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一現代社会に生きて活動する人間すべての存在資格の考察／
ロールズの正義論やフリードマンの新自由主義論などを超えた地平で考えるために一
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問題の所在

現代資本主義の一つの頂点としての新自由主義
ロールズ正義論の現代社会形成論としての意義と問題点

現代の社会システムとそこから産み出される人間の社会的存在資格または権利の実在
むすびにかえて
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O問題の所在

現代社会は、今日に至り、一方で、サブプライム・ローンの破綻を直接のきっかけにして、
リーマン・ショックやギリシャ問題にまで至る、いわゆる金融恐 慌を引き起こしてきた。
そして、これを通して、これまでの景気変動とは同一のものとは捉えることができない、い

わばシステム自体のあり方を左右するほどの大きな変動が起きていると捉える論者も増えてき
ている')。

これまで通りにはいかない2)社会の中で、社会を維持または変化・発展させるための新しい
方法を模索する試みもいろいろとなされている3)が、しかし多くの人々や企業などは、同じシ
ステムとして継続している以上、この社会システムに適合した活動の仕方を変えるに変えられ
ないでもまたいると言える4)。

たとえば、「お金がすべて」と思うか否かにかかわらず、企業も国家も個々人も、多方面で
歴史的または機能的限界を露呈しつつある貨幣を軸に自らの活動を組み立てざるを得ないのが
実'情である5)。

その一方で、「"99％"の私たち[Wearethe99%)]」という合言葉で知られるウオール街占
拠運動6)のような新しい手段を用いる運動も生じつつ、サンデルのようなコミユニタリアン7）
が注目され、ロールズに端を発する現代正義論も多様に議論が展開される中で、「熟議」8)や
｢マルチカルチュラリズム」9)など民主主義に関する議論に属するとされる用語も社会的に認
知されるようになってきている。

また、2008年以降の日本での「ワーキング・プア」の増大に象徴されるように、現代社会が

人間個々人にとって日に日に「生きづらさ」 0)を増していると感じられる一方で、その社会自
体が、システムとして、本質的にもっていた矛盾を展開'')し、自己破綻する様相を強めてい
る今日において、この「危機」はシステム自体が自動的に乗り越えることのできるものではな
く、この社会を形成する人間個々人こそ「危機」的社会を転換させる主体であることもまた、
多くの人の感じ取るところとなっている'2)と言えよう。
とはいえ、社会を形成する主体でありながらも、その社会から「排除」 3)される人々が多数

いることも現代社会の本質的問題'4)であり、現代社会のシステム原理である資本が自己破綻

する論理'5)を有していることの裏面として、社会を産出し形成する主体である人間個々人が、
その面で主体であると同時に、形成された社会において位置づけられ機能させられる、いわば
単なる客体となっていることも、年金問題や失業問題など、多方面で顕在化しているのが今日
の社会である。

このような状況において、「お金がすべて」 6)に象徴される現代資本主義の本質と理念を一
貫したものとして表現してきた、フリードマンに代表される新自由主義論は、これからの社会

に生きる人間個々人にとってどういう意味を持つものなのか、それに対して、ロールズに代表
されるリベラリズムあるいは現代正義論は果たして正義を追及する理論構制となっているの

か'7)、そもそも現代社会における正義とは何なのか、現代社会に生きる人間個々人は正義を成
す主体たりうるのか、あるいは正義を享受する主体たりうるのか、また、そのような主体であ
るための資格は何なのか、そのためには、労働したり、貨幣を所持したり、あるいは財産を所
有していなければならないのか、などということを本稿では検討したい。
言い換えれば、財産所有者または労働者18)でなければこの社会に生きていく権利、存在資
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格はないのか、つまりは現代社会に人間個々人が存在するための資格は何か、そもそもこの社
会に生きていくために資格は必要なのかということが、本稿の考察課題である。

I現代資本主義の一つの頂点としての新自由主義
資本（主義）とは、現代社会の別名であると同時に、その社会編成原理であり、したがって
現代の社会システムそのものである。

これは、経済学的には悪無限的な価値増殖のメカニズムであり、日常的用語法に置き換えれ
ば果てしなき利潤追求である。

そして資本は、一方では社会原理として機能し、他方では個別の諸企業として実在する。
また他面で資本は、商品の生産と交換（流通および販売）を通して、商品に内在する価値を
実現し、（余剰の）価値を得る。したがって利潤を獲得する。

このような商品の流通と交換または販売の手段として貨幣が存在し、この貨幣の担い手とな

ることが、資本というシステムにおける経済活動の主体となるための要件または存在資格であ
る
。

このような貨幣の担い手あるいは貨幣所有者となることが、人間の活動の多様

性、したがっ

て可能'性の範囲を確定し、人間の自由をもたらすものであると説き、それと並んで、いかにし
て利潤を得る術を持たない人間個々人を経済の局面に、つまりは市場に登場させるかを論じた

のがフリードマンの『資本主義と自由」'，)である。
同書は、最初に資本主義における自由について述べた（第1章および第2章）後で、それを

実現するための各種の国家による政策を述べている。まず経済政策として伝統的な国家の役割
である金融政策、貿易、財政政策を論じ（第3章〜第5章)、その後、教育、人権、独占（経
済活動）などにおける国家の個人的活動への介入を考察した（第6章〜第9章）上で、所得分
配、社会福祉、貧困対策など国家による社会政策を検討している（第10章〜第12章）のである。

ここでは、資本主義社会における自由を維持するための国家による諸々の動きや政策を論じ
るという形を取ってはいるが、そこに一貫して主張されているのは、自由市場が資本主義的な
制度を発展させ、これとともに政治的な自由が出現する20)ということである。そこでは、「自

由な討論と自発的な協力」によって、「責任ある個人が自由な議論を尽くしたのちに合意に達」
し、「自由主義者にとっての理想」(F66)が実現する。

ここでは「市場」が「多様 性に対して寛容」(F50)なのであって、「責任ある個人」を常に
市場に登場させるために、フリードマンは有名な「負の所得税」(F347)">を提唱する。この

