者が同時に特殊性を強調しているという寸i実は､しばしは不可

解なことと感じられているがー平等の哩劫 ､それ自体として差5'蔓を要詣することがあると

いう結論は､この不可解さを解くことかてきるかもしれないと考えられる｡もちろん､現

実に行われているTF等要求としての差異の主張が､た[こちに､仰 )賀詔として理解てきる

ようになるというわけてはない｡それぞれの差別間掛 こついて､またそれぞれの平等要求

に即して､検討すべき点はあまりにも多い｡もっとも､第7市で見たように､先住民の地

位に関するキムリッカの議論はーこの点についても刊卦かりを与えている｡すなわち､彼

の言う｢文化の構造｣の重視という主張は､†臥 の自推形成や日詰′LO)問題と結びつけら

れておりーそこには､平等要求としての差異の主張とt,適ずる点がイ瑚 -るからてある｡

このように､先住民の地位に関する誌論から､平等の椎念と差巽とのI封係についてもー

fi-重な示唆を指ることができたのてある｡

以上のように一偏 において_先住民の地位に関する喜ぶ旨が､その間掛 こLb)有の意表を

持つのはもちろんとしてー規掛 勺正議論の様々な甚木問題にもLf要な一日卦かりを与-えるこ

とがJjJちかにされたと考えられる｡本稿て磯われた正義論の諸問題をさらに追求すること

がt今後の課題となる｡
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注

第1部

(1)アメリカ合剰司においては､先住民の間絡 ま;?.]-L人間題や他のエスニシティ一問越

とは別の問題であるとされ､その ｢例外｣として論じられることが利 ～,

exGlaze｢(1975)p28 それは､先住民が保留地という特別のJt清形式を持っているか

らであるが､だからといってー問題の重要性が全くなくなるわけてはない｡問題の車苛性

を礁調するものとして､VanDyke(1985)p93 またー現実の状況の分析としては例外とし

てL埋することも許されるのかもしれないがー規範的試論としては､まさに ｢なせ例外が

許されるのか｣が問われな(ヤtはならない｡

第1章

(1)へーカン日983)231頁｡同巻末14頁からの文献ノミには､邦語文献も多数捌 ;kされ

ている｡

(2)アメリカ合衆Ejの先住民の法関係に附するだ御 勺な鮒 i托 して､Cohen(1972),

P｢rceACHnton(1983)

(3)アメリカ合衆国の場合ー制定法と条約を合計すると5000作を超すという｡

ヘーガン(1983)230頁｡

(4)E]木では､実定法研究としての先L主民法に対しては､ま{=それほと阻山ま占いと

は曽bれない しかし､次の二人の研究はその伊外である LFHl#Jl(1974)ー畑 (云明

日979)ー上円伝明日983)ー藤田尚則(1990)｡

(5)先住民の地位の提起する問題の棚 石島抑 圧要件に対するf軸等が進んていないこと

Lも､世界的現集と言えるたろう｡ILO規約に即して､この一[.L!1.を,TTtしているt,のとして､

Chnton(1981)p1057

(6)∨ar一Dyke(1982)pp289-29は､この対立を ｢リヘラルにとってのディレンマ と

述へている｡

(7)SrgleE､日983)p196

(8)I.･:潤 皮ブ3(1986)をとを参照｡

95



(9) ｢先住アメリカ人怯会平等法案 をとをめくる197｡年lt綾半の動きに関して.

C=nton(1981)pp980--982

日0)本稿 ･第2部 第4章 第1節ー第6黄 第2節を参照

(ll)cfHaclnty｢e(1984)p220-221

第2要

目)例えは･世界人権宣言第2粂および第7粂･ドイツ連邦共和Efl基本法第3条3項､

フランス共和匡旋法第2条なと｡識 別こついては､参照､和田践境目972)｡

(2)この名言は､銘萱での人種隔髭を容認した Plessyv Ferguson,163US 537

(1896)f'快におけるハ-ランや博の反対意見で初わて述へられたものである (〟 p559)

と言われるが-その後の害法論議の中で､さらにtilF等間掛 こ関する社会的論議の中で､

しはしは引用されることとなった｡

(3)それらの運動が､平等を要求するものてあるにもかかわらず､他J,て人種や性別

なとの蜜剤 こよって結ひつけられたものてあるということがー｣鳩 てfiをいかと感じられ

ている｡例えは､城田元子(1988)48頁｡差別撤廃運動に対するこのような印象は､選 助の

外てはさらに広く悠じられていると思われる.しかし､この ｢j･･Jf.-｣は､はたしてそれを

｢抱え込んだまま運動していくしかか ､｣ (同)性総のt,のてあろうか｡

(4) ｢るつは｣は日本てはしはしは ｢人種のるつは｣と表現されるがtこの rるつは

によって浴かされるのは､人種たけてなく､あるいは人種よりも､民族ないしエスニッ,/

クノレープと詰ひついた文棚 勺差異である｡ (この点に関しては､参照､阿部漕

(1986)430-431見 )従って･性別と詰ひついた差Ju･::i, るつけ て浴かされると考え

るのは･ るつほ の本来の意味からは拡大解釈であるとも言えるが､本稿ては同化の圧

1),lb､う,L!fjこ共通性を見出し､あえて性別も含めて論ずることと.J=

(5) るつぼ一論はーすく往て述へる rサラダーボウル のイメ-i,と同様､アメリ

カ9)現実を諮歩する社会芋的理論てあるとともに･ つの理想をよ現した価値郷 里念ても

I'る｡本文のこの箇所の蒜 告は前者の側面に関わるが､イ輔 の課題は縁者の則面に挟める

ものである｡

(6)Calabresl(1985)p28 [邦訳80-8頂 ｡1

(7)〟′d 邦訳81fl:.
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(8)〟 p30 [邦訳84頁｡コ カラフレイシはこの他､子育てに関する役割期待や

性道徳におけるタフル スタンタートを例にあげている｡ノ材 pi)29-31 [邦訳82-83､

84-86貢｡]

(9)n p29 [邦訳82貢｡〕

(10)〟 p57 [邦訳 160頁｡]

(ll)クロスヒ-(1973)316--317貫｡

(12)Cal∂b｢esl(1985)p30 [邦訳84貢｡]

(13)n pp31--32 [邦訳86-87貢｡]

(14)例えは､Fe｢guson日977)

(15)もっとも､この点に関してカラフレイシは慎重なf温度をとっている｡すなわちー

まず宗教の問題ては､多様な宗教が ｢るつは｣の中て完全に溶け切ってしまうことに反対

している｡Calab｢esl(1985)pp55-62 [邦訳 15ト 168貫｡] またそれ以外の問題て

も､単一の基準ではなく､集Efにとに異なった基準を適用したjTがよい場合があることを

示畷している｡M p32 [邦訳87貫｡]

(16)横谷要(1990)212貢b

(17)｢るつほに関する重要な卓は､それが起きなかったということてある｡｣クレイ

サ-=モイニハン(1986)3貫｡

(18)この間答は差別に関する文脈てしばしは使われるもののようてある｡ (一般にこ

のやりとりて問いを発する側は､差別に関する理解を欠いた者として描かれる｡)例えは､

払亘放映されたtあるテレヒ ドキュメンタリーてほ､聴覚に障害を持った人か ｢健常者

になる薮があったとしたら飲みますかつ｣という問いに対してー ｢いいえlと答えていた｡

皮膚の色や性別といった差異ではなく､通常は ｢か 1に越したことはないJと考えられや

すい障害を持った人がーここて ｢いいえ｣と答えていることは､重要な意味を持つものと

曽hれる｡

(19)｢区別｣と ｢差別 Iの意味の追いについては､本文て肥りしけた価柄Fり断の追い

という側面の他に､取り扱いにおける手脚 )有無という側面も考えられる｡例えは､｢ヲ‡

女て公共トイレを分けるのは区別てあって差別てはない｣という場合てある｡ここては

r区別｣も ｢差別｣も記述的芸味てあり､評価的意味は含まれていない｡例えは ｢fTfE帥勺

墓別は許される｣というとき､｢差別｣という語に ｢憩しき｣｢/ド正な｣といった意味合

いはなく､判こ｢格差のある取り扱い｣という意味たけてある｡
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価値判断の違いと桔差の有無という二種頴の意味はTiいに論理的に独立した関係に_Jlo,)