｢負の所得税」は「機械的に運用できる」(F347)「貧困を減らす対策」(F346)であり、「あく
まで貧しい人を助けるようなプログラム」(F347)であるが、この「貧困の救済のみを目的と
している」(F348)方法の要点は、「誰にとってもいちばん使い勝手のいい形、すなわち現金」
(F348)である。

以上の内容を端的に表現すれば、「お金がすべて」ということになる22)。

なぜなら、「自由主義社会で財産を…所有している個人」(F252)が、寄付などの「多種多
様な個人の行動」(F27)を自由に行いうるのであり、この多様 性こそ社会を発展させる要素

である23)が、それは私有財産に基づく経済活動において実現される24)25)。さらに、財産なき

個々人には「負の所得税」制度により現金を支給し、私有財産の権利を有する個人として市場
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に登場させるのである。

この論理は、景気変動によらずに多くの人間が貨幣所有者として、経済活動上の主体となる
ことが可能となるものであり、ゆえに資本主義社会が歴史的に様々な変動をしても、それはシ
ステムとしては不変であるということにもなる。

しかし歴史的に省みても、資本による利潤追求の困難は、販路の開拓や商品販売量の量的増
大26)によって外延的に打開されようとしてきたし、内包的には、一方では生産力の発達によ

るコストダウンによって、また他方では個別の商品生産におけるコストカットによって打開さ

れようとしてきた。そして、このコストカットのうち、主たる要素は労働者の賃金削減であり、
これは、個別企業においては労働者の解雇または賃金低下として現れる。現代社会は、システ
ムとしては、常に運動する有機的総体であり、また、これまでのことがそのままではこれから
は妥当しない、自己否定的なものなのである。

さらに、フリードマンが、「負の所得税」などの手段を用いて、自由な市場と自由な活動と

を維持する社会のシステムを構想するにもかかわらず、それら手段が「市場の外で機能する」
(F348)ものであるかぎり、現代の社会システムは自由市場を一つの要素とするものであり、

現に生きている人間個々人が社会を産み出し形成するということと、（市場のように）形成さ
れた社会が内包する諸要素をどう位置づけ機能させるかということとは韮離している。そして、
フリードマンにあっては、政府によって支給された現金も含めて、社会を形成している人間の

社会的存在資格は貨幣所有もしくは私的所有として説かれているが、現に生きて社会を産み出
している人間とその存在資格との関係は説かれていない。

つまり、フリードマンは、社会形成または維持の論理しか説いておらず、資本主義社会にお
いて人間個々人はどのようなものとして機能しているかということは論じていても、現に生き

て社会を産み出し形成している人間個々人の、この社会で生きていく権利、存在資格を、社会
的に普遍的なもの、社会産出主体としては明らかにしてはいない。

そこで、同じく私有財産を重視しながらも、個々人の社会形成および社会産出を論じている
ロールズの所説を次に見ていきたい。

Ⅱロールズ『正義論』の現代社会形成論としての意義と問題点
ロールズの正義論は、周知の「格差原理」を含む二つの原理27)28)および「マクシミン・ルー
ル」2，)によって知られている。渡辺幹雄氏によれば、「原初状態内での道徳 性と合理'性の調和、
原初状態から超越論的に演緯される正義の原理と、経験論的帰結によって得られた我々の道徳
判断との一致、超越論的側面と経験的側面とのかかる統一こそ、ロールズ正義論の基本的モチー
フ」30)である。

ロールズは、各期の終わりに各人に「家族手当と疾病・雇用のための特別支給を通じて、あ
るいは等級化された所得補給（いわゆる負の所得税）のような仕掛けを通じて」政府が「より
体系的にソーシャル・ミニマムを保証する」(TJ370)福祉国家資本主義ではなく、各期のはじ

めに「土地と資本の保有が（おそらく均等ではないにせよ）広く分散されているデモクラティッ
クな体制」を「樹立」(TJ376)すべき財産所有民主主義を、「公正としての正義」が想定する
経済体制としている]')。

この「公正としての正義」は、功利主義の否定の上に成り立つもの32)であり、その経済体制
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としての財産所有民主主義は、「市場経済における資源配分の効率'性が活用できるだけではな」

く、「経済権力の拡散」により「民主主義への貢献」33)ができるものであるとされる。その手

段としては、「公的部門の民営化、払い下げによる財産の拡散」34)が挙げられる。
この立場は、フリードマンのような新自由主義と異なり、フローからストックへと視点が転

換され3う)、「所得自体というよりも所得の源泉（広い意味での財産）の平等化がターゲットで
ある｡」36）

堀巌雄氏によれば、「ロールズは格差原理の運用にかんして、「純粋手続き的正義」を唱えて

おり、分配結果についての正しさの基準ではないことをことさら強調している。すなわち『もっ
とも不遇な人』の地位は期待所得で定義されるから、それは広い意味では『結果の平等」では
なく『機会均等』の問題である。…それは…政策手段の選択において、平等の追求には相当な
限界があることを素直にうけいれているだけだと,思われる｡」37）

そして、この格差原理は「『互恵」を顕揚し、市民の『協働』を促進するかぎりにおいて、
肯定されるのである」38)が、現代社会は、社会政策の歴史をみても39)、この「協働」し「互
恵」に与るのは誰かということ、言い換えれば「協働」するための資格は何なのかということ
を、社会のシステムとしての展開の上で常に問題としてきたのである40)。
言い換えれば、自ら社会の中に生まれ、自らの生きて活動することで以って社会を生み出し
それを形成している（社会産出主体である）にもかかわらず、「協働」の輪からは「排除」さ
れ「互恵」に与れない人々を、現代社会はシステムとして内包するものであるということが問
題なのである41)。

これに対して、ロールズの所説は、それがシチズンシップ論の系譜に位置付くというだけで
はなく42)、その論理において、この点に対して回答できないものとなっていると考えられる
ので、この点について以下で述べることにする。

まず、ロールズは、自らの所説を功利主義に対置する中で、「対立する権利要求が生じるの
は、人びとが相似た欲求を充たすために同じようなもの（たとえば、必須のニーズを充たすべ

き食料や衣類）を欲するためだけでなく、彼らの善の構想が異なるからである」(TJ236)とす
るが、社会的に享受できるものの中で構想し多様'性を生み出せるのは、現代社会においては、

商品の多様 性に基づくのであり、社会的に享受できるものの範囲は社会的生産（体系）の限界
によって画される43)。そして、この多様 性を媒介するのは、個別に生産された商品を流通に
よって社会的な範囲へと展開する手段である貨幣であり、人びとの「社会的地位や、生来の資

質の分配・分布上の境遇」(TJ267)も、商品種類の多様 性（さらに言えば、それを産み出す社
会的生産の実在 性と偏在 性）と、それが個別に一定の範囲の中で貨幣によって媒介される可能
性とによってもたらされる。

この事態は、資本という社会システムに象徴的なことであるが、すべては貨幣により実現さ
れるということであり、ここでは生きて活動する人間は貨幣の人格化として機能している。
堀氏によれば、「財産所有民主主義下では、万人がストックホルダーたることをめざす」

）

が、正義論と同様な財産所有民主主義を無自覚に摂取していたエスピン・アンデルセンが「福

祉国家の発達指標として、『脱商品化』、すなわち労働市場からの主体的退出可能

性をかかげて

いる」4s)としても、問題は、労働市場には入ることのできない、または客体的に労働市場から
撤退させられる人々が実在してきたことであり、このことは社会がシステムとして成り立つ上
での本質的問題である。
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社会を産み出し形成する諸々の人間が自らの対象であり生きる場面の形態である社会から
｢排除」されるということは、社会というシステムの側からすれば自らの発生根拠を否定する
ということになる。

ロールズの正義の二原理の「正当化根拠である人格とは、彼の言葉で『自由かつ平等な市民

(citizen)』である」46)としても、この自由が貨幣の媒介する商品種類の限界において画される
自由であり、この平等が貨幣において実現される価値の対等 性である以上、問題は、この「自
由かつ平等な市民」として振舞える(sichverhalten)根拠であり、それは、現代の社会システム
においては、まず第一に、商品であり貨幣である。まさに、フリードマンやロールズの言うよ
うに、財産所有者、つまり私的所有者こそ社会の構成員（法的な人格）なのであり、民主主義
の担い手なのである47)。

さらに、ロールズの「正義論」は「原初状態」を設定するが、この「原初状態」は、堀氏に
よれば「市民の人格としての諸能力を、原理の正当化の前提という要請に準拠しつつ、列挙し
たものであ」48)り、この「『市民』同士」4，)の契約が「原初状態」である。ここでは、「『自由
かつ平等な市民』なる団体は、参入脱退の自由はないことが前提」50)である。
これは、科学論で言えばクーンのパラダイム概念，')に相当する論理であり、客観 性ではな
く主観的合意形成に基づく真理論であり、不可知論に帰結する。
なぜ、「参入脱退の自由はない」のか？それは、渡辺氏によれば「ロールズのメタ倫理学は
内部矛盾を抱える…そのロジックでは、正義の原理は所有権を確定できない」52)ので、現にあ
る社会的資産を既定の「市民」同士で「超越論的」に分配し、それによって所有対象を成立さ
せ、以て所有権を確定する他はないからである。そこでは、「すべての事物が共同の集団的資
産である」ことがだけが「明らか」53)なのであり、この「集団的資産」の権利 性は担保できて
いないからである。

ロールズの論理においては、民主主義も、それを成り立たせる市民の人格としての諸能力も、

それによってもたらされる「原初状態」も、互いに循環論証となり、それゆえに「超越論的」
な構成として提起されることとなる54)弱)。

それは、周知の社会契約論のバリエーションとも言えるが、しかし、社会契約論にあっては、

その代表的論者であるロックこそ、契約主体によって成立させられる社会は、その契約主体に
よって、まさに「パラダイム」として抵抗し打倒できるのだという論理を打ち出していた36)。
フリードマンが退場させられる者を参入させるための手段として「負の所得税」を構想した

のとは逆に、ロールズにおいては退場者を出さない想定をする57)ことで、参入できない者が
システム定常的に存在しうる論理を産み出しているのである58) )。
とはいえ、本稿の論理の上で演鐸すれば、現代社会というシステムは、それを産みだし形成
する主体すべてを社会形成の主体としては位置づけるものではないことによって、メカニズム

としては本質的に矛盾する60)こととなり、ゆえに自己破綻するシステムであると言える。
しかし、人間が生きて生産や消費に関わる活動をするかぎり、そこに人間関係が社会関係と
して実現しているのであり、現代社会がシステムとして自己矛盾し自己破綻する構造となって
いるからといって、社会がシステムを形成しないわけではないことは普遍的に自明なことであ
る
。

では、われわれ現代社会に生きて活動する人間個々人はすべて、そもそも、社会的な存在資
格を有していたのであろうか？
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あるいは、解体しつつある、もしくはシステムとしては転換しつつある現代社会の中にあっ
て、それを超えた普遍的なものを産み出しているのであろうか？また、そうであるとするなら
ば、それは人間個々人の社会的存在資格をどう打ち立てつつあるのであろうか？

言い換えれば、問題は、現代社会の「市民社会」としての問題を解決した「理，性」6')的状態
へと至る回路が現代の社会システムの中にどのように展開されているかということであり、現
代社会から本質的な矛盾のない「理

性」的状態へと至るとすれば、そのシステム的要件は何な

のかということである。

Ⅳ現代の社会システムとそこから産み出される人間の社会的存在資格または権利の
実在
さて、現代社会を象徴する論理または表現の一つに、グローバリゼーション62)がある。
このグローバリゼーションは、商品の生産と流通に主導され世界を各種のスタンダードに染

めながらも、それと同時に人間個々人の繋がり、すなわち社会関係を世界という範囲で実現し
ようとする。

このことは、現代社会のシステムに抵抗する主体が世界という範囲で形成できることを意味

するものであり、これをネグリとハートは「マルチチュード」63)と呼んだ。
では、この社会を産み出していく主体として人間が形態規定される根拠は何か？それは、ベ

ルリンの壁の崩壊によって加速し、インターネットによって象徴される、世界という範囲にま

で限界を押し広げてきた、社会的生産とその体系である。
個別の商品を生産するべく個々別々の企業などに担われながら、社会的生産は、私的所有の
壁を超えて、世界的に構成される一大体系として実現されてきた。