本丸 何ら平行関係にはない｡しかし 区別｣や 差別｣という語の実際の用法にLljいて

は､これらの意味が重なり合っていることが多く_そのことが言お昌の混乱をさらに招きや

すくしているのではないかとJehれる｡すなbち､ ｢それは差別ではなく､単なる区別だ

というとき､その含意はrそれは格差のか 1単なる区別であり､格差がないのだから言乍さ

れる｣ということであろう｡ここでは､暗黙の前提として､ ｢--俄に.ネ脚 )ある取り扱

いは許されないが.格差のない取り扱いは許される｣という判断に訴えている｡しかしこ

の判断は自明ではなくーむしろ疑わしいものてある｡というのも､格差があっても許され

る碍合があるし､指差がなくても許されないナ雛㌻があるからである｡前者の例としては､

子供に選挙権を与えないことー後者の例としてほ_完全に対等な条件における人種隔離が

考えられる｡誌論の混乱の原因としてさらにもうーっ加えなければならか 1のは.本文の

設例 (A.Bの二人が同一の種類の仕事をする例)からt,判るようにー格差の有無の判断

は､との観点を取るかによって変わり得るということてある｡

以上のことから.｢この分離は区別てあって差別てはない (f=からイこ､L'lてはない)｣と

いう主偶に対抗するには一次のように二通りの試論が可能てあることかbかる｡笥ト は､

その分離が格差のない取り披いてあることを前提にして､その不当性を主張することてあ

る,節二は､その分離が実は格差のある取り扱いとなっていることを,-T;し､さらにその不

当性を上張することてある｡例えはt男女の役 割分某を ｢単なる区別f=｣とする主FJ尉こ対

し､実はそれが支配従属という格差を伴った不当な関係を梢成するt,のたとして批判する

のは､この節二の言古告てある｡

(20)ケルセン日975)30頁｡

(21)これをさらに一般化すれば一日木匡旋法第1′l条1頂前段のような ｢一柳 勺平等

原則艶右｣(和田(1972)45･-47頁)と後段のような ｢個 )州畔槻 E｣ (同47-49ll)と

の関係という問題ということもてきる｡

(22)本文のこの部分の記述はー本稿の間完劉二間辿する限りにおいて､判例の幌向をさ

えガ)て簡鞄な形て述JV=ものにすさか ､｡参照､戸松(1977-8)一枚作(1989)第IX市｡

(23)参照一校JT-(1989)25頂 ｡

(24)石山文彦(1987)304--310頁は､この一つの試みてあり､人種や性別などの差y与

が分頒退位として利用しやすいことが差別意識との結びつきにつながるという,ti.を指摘し

た これは､利用しやすさという､いわば外[51-的な特と削こ注Elしたものてあるかー木精の
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考察はこれとは別の角度からのものとなる

(25)ケルセン(1975)30-31貢｡またtHesten(1982)pp548-556も同旨｡

(26)Heste〔(1982)p579

(27)放念(concept)とその解釈としての様々なconceptl0〔との区別については､

Rawls(1971)pD5--6 [邦訳 4-5貫]における ｢正義の耽念(conceI)tOfJUStlCe)｣と

r正義観 (aconceptIOnOFJuStlCe)｣の区別を参照｡

(28)石山文彦(1987)はー平等の散会を ｢諾個人のあらゆる取り扱いにおける差異のj占

準となるような分類の禁止Jととらえ_この取合がいわゆる逆差別論争に一定の方向作を

与えるものてあることを明らかにしようとする試みである

(29)もっとも､個人の利益を実現するための手段としてであれば_集団に権利を与え

ることへの政抗は少ないてあろう｡

(30)アメリカ合衆国の場合ー権利主体が先住民集団てあるものとしてはー自治柾の他

に､狩猟の権利なとがあるが_福祉のサーヒスをとは権利主体は先†旗 個人てある この

.bJJこついてはtCIlnion(1981)pp984･-986を参照｡実際問題としてもー耶 日射 こ(iむ先

住民は笈Eflとしては扱いにくいてあろう｡

(31)この論争を分析したものとしては､石山文彦(1987)317頁注10に掲げられた文献

を参照｡また､上坂界(1987)､西村裕三(1990)､Thernstrom(1987).CaPaldF(1985)も参

ETF･!

(32)石山文彦(1987)292--298貫｡

(33)匡正的正義の要請は､不正との均衡が窄諜されるから､無限に大きくなるもので

はてはない｡このことを塵碇づけるのか人間の発願という価値であることついてはt

Vlasdos(1984)p25

(34)理想状態とそれへの接近方法との区別については､Dv,o｢k川(1987)pp38-45

(35)石山文彦(1987)301-312頁は､この,(i.をさらに検討しようと試みたものて'･F)る｡

(36)匡正的正式のt窮 F'J･も絶対てはなく､他の価値と衝突することはあり子'‡る｡例えは､

政治的緊張が高まった或る社全て､その対立の-)うーのリータ-を､小さな犯罪を叩由に処

:召しようとすると､社会が大混乱に陥る可能作があるとしよう｡この粒合､rEiE的LEJ;の

嬰求に従うべきかで紬1よ 解答が自明な問題ではないと,uL_lbれる

(37)Freeman(1978).Freeman(1990) フリー7ンは､抜判1,kが,Yi別を伊汐卜的なfIbl人に

上る放言を持った刑蕊[･rjL.tとみなし一社会食休の状況から切り蔽して考えたことに上って､
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量刑の是正が回避可能となったと主張している｡

(38)Dench日986)p1

(39) 4̂p8

(40)ノ抄/i

(41)〟 p36

(42)テンチによれは､少数民族は私的レベ/レては日常的に有形無形の差別を受けてい

るが､他方､公的には平等が宣言されている｡平等を墨書す ることにより､国内的には､

少数民族の地位の低さは個人の問題だとしてーそれに日を閉さすことが可能となり.また

少数民族の内部はt平等の約東を信じる者と信じない者とに分裂する さらに対外的には

御 卜親を与えることによりー少数民族の保護を名目にLfL:国外からの介入を防くこと

ができる｡このようにして一半等が唱えられる社会て差別が続けられるのf=という

M Partl.Parl3

(43)江原由美子(1988)13頁｡

(44)rnllO7貫｡

(45は た､ ｢すてに平等な社会が大樹 こおいて実現してはいるが､ここて平等{=けを

唱えていては結局のところマイノリティーの利益が無視されていくことになるのて､平等

を維持するためにはマイノリティーの利盗主張を行うLe､要がある｣と考えf=暗合も､平等

実現の手段として差異の主張を行うことになり､差異の主張と平等柁念との閏(系は変わち

な･い,

(46)江原由美子はフェミニズムを ｢女性の利害を代演することを正tJi作の根拠とする

運動｣だと言う｡江原由美子(1988)19頁｡

(47)cFSc∂les(1981)p375

(48)例えは､江原由美 Fはフェミニズムの主張の ｢1E､Li作根拠 Jとして 卜叩 f里念

を.･')(ナている｡江原由美+(1988)116頁｡また､Scales(1981)p375し参照

(49)Bartletl(1990)P830

(50)〟 p831

(51)G マーフィーとJ･コールマンは､ ｢フェミニスト法′7- を 批判法7-の

一部門｣てあると言う｡HurphyaColeman(1990)p53 たしかに､価(llW,念カー特定の瀦

0)利益と結びついていることを根拠にして､中ilI_性を手,ej那 -るリヘラリス./､や†云紺1勺は竿

を批判する点ては､両者は共辿している｡また､フェミニスムを代衣する論者の り､て3)
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るC マ ′キノンの論文が ｢批判法学｣のリーティンクスに収め/,れてい ＼る

HacKlnnOn(1989) しかし､フェミニストの中にはー 批判法芋 に対して否定的な者i,

いる ex Nest(1988)p2.Scales日986)p1400n137 またそもそも､フェミニスムも

'批判法学｣もきわめて多様性に富んでおり､両者を簡単に比較することは囲窪である｡

なおーフェミニズムの概観を得るにはtドノウァン(1987)IJaggar(1983)が有益である｡

(1989).KalryS(1990b).Unger(1986).Altnan(1990)なとが有益てある｡

(52)Tushnel(1982日)P241-242 (松井(1987)21j引こよる紹介)

(53)F｢eema11日978)p1052

(54)松井戊記(1987)13頁｡

(55)R アンガーはこの点を意識している者の一人であろう Ungc｢日986)

Ⅰ爪｢Oductl0n,Ch2

r別遥性の欠如｣を指摘している｡｢これまてのところ占卿 勺契約法確論のイテオr7キー

批frLをもっぱら7ffとしており､ それに代わる新しい埋論の可宙新生やその具体的な姿に

ついては､_L'r)まり熟し､に論じてこなかったようてある｡｣内田を(1990)215.218乱 しか

しー内田も､ ｢批判法学 の理論的可能性が単なる批判しかないと考えているわけてはな

い 同 215-218頁｡

(57)法に対するイテオロキー批判が一法が⊥部の者の利益になっているという観点で

はなく一項rFする社会的偲力関係を隠蔽するという観点からのt,のてあることに､注Elす

′＼きてあると思われる｡cf Kal｢yS(1990∂)p4

(58)Peller=985)pp1180--1181

(59川nge｢(1986)Ch2

(60)HacKlnnOn(1979)Ch5

(61)Freeman(1990)r)lJ7

(62)同様に､ ｢法という制度形式は決して政i誹りに中立をものてはなく､すてにi,kる

一定の価値を体現している｣という主張 (ex Pe‖er(1985)pp1289.127日 t,(それ自

体は正当な主張てある)､あらゆる価値に対する批判として叩解すへきてはないと,EL',われ

る

(63槻lL丈米の規範的正議論はー ｢､円 増念と苑ブ･!とのf即系 に悦ルて充分7hl,Tt論を
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行ってきf=とは曽bれない 特に一二の 平等それ自体の要詣としての毒異Jという間越

を直接取り上げて論じたものは､ほとんと見iL絞 らない｡例えば､恥o｢kln日978)Ch9

し純尺 第八章]は ｢逆差別論争｣に加bっているが､ ｢平等それ自体の琴言fは してのIrr:

巽｣を論しているわけてはない｡

(64)もちろん､先住民に対して過去に加えられた不正について､仰 1が不要だと言う

わけてはない｡そのような償いの例に関しては.上田伝明日979)｡

第3葦

(1)リヘラリズムの基本哩念についてはー本稿 ･第2部 顎67話･第1節で.朽単に

触れる

(2)｢共同体論｣の代表者てあるM･サンデルは､J ローJレズのりヘラリズムにつ

いて､ロールスは､このように所与を超越するという｢カント的 な目的を､ カント的

てはない理論装irf!て達成しようとしたが一失,敗に終わったと述へている｡Sa〔de1日982)

(3)現代英米の ｢共同体論｣の代表的な文献としてーSande=1982).

Haclntyre(1984).Tayto｢(1979).Hal∠er(1983).Ba｢be｢(1984)があげられる｡なおー

共剛本論｣の社会的背景に関しては､井上過大(1990)7-9頁

(Ll)井上達夫(1990)9-15貫は. ｢共同体論｣の主張を7つのテ一七に整哩し_それ

らの相互関係を検討しており､ ｢共同体論 を概観するのに有益である

(5)井上達夫(1990)1l-14頁によれば､ ｢共同体論｣は大きく二つの～和一Lに分けられ

る -つは､ ｢特定の共同体の歴史と伝統の内に稚め込まれた共迫の善さ生の構想を､成

を'lf;る諸個人の自同性の基盤および自己実現の指針として､若折 ･発展させることを脈 i

の削 勺とする立場｣ (波線芸者)てあり､i,う一つは一 一位FTJ.)に r公共の･i了柄への共同参

加とi亡主的自己統治に､諸個人の間の共同性の杵を求めるJIT.luiてある｡本稿の横言,け る

)胴 体論｣はー上として前者に反するものてある｡

(6)i三択の自由を公権的に制約するものが舷′NijiのTF.1L'iiの紫IkLに限られていることこ

そが､リベラリズムを特徴つけていると.=言ってよい｡すなわち､リヘラリスムほ止ふとlLTTf'

とをrx-_別Lt正義は書から組立に (あるいは ｢中立に｣)正｡i化されねはならtj･いと･顎言fIJ

L､卓越主義 (perfectlOnisTn) を退けて､善の公権的に実現すること

を相打したのてある その結果ー選択さるべき.I;-に対する.T,lJl･J.)をJF_1Y-,iにhiLないという!.'･.
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に限定することt,､可能になったわけてある これが､ .Y,- (good) にかけ 7Jlr

(rlght) の優位｣てある｡Rawls(1971)()31 井 ヒ迂犬目986)216-217爪は

これを ｢正義の書に対する 『基底性』Jと呼んている｡

(7)Sander(1982)p22

(8)〟 p62

(9)/4pp160･-161

(10)̂4()163

日1)Taylo｢(1985).esp pp189.209

(12)Halze｢(1983)pp7--10

(13)Haclntyre(1984)p220

日4)Ray'ls(1971)pp101--102.

日5)Rav''ls(1971)p72.Duorkln(1981)pp306-314

(16)この用語は､R ドゥオーキンのものてある｡ D≠orklrl(1981)pp302--304

(17)No/lCk(1974)p228

(18)森村進日989b)20卓｡ノースイ'ク自身0)｢自推｣に関する ｢哲芋的説明｣は､

NozICk(1981)Chlて与えられているが､そこての試論はrl%LJの経過と白花の同一仕の悦】

†宗に附するものて､Ieザ Lも配分的正義に脚する問題とは持続しか ､ように,ElLl'bれる｡
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第2部

川 本稿ては､先住民の法的地位に関する議論でも､以下のような議論には立ち入▲■,

ない その一つは､ r先住民に特別な地位を5-えないと_Lll内が政治的に不安定になりー

内乱や外国からの介入といった事態を引き起こしかねないから､彼らに特別な地位を与え

るのだ｣というものてある これは過去の歴史から得た教訓に濃く議論であるが､同時に

政治的不安定化を引き起こすたけの力を持たか 1先住民には特別な地I立は不要との結論も

導くことになる｡この議論に関しては､Kymllcka(1989)pp215--216を香照｡

l 本稿が立ち入らないもう一つの議論は､国際法の軌 某から先†主民 ｢政府｣の独立国家と

l しての条件を論ずるものてある｡この場合も､ 実効支配Jが独立同家の要件てあれは､

上の国内安定を目的とした試論と同じ帰結を導くことになる 先住民問題に対する国際法

の対応については､ P｢lCe良CllntOn(1983)pp29-38を参照｡

また､.村T苗の阻′LJま先住民の ｢特別か 也位｣に向けられているか､それは ｢自治 1のみ

を指すわけではない｡rl内的自治は先住民に対する等‡別fJiいの･TT甥な要素となっている乃一

自治というri左r7Tの権利｣の他にも､彼らはIl占1人としてu与;31Jな枝いを受けている暗合が

多いのてある (第 1部 第2串 第2節を参照)｡自治権は､特別の地Il'I.か目指している

El的を実現するための一つの重要な手段として位LF'_iっけるべきで_チ)り､それ自体が目的と

考えられるへきてはない｡部族内の少数者のI三㌢願は､この点にも関連している｡アメリカ

の先住民の自治要求については､上田伝明日979)を参照｡また､カナタの場合については

加藤普尚日990)第五章を参照｡

窮4苧

l 川 アメリカ合衆匝抄先住民との合意を条約という形式で表すのをFLめたのは

1871年であった

(2)すべての先住民に市民権がJ=j-えら九たのは比中節勺舷近のことて､アメリカのJ!,',J.]i

l は192絹 ーカナタに至っては196.年である なお_棚 註(13)も巻照｡

(3)アメリカては,】9世紀前半に連邦姑高鼓が先住民各部族を r[司内に脚 -る従

T東田 (domestlC dependent natlOn) と 見 な す J,･え 方 を

fl'ちJJ.し､そiLL:J凍ー各部族は完全を独立同てもtlnllの Jllてもない>_いうI:LlF.≡つけが･,i_
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若しー今日に至っている｡この判例についてはー上田伝明日974日9--20.40-52ElL