そして、社会的生産体系を今日的に象徴するインターネットでは、そこに繋がる、またはア

クセスする人間個々人は'情報発信する者としては資格の上で対等であり、誰でも発信できると
ともに誰でも受信可能であり、ネットに繋がっている限り、繋がっていること自体がインター

ネットというシステムの構成要件である。ここではどれがコアでもなく、システムとしては均
質で開放系である。

他方、この受信可能なものの範囲は、社会的に産み出されている

情報すべてであり、ここで

は、 情報発信における私的個別 性は解消され、発信されたもの、 情報は、情報世界を構成する
個々の要素として体系上に位置づく。

これは、世界という範囲で形成される社会的生産（体系）に繋がることが、この社会におけ
る生産体系の要素となる資格であるということの象徴であり、このような社会的生産体系こそ、

現代社会において生きて活動している人間個々人同士がグローバルに民主主義という人間的ネッ
トワークを形成しうる根拠となる。

では、この社会的生産体系へ繋がる方法は、私的個別的商品生産に私有財産所有者として、

つまり生産者もしくは投資家として関わるか、または生産を直接的に実現する労働を行う者、
つまり労働者という資格でしか得られないのであろうか？

まず、個別の私的企業では、商品生産にラインで従事する労働者のみが行うわけではなく、

商品の価値は、それを生産することに従事する者全員、あるいはその資本を「機能」 )させる
者全員によって産み出される。
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さらにこれは、社会的には、商品生産を直接行う生産者または企業のみではなく、その流通

に関わる生産者または企業までも、言い換えれば流通業やサービス産業に至るまで、商品の社
会的な生産に関わるものとして、実現された商品価値のいくつかの部分を配分として受け取る
のである。

この観点から敷術すれば、商品の社会的な生産と流通に関わるものはすべて、社会的生産体
系に繋がっていると言えるのであり、狭義の生活を含めて自らの生きて活動することで社会的

な商品生産に寄与していることになる。個々の商品のマーケティングにおいて商品生産に利用
されることはもとより、既存の商品の消費の仕方、あるいは購入または消費するかしないかが、

個別の商品の生産を左右し、個々人がそこに繋がる根拠の一つとなっている。現代社会の商品
生産は、直接的な生産の過程だけでは完結せずに、その消費過程までもが実現のプロセスとなっ
ている

)が、しかしその直接的ターゲット（期待される購買者）だけでも成り立たないので

あり、現代社会に生きて活動する人間すべてが、個々の商品および社会的な商品の生産に繋がっ
ていると言えるのである66)。
このような資本の下での商品生産という形においてすら、社会に生まれ自らの生きて活動す
ることが社会を産出する存在である人間個々人は、私有財産所有者であるか否かにかかわらず、

労働者として直接的または媒介的に商品生産に携わるか否かにかかわらず、つまりは、そうい

うことを要件または資格とすることなく、社会的生産体系に繋がっていることになる67)。
以上のことから、社会に生まれ生きて活動する存在、人間個々人は、すべて、社会的に産み
出されたものを享受する資格があると言える。

つまり、現代社会における人間の存在資格または生きて活動する権利は、個々人が生きて活
動するということそのものである。

また、現代の社会的生産体系は、社会的な生産の私的 性格を解消し、その社会的 性格を明ら
かにして、人間個々人との繋がりも示しつつある。

私的で個別的な商品生産が社会的生産体系の中で独立した単位としては機能しなくなりつつ

ある今日において、社会的生産とその体系は、たとえば「環境問題」という言葉に象徴される

ように、この社会に生きて活動する人間すべての対象であるという 性格を顕にしつつある。原
子力発電の損傷による放射能拡散の被害も、社会的生産の諸結果の一環として、この社会に生
きる人間すべてが被るものである。

問われているのは、人間個々人がいかにしてそれに繋がり生活の糧を得るかということでは

なく、社会的生産の方が、多様な状態および個 性と多様な活動の様式とをもった人間個々人に
いかに資するものであるかということである。

「マルチチュード」は、対等な資格を持った個々人の繋がりとしては、一重である。

そして、この一重な繋がりを媒介し実現する方法として、コミュニケーションによって推し
進められる民主主義も、重要なものとして位置づくのである68)。

Ⅳむすびにかえて

歴史的に見れば社会的生産力の発達は否定しようもないにもかかわらず、現代社会は、悪無
限的な価値増殖のシステムとして、あるいは果てしなき私的利益すなわち利潤追求のシステム
として、21世紀に至り金融恐 慌を招き、その社会システムとしての限界を露呈しつつある。
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この現代社会のシステムとしての限界という文脈において、本稿で取り上げたロールズやフ
リードマンなど多様な問題把握と解決の模索が生まれてきたが、しかし、それら先行する諸理

論・所説の問題点としては、この社会で生きて活動している人間個々人の、まさに生きて活動
するという根源的発生点から「有機的システム」6，)として社会を捉え、さらには、存立してい

るシステムとしての社会を機能させるだけの要件としてだけではなく、そのシステム産出主体

としての人間個々人と現代社会という存立しているシステムとの関係を捉えるという手続きが
欠けていた70)。

本稿では、社会的生産の発達が、人間の実在的な社会的存在資格を整備し、財産所有など人
間個々人にとっての生きていく上での偶然的条件に左右されない人権の形成へと結びつくもの
であると考える71)

最後に、この文脈では、母体内に宿った命と人間として社会の内に生きて存在することとの
関係が問題となる。

それは、かつてのフェミニズムのように「女 性が産むか産まないか」という現に社会のうち

に存在する者たちの権利問題として解決すべきものではない72)が、しかし、この論点では、
ロールズの「原初状態」という論理を再度検討する必要もあると,思われる。
この点についても、他日を期したい。
以上

注

1たとえば水野和夫『世界経済の大潮流一経済学の常識をくつがえす資本主義の大転換』（太田出版,2012年）な
ど
。

2）その経済学上の典型は、トリクルダウンという考え方が、レーガノミックスにあってその支持者により資本主
義において有効であるという「理論」的位置づけを与えられた位置から、その特殊な場合にのみ有効であると
認識することもできる単なる「仮説」へと転落したことに見ることができよう。

3）たとえば、職業上で得たスキルまたは能力をボランティアとして発揮する「プロボノ」なども、その一つに挙

げることができよう。プロボノに関しては、嵯峨生馬『プロボノ…新しい社会貢献新しい働き方…』（勤草
書房,2011年）参照。

4）このことは、過去に例を見ない就職難にもかかわらず、社会や労働のあり方を見直すよりもまず、自分の就職
に必死になっている学生たちにも、その典型を見ることができよう。

521世紀初頭に「地球温暖化」が喧伝されたときに、「二酸化炭素排出権」が新しい商品として取り引きされたが、

この「権利」商品は、新手のデリバティブとして陶冶されることを期待されただけでなく、イギリスを中心と
して、ドルが基軸通貨を止めた後の世界貨幣としての役割を担うことも期待されていたと考えられる。とはい
え、この「新貨幣」も、現代の社会システムが持続するという仮定の上で産み出されたものである。
6)2011年9月17日よりアメリカ合衆国ニューヨークのウオール街において発生した一連の抗議運動。世界的に広が
り、インターネットなどを活用し同時刻の運動も試みられた。金融恐

慌による雇用不安と生活不安の上で、社

会的富の偏在を糾弾しているものと考えられる。この運動については、『オキュパイ！ガゼット』編集部編『私
たちは"99%"だドキュメントウオール街を占拠せよ』（肥田美佐子訳，岩波書店,2012年）参照。
7）後述するロールズらのリベラリズムに対抗する「共同体主義」者のことを指す。サンデルを含め、チャールズ・

テイラーやマイケル・ウォルツアーらが該当するが、多種多様な共同体主義と区別するために、日本語では
「コミュニタリアン」と表記されている。なお、サンデルについては、渡辺幹雄「コミュニタリアニズムとはな
んだったのか−M．サンデル『リベラリズムと正義の限界』第二版（一九九八年）について−」（同『ロールズ
正義論とその周辺コミュニタリアニズム、共和主義、ポストモダニズム｣，春秋社，2007年所収）などを参照。
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サンデル自身のものとしては、サンデル『リベラリズムと正義の限界原著第二版』（勤草書房，2007年）など
参照。

8）斎藤純一氏によれば、「熟議は、一般に、他者の異論に対して理由を挙げて応答するコミュニケーション実践を

指す」（斎藤純一「デモクラシーにおける理 性と感情｣，斎藤・田村編「アクセスデモクラシー論』，日本経済

評論社，2012年,183頁）が、これは、「民主的な政治過程を『利益の調整』の過程ではなく、「理由の検討」の
それとしてとらえかえし、何らかの利益の実現がはかられる場合にも･･･それにどのような正当な理由（根拠）
があるかを問う」（同，182頁）ことを基礎とするものである。

9）エイミー・ガットマンの端的な表現によれば、「多文化的なアイデンティティの多様 性を尊重して、しかもいか
なる人の生もあまりに厳格に脚本化しない、そうした承認」（エイミー・ガットマン編『マルチカルチュラリズ

ム｣，佐々木・辻・向山訳，岩波書店,1996年，v頁）を目指すこと、ということになろう。
10)たとえば、雨宮処漂『生きさせろ！難民化する若者たち』（太田出版,2007年）参照。

11）この点に関しては、有井行夫『マルクスの社会システム理論」（有斐閣，1987年)、同『マルクスはいかに考え
たか』（桜井書店,2010年）などを参照。

12)この文脈において、いわゆる「連帯経済」や「社会企業」なども位置づけられよう。なお、「連帯経済」につ

いては、アルバート．o‑ハーシュマン『連帯経済の可能 性ラテンアメリカにおける草の根の経験」（矢野・

宮田・武井訳，法政大学出版局,2008年）などを、「社会企業」に関しては、町田洋次『社会起業家「よい
社会」をつくる人たち』(PHP研究所,2000年）および渡辺奈々『社会起業家という仕事チェンジメーカー
Ⅱ」（日経BP社,2007年）などを参照。

13)社会的な「排除」または「社会的排除」(socialexclusion)とは、岩田正美氏によれば、「グローバリゼーシヨン
といわれる新しい経済体制下で、世界はまるでショッピングモールのように、あらゆる人々に開かれ、簡単に

交換する場となりつつあるのに、肝心な場面で、特定の人々を『関係者以外立ち入り禁止』の札によって拒み、
彼らを社会関係の外に追いやろうとする構造が存在している。こうした主要な社会関係から特定の人々を閉め
出す構造から、現代の社会問題を説明し、これを阻止して『社会的包摂』を実現しようとする政策の新しい言

葉」（岩田正美「社会的排除参加の欠如・不確かな帰属』，有斐閣，2008年，12頁）である。
14）これは、資本主義勃興期のイギリスでの「産業予備軍」以来のことである。
15）その一つが、資本とは価値増殖運動、つまりは悪無限的な利潤追求であるにもかかわらず、本質的に利潤率を

低下させるメカニズムをもっているということである。利潤率の低下のメカニズムについては、大谷偵之介
『社会経済学資本主義とはどのような社会システムか』（桜井書店,2001年）の326頁〜334頁を参照。また、
利潤率低下の実態に関しては、水野和夫氏の、「長期金利は実物投資に対する利潤率の代理変数といえますか
ら、この頃、先進国はいずれも最高の利潤率を達成したことになります。いいかえれば、一九七四年をピーク

に先進国の利潤率は下降局面に入り、以後ずっと下がり続けることになるわけです。…成長による資本主義を
市場命題とする近代資本主義の終わりがこの年に始まったといえます｡」（水野和夫「ケインズの予言と利子率

革命なぜ、利子生活者は安楽死しなかったのか？」(Tatプラス」01,太田出版,2009年所収,32頁）とい
う指摘もある。
16）この点に関しては、Iで展開する。

17)本稿では、直接には以下でロールズ『正義論』（ジョン・ロールズ『正義論改訂版』，川本・福間・神島訳，
紀伊国屋書店,2010年）を検討するが、これはロールズらの「リベラリズム」という範囲を超えて、今日的に
流行している正義論全体を考察する基礎的作業をも担うことを意図している。もとより、現代正義論の所説の
総体としての検討としては不十分であり、この点に関しては、他日を期したい。なお、ロールズらの「リベラ