上田伝明日979)118-129貢､田中英夫(1968)334-337貫､加藤普章日990)

134-135貢などを参巧｡ ｢疑似的主権｣とも言われるーこの位置づけについては､

P｢lCe良CIrnton(1983)pp66-68.265､267.277を参照｡ またt市民権のない時代に

おける先住民個人の帥 也位に関しては､Cohen(1972)p155 を参照｡

(4) ｢同化｣や ｢統合｣ (またtそれとの対比て ｢多棟性｣や ｢分担｣)の放念は､

定蒜するのが容易ではない｡社会学においては､ ■asslmユ1ation一一

'incorporatユOn'. -1nClusユOnl な ど の 用 語 が あ り t そ れ

らの間の紋妙を区別もー論者相互間で異なった区別がつけられたりするようてある｡区別

の基準としては､ ｢制度上の等しい扱いの問題か､社会の現実における均質化の閉経か｣

とか､ ｢前者としてみた特会､それは政治的権利義務の問題か､社会的 経済的なFdE願 t,

含むのか｣､ r後者としてみた場合ても､それは経済生活に関してか､服装や髪形などに

至る文イ抄勺要素まで含めるのか｣とか､あるいはまた ｢強制的な要素を含むか否か｣とか

の拙 宅が考えられる｡ cr Go｢don(1975)pp105--106

しかしー本稿て ｢同化｣ないし｢同イ出た策｣と言う場合は､制度 現実のとちらの側痢

をも含むものとして.静やかな意味て用いている｡それは､歴史的にみて､制度上の等し

し噸 いと社会的現実における均質化は一体のものと考えられていたからてある｡これに対

して､特に制度上のFLl腰に限定した場合は､ ｢同一の地位｣ないしr同-の権利義持｣

(またその村政念として ｢特別の地位｣)と表現することにする｡後に明らかにされるよ

うに､問題の一つは､制度上の同一の地位と社会の現実における均質化との関係である

(5)部族の多杖性に関してはーヘーガン(1983)229-230貫､冨田虎男(1986)3--12EJL

また､カナダの先住民についてはー加藤普章日990)64-66.95--96.103--105頁

(6)その例については､冨田虎男(1986)190-191貢などを参軌 アメリカ倉沢l印こ

ついてみると､歴史上､部族内の対立が連邦政府との関係に筏雑を形背を与えていること

がわかる｡

(7)先住矧苦願に附する法帯域の多さは､Cohcn(1972)の目次に掲げられた項EJの数

からも一目瞭然である｡M ppXLX-XXIV

(8) ｢保留地｣とはー19世紀中柴に先住民話部族と連邦政府の問で結ばれた諸条約

あるいは連邦議会の法令に盛き､先住民の従束の広大を土地と引き席えにtii証された掛或

0)ことである｡1980年現在278の保新 色がある｡その広さはは,Zであり､合いrする
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と22 6万平方キロになる｡なおーすへての部族が保留地を持っているわけではか ､し､

保留地を持っている部族について見ても､すへてのメンハーが保留地に住んているわけて

はか 1｡特にー都市部に住む先住民は先住民全体 (1980年現在で142万人)の半数

を越えていると言われており､先住民問題を考えるときに見落とすことのできないLE人を

問題を提起している｡以上については､冨田虎男(1986)6-8頁ーPrlCe良CIIntOn

(1983)p77

(9)アメリカの先住民政策を槻 するものとして､上田伝明(1983)第3章節3節､

加藤普章(1990)13十一133貞､Pr)ce&C=nton(1983)pp68--91近年の先住民政策に

関しては､Gross(1989)がある｡

(10)25USC §331etseq なおーこの法律やーこの時代のそれと同様の政策に

ついては､上田伝明(1974)第3章第1節_冨田虎男(1986日68-174貫t

PrICe良CllntOn(1983)pp78-81 を参照｡

(ll)富田虎男(1986)168頁｡また､ヘレン ジャクソンは 『恥辱の一世紀』

(1881年)のなかで白人による先Ll頚…征服の歴史を描き､この犠運に拍車をかけたと

言われる｡清水知久(1986)106貫｡

日2)｢単独所有賛成派はー部族制度の下では数人の世Il.軌たインティアンが地味呈まか

な土地を独占してしまう_さもしい様子を想い描いた｡｣̂ r ガン(1983)190頁｡なお､

このような理由づけが､単独所有賛成派の主張する他の根拠 (r個人所有制度によって物

質的欲望が労倣 され その結果として先住民の生活水準が引き上げられる｣というもの)

と必ずしも整合的でないことにつき､Hagan(1971)p206

(13)1924年に ｢インティアン市民権法｣が成立しーすへての先Li民にrF民権 が ラー

えられることになったが､すでにそれまてに､ ｢トース軌 による土地の割り＼1てなとを

適してー先住民のおよそ三分の二は市民権を子等ていた｡Cohen(1972)pp155

(14)｢連邦管哩終結政策｣に関しては､冨田虎男(1986)194-197貫､ヘ-カン(1983)

213-217頁tPrlCeaCIEntOn(1983)pp83-86 を参照｡

(15)P｢1Ce&CIlntOn(1983)pp83-85

(16)PrlCe&CrlntOn日983)p367 テキサスのアラハマ クーシヤタ族の粘合は､

連邦の責瀬を州が引き掛 ､た伊汐卜的事例てあった｡この笥例については､ヘーカン(1983)

216貢｡

(17)連邦はさらに,先Ifleの都市への移はを卿 -る ｢再配遊
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(relocatユOn) 政策 ｣も行 った これについては､ヘーカン(1983)218fi

Pr】ce&CllntOn(1983)p86 を参照｡

(18)へ-カン(1983)215-216貢､富田虎男(1986)196貢､Pl､ICe畏CFlntOrl(1983)

p86

日9)25USC §1301etseq

(20)PrlCe良C=nton(1983)pp265--266.Schwartz(1986)I)∩366-370

(21)P｢lCe良CHnton(1983)pp263--265,Schwa｢tz(1986)I)P378--371

(22川eston(1971)pp265-2671Schwa｢t～日986)p371,Svenssoll(1979)p432

(23)カナタにおける先住民の歴史を槻 するt,のとして､加藤普章(1990)64--75頁

(24)これは_1969年に rJust Soclety■ との標語の下で､トル

ドー首相が政府の方針として掲げたものてある 加藤普章(1990)71-72.152頁､

KymllCka(1989)ppILI2--143を参照

(25)Po｢ter(1975)p296

(26),a ～)295

(27)〟 p297

(28)M P298

(29)｢トース法｣のJHLIJfUこ関しては.忘r;田虎男(1986日 73-17AEJT､清7畑 J久(1986)

106-108貢を参照｡また ｢連邦管理終結政策｣については､ヘーカン日983)213-215

貢､清水知久(1986)132--134貫tP｢ECe&C=nton(1983)pp83･･-85を参照｡ インデ

ィアン公民権法｣については.P｢lCe&CllntOn(1983)pp86--88を参照｡

(30)rある道徳哩論が個人主義的だと言えるのは､それが人間中心主義的

(humanlStlC) 7LL道 徳 で あ っ て ､ い か な る集 合 財 (collective

good)にも内在的価値を認めない梢合てある｡∫｢人間中心 主蒜とはーLr')(-,ゆる

ものの善し悪しの説明やLE当化がt究極的には.そのものが人間の′巨や/ka)邪に対して､

現実にいかなるLTi-献をするか､あるいはいかなるri一献が可能かという丘から,YS.LjJ,されると

主張する止ナ韻てある｡｣Iモa/(1986)pp194.198

(31)Dv,ork川(1983)p23

(32)Dy,o｢kln(1978)p180 【邦訳 238頁｡]

(33)J ロールスはこれを r道徳的人指としての人間｣の平等と炎現している.