リズム」については、坂本昌成『リベラリズム／デモクラシー〔第二版〕」（有信堂,2004年)、盛山和夫『リ
ベラリズムとは何かロールズと正義の論理」（勤草書房,2006年）などを参照。
18)労働者も、労働力を時限的に販売することによって労働力という商品の所有者と見倣される。この点に関して

は、カール・マルクス「労働力の売買」（同『資本論経済学批判』第一部，大月書店，1968年所収）を参照。
19)ミルトン・フリードマン『資本主義と自由｣，村井章子訳，日経BP社,2008年。以下、本文中における同書
からの引用はF○○）と表記する。
20）同上書の40頁を参照。

21今日的に議論の盛んなベーシック・インカムは、これのバリエーションとしても位置する。なお、この点に関
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しては、PhilippeVanParijs「ベーシック・インカムー21世紀を彩る簡潔で力強い観念」（香藤・後藤訳，『社
会政策研究』8,2008年所収）を参照。ベーシック・インカムの系譜については、山森亮『ベーシック・イン
カム入門無条件給付の基本所得を考える』（光文社,2009年）を参照。
2
2
） 小野塚知二氏は、新自由主義（ネオ・リベラリズム）について、「それは決してグローバルな資本の都合だけ

で力を得たのではなく、介入的自由主義への広範な忌避感と自己選択の渇望こそがネオ・リベラリズムの基盤

を形成しているのではないだろうか」（小野塚知二「介入的自由主義の時代｣，同編『自由と公共 性介入的自
由主義とその思想的起点｣，日本経済評論社,2009年,29頁）と考察しているが、「自律する個」や「自己の欲
求や幸福を選択する主体

性の回復」も「システム社会への怨瑳」（同上文献，26頁）も、現代社会の中では現

実に所有する貨幣の量的不足によって「自律」や「主体'性」を実現する手段に欠けるのであり、このことが
｢選択」する自由を失わせ、逆にそれを渇望させるのではないかと思われる。したがって、「お金がすべて」と
いうことになると言える。
2
3
） フリードマン・前掲書の28頁を参照。
2
4
） 同上書の60頁を参照。
2
5
） これは、たとえば、「私有財産制を守り抜くという強い信念が、黒人差別の誘惑に打ち勝ったのである」（同上

書,210頁）などという文言にも示唆されている。
2
6
）

近年では、BOP(bottom/baseofpyramid)という名前で、貧困に端いできた地域や人々まで商品消費者として
取り込もうという動きもある。小林

慎和氏らによれば、「決して大げさな話ではない。地球上における最後の

戦争がすでに始まっている。BaseofPyramid…という、一人当たり世帯所得3000ドル未満･･･の人々をター
ゲットにした市場のことである｡」（小林・高田・山下・伊部『BOP超巨大市場をどう攻略するか』，日本

経済新聞出版社,2011年,3頁）ただし、それは「彼らをビジネスに巻き込」むだけでなく、それと同時に、
｢仕事をつくり、彼ら自身の力を活かすこと」（国連開発計画編『世界とつながるビジネスBOP市場を開拓
する5つの方法』，吉田秀美訳，英治出版,2010年,3頁）でもある。
2
7
） これらは、「初期状態の人々」が「選択する」「〔効用原理とは〕かなり異なる二つの原理」（ロールズ・前掲

書,21頁）であり、「手始めの言明」として、「第一原理は各人は、平等な基本的諸自由の最も広範な=手
広い生活諸領域をカバーでき、種類も豊富な〕制度的枠組みに対する対等な権利を保持すべきである。ただし

最も広範な枠組みといっても〔無制限なものではなく〕他の人びとの諸自由の同様〔に広範〕な制度枠組みと
両立可能なものでなければならない。第二原理社会的・経済的不平等は、次の二条件を充たすように編成
されなければならない−(a)そうした不平等が各人の利益になると無理なく予期しうること、かつb全
員に開かれている地位や職務に付帯する〔ものだけに不平等をとどめるべき〕こと」（同上書，84頁）として

いる。なお、本文中の『正義論』からの引用については、(TJOO)と表記する。また、本稿のロールズ「正義
論』の解釈とロールズ正義論全体の理解の多くを、堀巌雄『ロールズ誤解された政治哲学一公共の理'性を
めざして』（春秋社，2007年）と渡辺幹雄『ロールズ正義論の行方その全体系の批判的考察』（春秋社,1998
年）に負っている。とはいえ、ありうべき誤解は本稿筆者によるものであり、ロールズの『正義論』と正義論
全体の本稿筆者による総体的な把握については、現代正義論総体の検討も含めて、他日を期したい。
2
8
） このうち、上記の「原理」のうち、「第二原理」に含まれる「(a)そうした（社会的・経済的一本稿筆者）不

平等が各人の利益になると無理なく予期しうること」（ロールズ・前掲書，84頁）が、「格差原理」と呼ばれて
いる。「肝要なのは遺伝および相続に基づく不平等のどちらとも可能な限り格差原理を充たすべきことにある｡」

(同上書，372〜373頁）なお、渡辺氏は、「格差原理は、経験論的で総合的であることによって、すなわち、概
念のレベルから存在のレベルへと踏み込むことによって、その自由を実現するために必要なもの…所得や富･･･
にかかわるのである…第一原理は超越論的で形式的、格差原理は経験論的で実質的、こう言ってもいいだろう」
(渡辺『ロールズ正義論の行方』（前掲)，218〜219頁）と述べている。
2
9
） ｢マクシミン・ルール」とは、堀氏によれば、「各選択肢について最悪の帰結を想定し、その場合の利得を最大

化するような選択肢を選ぶ」（堀・前掲書,192頁）ことである。氏によれば、この「マクシミン・ルール」は、

第二原理に含まれる「格差原理」とは直接の関係にはなく（同上書の72頁を参照)、「第一原理の選択を特徴づ

けるもの」（同上書，248頁）である。そして「ロールズがマクシミン・ルールを採用する主要な理由は…『確
率の排除」である｡」（同上書，249頁）ただし、渡辺氏は、「ロールズ自身」は「その後の論争…を通じて」
｢マキシミン原理を放棄した」（渡辺『ロールズ正義論の行方』（前掲,119頁）と述べている。
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3
0
） 渡辺・同上書,180頁。
31