Ra≠ls(1971)p511
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(34)恥ork川(1978)p368

(35)MymllCkaH989)p140

(36) ド-ス法 その他による土地割当政策C))諒掛 こついてはー上田伝明日974)

第三章が詳しい｡その他ー富田虎男(1986日 73-176頁tへーカン(1983日 90-199貫t

清水知久日986)108-110貢も参照｡

(37)富田虎男(1986)172頁｡

(38)へーカン(1983)191-193貢には､剖当地の賃貸制の導入から.先良民の後見人

として財産を管理することー相続の利用 (偽装結婚なと)などの例があげられている

(39)上田伝明(1974日 03頁､富田虎男(1986)176頁､ヘーガン(1983日 95貢｡

(40)へーカン(1983)179--182頁｡

(41)清水知久(1986)109-110頁tへーカン(1983)196月｡

(42)富田虎男(1986)176頁｡

(43)｢越邦管f朝を結政策｣の帰掛 こついては､'i;.1田虎男(1986)195-197頁､

ヘーカン(1983)214-219点､(F'17k知久(1986)133､138fiJ､NoLe(1987)pp533-534を参

-;_こi'

(44)PrlCe&Cllnlon(1983)p86

(45)前者はメノミニー族､後者はクラマス族である｡ヘーカン(1983)216-217頁､

描7畑 l久(1986)136-137頁｡メノミニ-族は1973年から巾ひ辿邦と特別な関係を持

つことになった｡LeagueofWomenVoters(1986)

(46)へーカン(1983)218頁t清水知久(1986)134-136貫｡

(47)ド-ス法がその適用を除外していた部族のうち､ ｢五部族には､トース法の大な

る効果てあるところの白人移住者に割り当てられるへき余剰他をつくり出しえないことが

明瞭であったから適用されなかったと考えられる｣｡上田伝明(1974)99貰｡

(LI8)冨田虎男(1986)194虞｡

(49)r同化が唱えられるとき､現実には必ず同化の理念を実切ることが行われるのだ

から､同化の理念は唱えるべきでない｣という主弓尉よ可能である しかし､この主弓泊ま

r同化を唱える行為｣を批判するものてあり､ ｢同化の稚念Jを批判するものてはか 1

このことは. ｢平等を唱える行為｣の批判と r平等の理念｣の批判との区別にfllJしてー那

1部 節2市 節4節て述へた｡

(50)へーカン(1983)212f‡
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(51)PrlCe&Clln10〔(1983)pp21-22

(52日d p23

(53)I部族裁判所は耽念上も実際上も､白人のシステムを､それt,F手に福写しただ

けのものだった｡,しかもーそれ以降も部族政府の中J山ま｢部族協議会｣てあり, 部族

鼓判所の役割はきわめて限定されていた｡ 110n【Z(1983)[)308 またー制定された部族

書法は ､ ｢内務省の示したモテルにならって作成された｣ものが多くー｢信じられないほ

ど高い比率の規桔化｣が手引商された｡富田虎男日986日92貢､Kelry(1986)p254

(54)へ-カン(1983)212貢｡

(55)P｢lCe&CllntOn(1983)p24

(56)以下に描くモテルは､KymJICka(1989)pp146-147を参考にしたものてある｡

第 5章

(1)KymHCka‖989)pp22Cトー244は､M ウォルサー､M マクドナルド､C テイ

ラーの言古昌を横言寸しており､木綿てもM ウォJレザーの試論には言及するが､後二者につ

いてはで弾め1人下てきなかった｡

(2)チェロキー族に関して､冨EEE虎男(1986)124-131氏

(3)Sande=1984)p17,Sa[deH1989)

(4)Halze｢(1987)pp36-塙6

(5)この点を脚 荷するものとしてー】aEdron(1989)pp581-585.RosenbLum(1987)

P172 また.SelznICk(1989)pp512-513は､アメリカ連邦滋高裁の判決を分析し一

一共同体 や r伝読｣として何を念空尉こお(かによって∴F仰 の,E-jiが分かれると述べて

いる｡

(6)uald｢on(1989)p582

(7)Hac凧y｢e(1984)pp221-224は､いわゆる通俗的な保て主義者のいう '(云読 ｣

とは只なり～そのような TT云詫｣をも自由に批判できるということが_本当の意味ての

｢(云競JT=と主張している｡また､ r共同体論｣に対するりへラリズムからの応答の中に

7む ､ √リヘラリズムこそが我 の々(云続だJと言う主張がしばしば見られる｡

ex舶Id｢onH989)pl)585--589

(8) 共同体論｣に対するリベラリスムからの応答および批判として.
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恥o｢kJn日989).KymllCka(1989)Chps4&5,She｢日989).1･1 サンテルの ■共同体言合

に対するリヘラリズムからの批判として､井上達夫(1986)230-240頁､井上達夫日989)

135-153貢がある｡

(9)以下の検討の中ては､九l ウナ/レザーに触れることになる｡なおー

森村進(1989b)16-29貫は､A･マッキンタイアに即して ｢共同体論 ｣と文化相対主義の

関係ーおよび文化相対主義の含意の検討ないし批判を行っており､本稿の問題である r特

別の地位の是非｣に関しても､い<つかの示哩を得ることができる｡

(10)本稿てはーこれ以降､先住民の部族社会の外側の社会を ｢白人社会｣と表現する

がーこれはもちろん､議論を容易にするためのものであり､ ｢白人｣I,J外の人 の々存在を

忘れてはならない｡

(ll)｢相対主義｣の分頴 整理に関しては､加藤新平(1976)464-566頁､井上遠大

(1986)ll-14貫を参照｡

(12)例えは､碧7純 一(1973)､加藤新平(1976)517-533頁､長尾龍一(1981)､

長尾託 .(1985)､田中成明日984)181･--182頁｡

(13)Ha一/e｢(1983)p312

(lLHM I)31Ll

(15)/A/d

(16)〟 p39

日7)M I)p38-39

(18)舶】ze｢(1982)

(19)Ha17e｢(1983)p39

(20川al∠er(1982)p6

(21)KymllCka日989)p233

(22)M p234

(23に 九に相当する見解をー加藤新平(1976)467･-468,512-516頁は 歴史的相対

的な客観主義｣または ｢相対的客観主義｣と呼び､井上遥犬目986日3月-は r非普追主義的

相対主義 と呼んている｡なお､念のために言い添え九は_客観主義的 文fヒ相対主義は

r時代や喝所によって正しいとされた価値体系は巽なる｣という単なる経験的主張てt,杏

い

(24) ｢正 蒜 の 状 況 (clrCumStanCeS Of justlCe) Jは ､
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D･ヒュームに由来する耗全て､J ローJレズなどもこれを剛 1ている｡RaWls(1971)

p126

(25)なおー以下て髄 すする議論はー必ずしもそれと同じ三Lf論を明示的に行っている論

者は見当たらか 1ものの一客或主義的 -文化相対主義を暗黙の前提として受容している論

者はかなり存在すると考え､その前提と先住民の特別な地位との関係を､独自の再捕成に

より分析したものである｡

(26)これについてはー富田虎男(1986)13--17貫などを参照｡またt r自治｣およひ

r独立圧隊 ｣の要求と本稿の問題との関係については.祈2書帽廟の註(1)を参照｡

第6章

(1)KymJICka(1989)