堀・前掲書，278頁。

3
2
） 同上書，279頁。この点について、渡辺氏によれば、「ロールズが一連の著作の中で、全面的に葬り去りたいと

考えているのが、このベンサムからミルにいたる近代功利主義の政治理論なのである｡」（渡辺『ロールズ正義
論の行方』（前掲)，9頁）
3
3
） 堀・前掲書，281頁。

3
4
） 同上。

3
5
） 同上書の282頁を参照。
3
6
） 同上。
3
7
） 同上書,291頁。
3
8
） 同上書,300〜301頁。この場合、渡辺氏によれば、「公共的理 性」(thepublicreason)を「具えた」「市民たちは」

｢社会的協働の公正な条件（互恵'性）をめぐって討議する。そこでの問題は、相対的利益(mutualadvantage)で
はなく『互恵 性』(reciprocity)なのだ」（渡辺『ロールズ正義論の行方」（前掲),116頁）ということになる。
3
9
） たとえば、橘木俊詔『安心の社会保障改革福祉思想史と経済学で考える』（東洋経済新報社,2010年）参照。

4
0
） この点で、小野塚氏らの強調する「自由主義の変遷」をフオローすることは重要であろう。とくに、互恵との

関連では、「介入的自由主義」とされるものが示唆に富む。氏によれば、「介入的自由主義の…特徴は…多くの
人は自己の真の欲求や真の幸不幸の何であるかを十全に判断できないという人間観である。…そこでは『個人

の／目先の利益」とは区別された『共同の／迂回的な利益」が各人の幸不幸や

決苦のあり方に影響していると

考えられるようになった…社会保険に入るのは誰にとっても有益なことだから、加入は権利であると同時に義

務でもあることになる」（小野塚・前掲文献， 8〜19頁)。そこでは、「弱く、劣っていて、失敗する個人」が、
｢集団的自助（共済組合や労働組合など)」によって自分あるいは自分たちの「欲求を満たし」「幸福を実現す
る」（同上文献，17頁）のである。
41

誰を政策の対象にするかという問題は、その政策の対象から漏れる人々がいることを示唆している◎渡辺氏の
ように「原初状態で選択された正義の原理の含意として、集団的資産論が導かれる」（渡辺『ロールズ正義論

の行方』（前掲)，96頁）とロールズを理解したとしても、ロールズ『正義論』は、この問題を解決しない。
｢正義の政治的構想…は自由な道徳的人格たちの協働に相応しい公正と互恵

性を反映し、現代民主主義の文化

に根づいた公共的理 性によって裏書されている」（同上書,116頁）としても、「道徳的人格」と見倣されない

人々の存在が問題となるからである。さらに、それ以前に、何が「道徳的」で誰が「道徳的人格」なのか、そ
れを何あるいは誰が決める、あるいは承認するのかということが問われるのである。
4
2
） 堀・前掲書の303〜304頁を参照。

4
3
）

｢人間は、たんに思考のなかだけでなく、すべての感覚もろとも対象的世界にあって肯定されるのである｡」
(マルクス『パリ手稿』，山中隆次訳，御茶の水書房，2005年,140頁）

4
4
） 堀・前掲書，283頁。
4
5
） 同上。
4
6
） 堀・同上書,179頁。

4
7
） ｢ロールズのばあい、共同の社会的資産としての能力という把握で、能力形成における人間の共同′性をとらえ

ていながら、しかも『自由主義的』個人観から解放されていないのは、安藤悠（竹内章郎）が述べているよう
に…能力がその形成においてばかりでなく、その行使、機能においても共同的であり、また共同的でありうる

ということが理解されていなかったからである。すなわち、ロールズは社会の共同資産というすぐれた視座を
もちながらも、能力や人格的特 性を本質的に個別 性において把握していた｡」（吉崎祥司『リベラリズム＜個

の自由＞の岐路｣，青木書店,1998年,201頁）「ロールズにおいても、人間は本質的に社会に先行する個人と
してとらえられていた｡」（同上書,103頁）
4
8
） 堀・前掲書,172頁。
4
9
） 同上書,173頁。
50
51

同上書，172頁。

トーマス・クーン『科学革命の構造』（中山茂訳，みすず書房,1971年）参照。

5
2
） 渡辺・前掲書，297頁。
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53）同上。たとえば、政府に「＜交換部門＞があると仮定」すると「この部門は…全員一致の基準を満たす場合に
のみ制定されることになる。このことは、どのような公共支出も、その費用をカバーする（賄う）措置に関す
る合意が−−全員一致が無理な場合でもそれに近いかたちで−−同時に成り立たない限り、採決されないこと

を意味する｡」（ロールズ・前掲書，378頁）

54）「それは経験に端を発しつつも（獲得的)、経験から作られるものではない（根源的)。…それは『超越論的」
で」（渡辺『ロールズ正義論の行方』（前掲)，45頁）ある。
55）「すべての原因は、社会的・集団的選択の問題を、特定個人の選択問題へと還元したやり方にある。そのやり
方とは、原初状態を設定して人格の区別を抹消し、＜一人がすべて、すべてが一人＞のロジックを介して当事

者たちを一つの人格へと還元する手法･･･『超越論的還元』…である｡」（同上書,251頁）
56）「立法者が、人民のプロパテイを奪い、また破壊しようとするとき、あるいは、人民を窓意的な権力に服する

隷属状態へと追いやろうとするときには、立法者は常に人民との戦争状態に置かれることになり、それによっ
て、人民はもはやそれ以上のいかなる服従からも解放されて…共通の避難所へと身を委ねる…立法部は、この

信託違反によって、人民がまったく異なった目的のために立法部の手に置いた権力を喪失し、人民にその権力

が復帰することになろう｡」（ジョン・ロック『統治二論｣，加藤節訳，岩波書店,2007年,369頁）
57）この点に関して、つぎのような渡辺氏のロールズ正義論に対する把握は示唆的である。すなわち、「手続的正
義の直観的概念は、ロールズの基本的なスタンス、すなわち、正の善に対する優位をストレートに表現するも
ので、ロールズ正義論にとって譲ることのできない核心をなしている｡」（渡辺『ロールズ正義論の行方』（前
掲),163頁）また、「ロールズの正義の二原理とは、合理的なミニマム人一合理的で、同時にミニマム・クラ

スの代表である個人一の行為規則、すなわちミニマム・シェアの極大化原理であった。…ミニマム人であるこ

とと自由の優位とは、相互に論理的に独立である…だとすれば、自由の優位,性は当事者が合理的であることか
ら演鐸される」（同上書，322頁）としても、その合理 性とは資本主義社会であるかぎり、いわゆる経済的合理
性であり、貨幣価値を実現する上での合理 性である。
58）「ロールズ正義論には、個人主義の方法と全体主義の方法のそれが奇妙奇天烈な仕方で同居しているのである｡」
（同上書，269頁）

59）労働者として労働市場に参入可能な者を失業（退場）させ不安定就労状態に置き、あるいは生活不安の状態と
することにより、現代経済は先進国において消費不況にも陥っているのであり、このことが先進国における経

済上の低成長と、販路の開拓を、これまでは対象外としてきた途上国に求めるという状態(BOPなど）とを
産み出している。

60）ロールズの場合には、これが人間個人へと反省的に規定されている。すなわち、渡辺氏によれば、「ロールズ
の説く社会正義の原理とは、合理的なミニマム人の個人的な行為規則なのである。そこでは、社会は合理的で
ミニマムの一個人に実体化されている｡」（渡辺『ロールズ正義論の行方』（前掲)，277頁）これは人間個人が
行為主体としては自己矛盾した循環論証的な存在であることを示しているが、人間個々人が行為主体として矛

盾するのは、個々人が社会を、社会諸関係や社会的諸生産物を産み出すことが、人間個々人と社会とにとって

発生の点でまたは産出の点で根源的であるからである。これに対して、ロールズの論じる合理性は、社会的に
媒介されたものである。なお、この根源性を労働において考察したのがマルクスである。この点については、

マルクス「疎外された労働と私的所有」（同『パリ手稿』（前掲）所収）参照。
61)ここでの「理 性」という用語の含意は、「理 性的であるものこそ現実的」(G・W．F・ヘーゲル『法の哲学』，
藤野・赤沢訳，中央公論社,169頁）というヘーゲルに倣ったものである。
62）「グローバリゼーションとは近代の社会生活を特徴づける相互結合 性と相互依存'性のネットワークの急速な発

展と果てしない穏密化を意味する」（ジョン・トムリンソン『グローバリゼーション文化帝国主義を超えて』，
片岡信訳，青土社，2000年，15頁）としても、その発展を主導するものが問題である。
63）「グローバリゼーションには二つの側面があるといえるだろう。ひとつは、＜帝国＞が、支配と'恒常的な対立
という新しいメカニズムをとおして秩序を維持する、階層構造と分裂に彩られたネットワークをグローバルに

広げていくという側面である。だがグローバリゼーションには、国境や大陸を超えた新しい協働と協調の回路
を創造し、無数の出会いを産み出すという、もう一つの側面もある。…マルチチュードという概念が提起する
課題は、いかにして社会的な多数多様

性が、内的に異なるものでありながら、互いにコミュニケートしつつと

もに行動することができるのか、ということである｡」（ネグリ＆ハート『マルチチュード＜帝国＞時代の戦
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争と民主主義』（上)，幾島幸子訳，日本放送出版協会，2005年,18〜20頁）
6
4
） 資本の「機能」に関しては、有井行夫『株式会社の正当 性と所有理論』（青木書店,1991年）を参照。

6
5
） この点に関しては、拙稿「消費様式の変化と現代社会‑TVゲームを素材として一」（生活経済学会『生活経

済学研究」第16巻,2001年3月所収）を参照されたい。
6
6
） たとえば、「消費財は新しい文化の所産として理解しうる。消費財を販売するために使用された手法は、単に

それぞれの製品の購買を勧めるだけならず、ライフスタイルそのものを変化させるものだった。…すべての階
層が…新しい形態のライフスタイルのなかに組み込むにつれて、これらのものは新しい種類のニーズを生み出

した｡」（スーザン・ストラッサー『欲望を生み出す社会アメリカ大量消費社会の成立史』，川這信雄訳，東
洋経済新報社,2011年,xi頁）このように人々の欲求と社会的生産力の発達とが相互に刺激し合いながら、生
活手段は発達してきたと言える。
6
7
） 前掲拙稿を参照されたい。
6
8
） この点に関して、『コミュニケイシヨン的行為の理論』（上・中・下，河上倫逸他訳，未来社，1985〜1987年）

を初めとするハーバーマスの一連の所説の検討が必要となるが、これに関しても稿を改めたい。
6
9
） 有井『マルクスの社会システム理論」（前掲）の特に37頁を参照。
7
0
） この点に関しても、有井・前掲書を参照。なお、ロールズとフリードマンだけでは、これらのことを論じる対

象として不十分であることは言うまでもない。この点についても、他日を期したい。
71

ロールズは、この点を問題にしていた。すなわち、「自然本'性的な〔才能や資産の〕賦存の偶然 性や社会 情況
による偶発′性を政治的・経済的な相対的利益を追求する上での取り引き材料に使わせないようにする、正義の

構想を探ろうと私たちがいったん決心するならば、こうした（正義の−本稿筆者）二原理にたどり着くことに
なる｡」（ロールズ・前掲書，22頁）とはいえ、その帰結が、彼の『正義論』である。
7
2
）

この点については、拙稿「生殖医療と女 性の権利一人工妊娠中絶を転換点として−」（長嶋隆他編『生殖医学
と生命倫理』，太陽出版，2001年）および、拙稿「生殖医療とフェミニズムー金城清子『生殖革命と人権一産
むことに自由はあるのか」によせて−」（日本医学哲学倫理学会関東支部『医療と倫理』第2号，1998年10月）
を参照されたい。
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