(2)なお､J ラスはー自律というの理想を擁護しつつt,､それを卓越主_1Y=iiの､土椙と

結びつけて}えており(Raz(1986日 ､これをとのように哩即すへさは問題てある｡ラス

はー卓越上品批糾こ応えて､ ｢何が正か｣の判断よりも ｢何が登か｣の判断において誤り

やすいと々 える哩由はないと主張している (M p160)｡ ｢中越主義｣という用語の和

解が異なるという可能作も考えられるが､一つ明らかfL:と思われるのは､ラスの場合､

｢普｣の多様性が､その ｢通約不可能性｣ (ここの文脈て言えは､価値は単なる主観的

J=空清jf勺なものてはないが､複数の価値の間の優劣はつけられないとする考え)として捉え

られており(〟 pp395-398)ーその結果､圧操による者の促進を言L'd)てもーそれは必ず

し7i'特定の善だけを日子計㌻ことにはならず､抑圧的なものにはならないという帰結を導く

ことが､叶能になっているということてある｡ラスは､白/TEの条件として､多様な選択肢

の存在をあげている (/4pp373-377)が､これがノ締 て慌 すするキムリ/カの議論て-I-fE

要を役割を果たす r文化の指這｣の維持ということと同様なものとすればーラスの議論は

まさしくリヘラリズムに民すると考えてよいと,LPbれる｡

(3)r誤る｣とは.卓に主観的に r気が変わっtL:｣ということてはなく､客榔 '･)に川

断を誤るということである｡リベラリスムが善の価値相対性を前掛 こしていか ､二とは､

多くの論者ク淵ミ謝するところてある｡

(Ll)cx Dv'orkln(1987)p34--36

(5)この r中立作 の解釈には､多様なt,のが考えられる｡Ra/(1986)Chps5良6fi.
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その主要なものとしてー正義が特定の善を促進 妨盲する結盟とならないことを要求する

立場と一正劫 言特定の善の正しさや誤りを理由にしないことを賓ニFする立場をあげている.

(6)J ローJレズがー彼の正義論の主題を r基本財 (primary

goods) の配分という形に表現 した(Rayls(1971)p63)のは､この考えの現れて

ある｡すなbち､配分を受けた後の基本財の使い道は､各人のilL-任になるわけである｡

(7)第 1部 ･第3苛 註(16)でも軌 たように､ 入棺 と r環境｣という言票は､

R ドゥオーキンの用語であるがーこれに頴する対耽念はー配分的正義を論ずるために不

可欠である｡それは､配分の基準を考える前に､そもそも何を配分の対象とするのかを決

めておかなければならないからである｡

(8)KymlICka(1989)p186

(9)/4 p164

(10)/4p165

(ll)r我々はー頻 の々言語と歴史を媒体として､稚/Zの手にしている諸 の々選択肢

[の作在Jと､それらの意味とを､認識するに至る｡そしてーこのことが､いかに生を送

るかに関してf望性的な判断を下すための前提条件となっている｡J /諺/d

(12)/4pI)166--167

(13)｢[｢文化の梢造｣としての]文化共同体は､ ･かりにその構成員たちが､伝

続的な生括杖式はもはや従うに値しないと考えるようになっても､イ)才EL続ける｡｣

ノy p167

(14)｢[先住民の ｢文化の構造｣は､ ｢白人社会｣のそれよりも失われやすいのたが.

そのような不平等は〕先住民の人/,,の選択とは何の関係もない｡まだ人生の日漂を持って

いない-_歳のイメイ ′トの少女も､この不平等に晒されている M p189

(15)/4pp186-189 キムリノカはここての説明において､r'L ドゥオーキンが配

分的正義を論ずるときに使った仮設的オー'/ションという確論],苺紺.;を借用Ltそれを多Jt
的文化の状況に適用している｡

(16)M pp146-150.194-195 キムリノカはここて.本文にあげたような,tI_一体的

問題への対応についてそれぞれ簡単に検討している他一光lt民と結婚した ｢白人｣が保5,'

他に入ってくることに伴う問題 (人口の増加ー部族社会の梢成i主としての認定など)にも

触れている｡

(17)/ypp172--173
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(18)M r)pl73--177.192-193 -むし｢特別な地位 を嵐止して先住民の 文

化の構造｣が崩増したら､そのときに初めて補償を与えればよいという考えは､誤りてf)

る｡なぜなら､:目的追求のための資金を得ても､その代bりに払った犠牲がーそれらの

目的がその下で初めて追求するに値するものとなるような ｢喝 (context)

を失うことであったらt代わりに得た資金は何の助けにもならない [からである】

ノyp193

(19)M pD166.175--176.192-193 この見方はtr旨アフリカてアパlレトヘイト

を維持しようとする白人や､カナタて ｢宥和 計画を進めようとする白人にも､共有され

ている｡ ｢そうでなけ九は.なせ､或る人に 『あなたの民族には何の歴史もありません｡A

と言うことが､個人であるその人自身が無力だというイメージを伝えることになるのだろ

うか｡｣M pp175-176

(20)̂4p166

(21)M p167

(22)M f)170

(23)〟/d

(24)｢〔自由の制限という】こうした手段をとるにしても､それが唯一正当化可能な

のは一 文化の特根のあまりにも急激な変化にともなう術撃を糸J3和するための一時的手

段としててある｡｣ノ抄/d キムリンカは､カナタの一部のインティアンによる特別な能

利の要求がーこの種の理由に依拠していると指摘している｡M p171

(25)ノy pp165,168

(26)キムリッカが r歴史｣に言及しているのはー彼の言う｢文化の稲造 は時間の雛

説の中て (その意味で ｢歴史的に｣)しか形成され得ないことを述へるためてはないかと

i,,EELl]jったる｡キムリyカの次の一節はーこの点を示唆していると考えらナLる｡

｢i三択肢や選択行為が誰々にとって意味あるt,のとなるフロセスは､芸 か勺歴史的な

プロセスである｡或る行動が我々にとって意味を持つのか合力1まー花々に対して言語

か､はたして､またいかに､その行動の持つ意味をJtき生きと示すかどうかにかかっ

ている｡そして_志 吾がいかにしてこれらの行動を生きノときとしたt,のとして見せる

かというのは､我々の文化的遺産のr苦提巨なのである｡ M p165)

｢檻史の物語｣を ｢文化の稲造に｣含めて考えるぺきてないti,う一つのf聖由はt r民

族のj浩史的体験 ｣などといった物語を r文化のWJ造｣に令めてしまうと､指定の/とのあり
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方を要求する伝続的文化と変わらなくなってしまい一級のリベラルな描法とは相容れなく

なる可能性が高いということてある｡

(27)｢我々は､たとえ他の言喜吾と文化を習得する憶会を与えたとしても､人々をあっ

さりと一つの文化から他の文化へと移植することはてきない｡｣〟 p.175

(28)/4pp170.171 ｢[リヘラリズムの]長期的な目ほたる正義に適った理想的

共同体とは､すへての個人が､自らの相応しいと才える生を追求する政樹杓自由およひIfJ-

民的自由を､その範囲を少しも制約されずに有しているような共同体てある｡

M p171

(29)n pp195-198 ｢リヘラルな平等理論においては､マイノリティー集団に対

して文化の構成員であることの重要性を符極的に言.LVP)るという原f里を点せする嘩由はー同

時に､それらの集団の指成員個人の諾低利を秩棒f仰こ認めるという原理を尊重する理由て

t,ある｡｣̂ 4p197

(30)〟 pp198､199

節7号

(1)KymllCka(1989)pp202--203

(2)自己の屈するt,のとは異なる r文化の梢追｣を選択することは､ ｢高くつく｣た:

けではなくーそもそも許されないか､さらには不可能てはないかという疑問があるかもし

れない｡しかし.そのような疑問は､キムリッカの言う｢文化の梢追Jと r文化の特徴 J

を同一視するという誤りに基いている｡

伝法自明生育期待を内容とする ｢文化の朽拙｣はーそれを同一のまま保持しようとすれば

その役<li.1供持得に従わざるを得ずー ([云綻文化の内筆iが移民を柿板的に送り.T.すというt,の

てt,ないかきり)他の ｢文化の相違｣を遥択することは許されないてあろう｡しかし､辛

ムリッカにとって維持すへさなのは､そのような梢JTの善を胎示する ｢文化の特徴Jては

なく､ ｢文化の梢追｣の方なのてある｡剥汀写すへきなのが ｢文化の梢追｣てあるかきり､

伝続的な役割期待に拘束される必要はないわけである｡

またーそもそも他の r文化の稲造｣は選択肢たり行ないのてはないか､自己の ｢文化の

稲造 からは他の r文化の稲造｣の意味は哩解できず_従ってそれを選択肢とすることは

不可能なのてはないかとt,考えられるかもしれない しかし.r‡己の 文化の硝造 は何
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し開lLf=体系てある必要はなくー｢稲造 あるいは 媒体 なのであって､そのレンズを

通して他の 文化の稲造｣を見ることは不可能てはないはずで57)る 椙民を送り出す†云紙

があるとすれは､その例証となるだろう｡ 稚々は､自分が選択した目的を疑問にト｢㌻nT

稔性を持つ条件としてー社会の外に出る必要はないし､社会に先行した存在者であるJe確

もない｡ (n p15)のである｡ (ただし､キムリIL/カのこの一節は､ここてのものと

は異なる文脈に関するものてある｡)

(3)慮村進(1989a)は､このような自我観念を提唱している｡また.R ド,/オーキ

ンt,､ ｢界菟｣と区別された r人格｣の中にー目的や善の観念を含めているし､J ロー

ルスも ｢道徳約人桔｣の中に一書の観念や正義慈覚を含めている｡RawFs(1971)p505.

恥orkln(1981)pp302-304 ただしー後者の二人については､そのことを､本文のすく

あとで言及するような自我の自己同一性の問題に､過勤させる趣旨なのカ1よ明らかてない

が､特定の漁場 全てはなく､書の執念を持つ ｢能))｣を道徳的人格の相成要素とするこ

とによって､自己同 唯の変容という･)7比与を避けようとしているように思われる｡

cfRawls(1971)D505

(4)ただし､キムリッカによれはー ｢文化のlIyJ造｣は､発て去ることはてさか 1

'[他の言語や文化を･EJ,7才Tfてきたとしても､]或る人の育ちはあっさりと消し去ることの

できるようなものてはない｡それは､その人が{これなのかということを梢成する要点であ

り､そしてこれからt,そうてあり続ける｡｣Kymlrcka(1989)∩175 従って､これを比輸

的にいえはー ｢文化の稲造｣はーまず生まれ育ちによって特定のものを着せられ (｢負わ

され｣)､上から重ねて着ることはてきるが､いったんで,=てしまったものはもはや脱ぐこ

とはてきないということになる｡そして_上からLEね1Yiしても､その下に着ているt,の7)I

見,,L陀九することになるだろう

(5)この場合､キムリノカの言う｢文化の梢造 がーいわは r基体 J としての人相に

当T=り､キムリッカの言う r文化の桔散 ｣が､その時その時の人指の巧拙に当たるという

比吟的な並行関係を想定することがてきると思jっれる｡

(6)このことはーこれらの目的や善の彰と会が自由の発作にはなり手Lをないという趣旨で

はない,何らかの善の執念を持たずに､その弟の観念を柴てるという選択をすることがで

きるであろうか｡

(7) 基本fI'+さ変財｣や り占木財｣は受け肥ることをErT!再てきるてあろうか また.

それがてきるとしても､許されるてあろうか これは､ r｢ト桜の臼FLlにもrJiJわZJl'り過て
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あり､ここての文脈(コIPして言えはー ｢根無し草 になるという選択の可否 当再の間.LE

でもある｡

(8)しかし､とのように地域を区切っても､その中に必ず少数者は生まれてしまうか

ら､先圧民の特別な地位が保留地と結びついたものとしても､保%'地内の少数者のF昔1越はー

地域的にまとまっていないマイノリティーに関しても手掛かりを与えるt,のてあろう｡こ

のことは､第5章 第2節て慌 寸したM ウォJL,サーの試論のように､独自性を主張する

ことは一つの匡【家の内部では許されないと論ずることがー実践的にも有益とは言えないこ

とを示唆している｡

(9)この場合でもー同化によって自己の ｢負わされた｣r文化の梢遥｣を変化させる

ことが可能であったように_ r黒人としての弟塵｣や ｢女性としての尊重｣を拒否するこ

とは可能であろう｡しかし､そのような選択肢を取らか 1人に対しては､r里人としての

尊重｣や r女性としての弟垂｣と結びついた ｢文化の梢遠｣が失われないようにするJR境

があることになる｡
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ニ上壬玉IlイコE7E)

川 :リベラリズムの論者が一文化的多元性から生ずる問題を論じてこなかったの

は_]鷲くべきことである｡このことは､ロールズやドゥオーキンのような論者がアメリ

カの市場に向けて諾物を苫いているのだとtかりに角掃くしたとしても､やはり鴬くへきこ

となのである｡JKynLICka(1989)p167 キムリyカは､ロールスやドゥオーキンの理論

体系の中には.彼の言う｢文化の構造｣の重視という主張を取り込むへき場所があると考

えているが､ロールズやドゥオーキンが自己の理論体系との理論的両立可能性にもかかわ

らず r文化の稲造｣の重要性を意識できなかった原因は､ ｢戦後のほと/I/とのりへラリズ

ムの論者と同様にー非常に単純化された国用量【家のモテルて盲式論を行っている｣という事

実にあると批判している (M pl)177--178)｡ 彼によれは､戦前までは､リヘラリズ

ムの伝続は､マイノリティーの特別な地位の問題に強い阻L､を払っていたのてあり､牧後

のリヘラリズムはこの点に関してはーむしろう盲端なのてある (M Ch10)｡
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本稿は､国内の先住民に特別な地位を与えることの是非に関する三吉昌を.規範的正義論

の見地から分析 .横言寸する｡素材としては_北米の先住民の問題を対等にした英米の議論

を用いることにする｡先住民の特別な地位の是非は､それ自体一区Ⅰ矩な問題であるが､そ

れはまた､現代の正義論の中核的問題にまで及一粒巨要な論点の解明に､大きく貢献てきる

可能性を持った問題でもある｡

(1)先住民に他の国民とは異なる特別な地位を与えることはー現在では世界的に広まっ

た†罠行である｡しかし､先住民に対するそのような対処の仕方がーいかなる理由で正当化

されるのか､あるいは正当化てきないのかという問いは､解答を与えるのか容易な問題で

はない｡糸朴に考えても､Ef)民の一潮の集団たけを持別扱いすることは､正当化不可能な

のてはないかと思われる｡まずこの難問に答えるという点て､本稿の言志副ま少なからぬ{i

献が可能と考えられる｡

しかし､本稿の問題I称LJまこれだけてはか ＼｡先住民の地山 こ関する誌論の検討は､さ

えられる｡現代英米のIE議論は､リベラリズムを中心に展開されており､そこては､白山

や平等なとの価値理念の適切な理解を得ることが追求されている｡本稿ては､リヘラリス

ムのr判題と平等の理念の問題という二つの基本問題を取り上げ､これらの問題と先住民の

地位の問題とのf粘垂を明らかにする｡先住民の地位という間組 まー一見するとそれぞれの

匡抹内部の局所的問題のようにノ曽bれるかもし九か ､が､実は､こうした自由やて仰 )哩

念に関わる正蒜論の基本問題の解明に､重要な下掛かりを提供できるのである｡

(2)先住民の特別な地位に関する本稿の検討は､現代正議論の二大潮流であるリベラリ

ズム と 共同体論 (communitarlanism) ｣お よび後者 と結びつ きや

すい 文化相対主義｣についてーそれぞれが先住民の特別な地位を擁護することが可能か

密かという観卓から行われる｡

r共同体論 は､リヘラリズムによる選択の自由の屯視を批flJLt共同体の伝統をかtI･.I

するよう主張する｡この持故から見て､ ｢共同体論｣は先住民の特別な地位の擁護が"T能

なように思われるかt,Ljlか ＼が_結論は必ずしもそうではない｡｢共同体論｣にはその

主張に噴味な部分が多くー指定の問題についての)蒜紙が不明であることが多い｡そのため､

先住民の地位に関しても､いかなる態度をとるのかが予測し掛 lのである｡ただしtM
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ウォルサーは何汐トてあり､彼はー先住醐 寺別を地位には反対している,このJ孟話は.紘

の相対主義に由鬼することが明らかになる｡

ウォルサーの例からもbかるように､各文化の相対性を主張する文化相対主蒜は､指に､

価値相対主義的な立場であれば､先住民の特別な地位を艦葱できない｡それはまさに.描

別な地位を与えるへさか否かが､客観的に判断てさか lことになるからである｡価値相対

主義的てはか 1文化相対主義の場合はー先良醐 寺別な地位を擁護できる場合もあるが､

それはリベラリズムなどとも両立するものてある｡

リヘラリズムからは､一見すると､国民は誰でも同一の謄別義務を有すべきとの結論が

導かれそうであるがー立ち入って考えると､必ずしもそうとは限ちか 1ことがわかる｡こ

の点て層めて興味掛 1議論を行っているのが､W･キムリッカてある｡彼は､選択の自ELl

を重視するリヘラリズムはt選択肢に意味を与える ｢j窒抗の場｣を平等に保障しなければ

ならないといいーその ｢選択の場｣を梢成するものとして ｢文化の相違｣をあける｡この

牧舎はいまだ明確なものとは言えないが､いわゆる伝孝允文化とか､伝統的な役割期待とは

異なるものであり､特定の選択を要求するものてはない｡｢文化の相違｣の一つの偶成質

点は言語てある｡先は民は､特別な地位を失うと保官,'lbての独白の生活が不1】r能となって､

独自の喜語なとを失うおそれかある｡それゆえ､その ｢文化の梢遥 ｣を保喜要すへく一光は

民に特別な地位を与えなければならないというわけてある｡彼は､文化にそれ自体として

の価値をIiえるのてはなく､自由の可能となる条件として屯視しているのてある｡

(3)さてー先住民の地位に関する以上のような検討により､現代正義論の基本問題であ

るリヘラリズムの問題と平等理念の問題にt,､盛要な示唆を'Lriることができる｡

リヘラリズムの関越に関しては次のような示嘆が門られる リヘラリズムはーそれを擁

護する者からも.r共同体論 ｣者のようにそれを批-Flける名からも､しばしは､船L人の選

択の不可能な 所与-｣を超越するものとして理解されている｡伝続的役き,1期待を選択のEJ

由によって拒所するのほ､ ｢所与｣の超越だというわけである｡しかし､リベラリズムの

土圧視する自由は､それを鮒 )前提としていればよいというようなものてはな(､臼Eh

そのt,ののlf立llT能となる条件についても考慮を払わなければならないものである LfL1人

が所J=)-として r負わされたもの｣の中には､このような自dlを･TT能にする条件として屯安

をものがあるのてある｡先住民の地位に関してはーキムリッカの言論 における r文化の梢

追｣がそク)-つてあり､先住民の自由を可能にするためには.この ｢文化の稲造 Jを保搾

しなく瀬tはならない｡この理由からー先住民の特別な地Lllが擁護されたのであった
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{:しかにリベラリズムもー配分的正義に関する論争においては､ ｢負わされたもの の

位置づけをめくる問題を全く意識していか 1とは,習bれない しかしーリヘラリスムの従

来の試論は.少なくともキムリッカが ｢文化の稲造｣と呼んだものについてu関心を払っ

てこなかった｡北米はもちろん､世界的にみてもー文化的に多元杓を社会の方が多いこと

を考えれば､このことだけても､従来のリベラリズムは推論的にきわめて重要な問題を見

過ごしてきたと言わざるを得か 1｡このように､先住民の地位に関する言嘉副まー ｢文化の

稲造｣を含めた ｢負わされたもの｣の問題の重要性を一層明確なものとしている｡

さらに､先住民の地位に関する議論は.ここからー今綾の正長論の理論展指針＼の重要な

手掛かりも提供している｡それは､自我の観念との関連にみることがてきる｡本稿はこの

点を簡単に検討し､ ｢負わされたもの｣を道徳的入棺との関連ていかに泣声つけるへきか

という問題に関して､次のような示哩を得る｡すなわち､｢負わされたもの｣をとう考え

るへきかに関しては､それが単に選択可能なものかとうかというrx_別を理由とするたけて

は試論として充分ではなくー例えは､ ｢負わされたt,の｣のそれぞれが自由の条件てある

かとうかというような実質的な理由が盛要となる｡そして､rllわされたt,の｣をLE祝す

へき場合ーそれを道徳的人絹の梢成要素として喜甜)るか､あるいはそうてなくても､■汁な

る目的追求の簡源として消焚されるへきものとしての ｢rRi克｣てはなく.道徳的人格のlfI

立にイ可 久な価値として重視するという方向て考えるへきことがホ喫されるのてある｡

(4)また､平等の理念の問題については_以下のような示唆が得られる｡

まず､キムリッカの三品副こよれは､一定の前f,Eliの下てはあるが､次のような結論を導(

ことが可能であった｡すなわちー先住民に1.tr別な地位を与えることは_単なる一時的な ｢

段としてではなく､恒久的なものとして､平等理念それ自体の安詣と考えられる｡そう{=

とすると､平等はそれ自体としては差異を要話しないという,fl.it左は維持できなくなる｡Jtf

用や大軍入′芋において異人をとを使先扱いすることの,'主非をめくる.いblやる r逆差別論

や｣では一美巽の強謝 ま一一時的なものと想定されておりー後先扱いの止当代を言L'd)てt,I

平等の確念はそれ自体としては差異を要請するものではないというiI_銭を依然としてWfTr

することができた 使先扱いはいずれ崩わるのであり､そのとき実現される､門 社会は､

人種67)追いを強iFミルない社会たとされているのてある しかし､先住民の地位のfEH趣の城

合は､これとは与等なり､差異の強調は恒久的なものとしてJLtl化されているのてある｡

このことは､先†硯 の｢L'願 を越えて､差別問題にfiUして次のような令意を持っている

すなbち.､門 を繋求する者が同時に特殊化を強訣ルているというJ̀IXは,しばしはィ､一･[
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那なことと悠じられているがー平等の理念がそれ自体として差異を背詣することがあると

いう結論は､この不可解さを解くことができるかもしれないと考えられる もちろん､現

実に行われている平等要求としての差異の主張がーただちに平等の雫詣として理解できる

ようになるというわけではない｡それぞれの差別問題について､またそれぞれの平等菅栄

に即してー検討すべき点はあまりにも多いのである｡i,つとも,先l主民の地位に関するキ

ムリッカの議論はーこの点についても手掛かりを与えている｡すなわち､彼の言う｢文化

の梢遥｣の重視という主張は､個人の自我形成やBjiL'/-uLe)問題と結びつけられており､そ

こにはー平等要求としての差異の主張とも通ずる点が存在するからてある｡

(5)以上のように､本稿において､先住民の地位に関する言論 が､その間題に固有の芸

表を持つのはもちろんとして､規範的正義論の様 な々基本問題にも虚要な手港トかりを与え

ることが明らかにされたと考えられる｡本稿て破われた正_蒜論の諸問題をさらに追求する

ことが､今後の課題となる｡
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