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厚生の平等̶「何の平等か」をめぐって̶ 
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井上 彰（日本学術振興会特別研究員 PD・東京大学 Email: akichan@m7.gyao.ne.jp） 

 

1. はじめに 

平等をめぐる論争は今日、規範理論において活発に交わされている。そうした議論の端緒となったの

が、「何の平等か」(Equlity of What?)という問いである。1971年にジョン・ロールズの『正義の理論』
が出版されてからというもの、この問いをめぐって様々な議論が世に問われた。とくにアマルティア・

センの「何の平等か」論文やロナルド・ドゥオーキンの「平等とは何か」論文を皮切りに、1980年代
から 90年代前半に先鋭的に追究されてきたのがこの問題である。したがって現代平等論の歴史は、こ
の問いから始まったといっても過言ではない。これは無理からぬことである。というのも、正義や平

等の規範的構想を提示しようとするならば、分配対象をどういうものにするかは確定する必要がある

からだ。ジェラルド・コーエンやリチャード・アーネソンの言い方を借りれば、いかなる平等論にも

正義や平等の〈通貨〉(currency)が必要なのだ（Cohen 1989; Arneson 2000）。 
 
本報告は、この「何の平等か」問題に応答する試みとして捉えられる。本報告で擁護したい平等構想

の〈通貨〉は、功利主義の哲学的伝統のなかで育まれてきた福利(well-being)の指標(metric or index)、
すなわち「厚生」(welfare)である。しかもここで支持する厚生とは、経済学において広範に支持され
ている指標、すなわち選好充足(preference satisfaction)としての厚生である。周知のようにこの選好充
足説は、規範理論ないし平等論において厳しく批判されてきた。上で述べたことからも推察されると

おり、それがまさに現代平等論の歴史となっている。本報告では、その批判のうち主要かつ重要なも

のを３つほど取り上げ、その批判の先に提出される代替案とともに検討し、厚生の平等(equality of 
welfare)がそうした批判に耐えうるものであることを明らかにしたい。 

 

2. 厚生の平等 

正義や平等の〈通貨〉として厚生を採用するとは、どういうことか？ 
→ここで擁護したいのは、厚生を選好充足として捉える立場である。もう少し精確に言えば、個人の

厚生をカウントする上で最適なのは、十分に情報が与えられ、かつ冷静に慎重に熟慮した上で形成さ

れるような、自己の福利に関わる熟慮ある選好(considered preferences)の充足である。この場合次の３
つの特徴があげられる。 
(1) 中立性：選好充足で厚生を測ることから、厚生の価値を直截に問う議論にはコミットしない。

選好充足説の場合、個人が価値づけるものや、心的状態の量や質を直裁に評価しようとする福利

(well-being)の実質的見地を採用する場合とは異なり、善の構想に対して特定的見解を持たないこと
から、そのどれが適切か、あるいはその多元的位置づけが望ましいのか、といった問題に対しては

中立的である。つまり選好充足を厚生とする見方は、たとえばどういうものに内在的価値を見出す

のか、より具体的には、厚生の価値を快楽(pleasure)とするかそれともより高次の幸福(happiness)や
歓楽(enjoyment)とするか、あるいは他の善性から引き出されるか、といった問題に対しては中立的
なのだ。選好充足説は、あくまである事態や対象をどの程度選好したか（のみ）を問うことから、

（福利の実質的見地を採用する議論と比べると）形式的性格が強いのである（Scanlon 1991, pp. 24-6; 
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1998, pp. 116-8; Hausman 1995, p. 474）。こうした点をふまえると、選好充足説がリベラリズムと親和
的であることが分かる。実際アーネソンやマイケル・オーツカは、善や価値の「多元主義の事実」

(the fact of pluralism)を真摯に受け止めるならば、中立性は選好充足説の短所ではなく長所となると
主張する（Arneson 1990b, pp. 446-51; Otsuka 2003, pp. 109-12）。 

(2) 選好の自律性：熟慮ある選好の対象とされるのは、選好を形成する当事者の福利に関わるもの

に限定される。これは、選好の対象をむやみに広げてしまうと、第１に、他者に対して要求する犠

牲やコストを制限なきものにする可能性があるため（Scanlon 1991, p. 40）、第２に自己利害をいと
わない（たとえば完全に利他的な）道徳的選好（の類）をも個人的選好として考慮に入れてしまう

ためである。とくに第２の点が決定的なのは、道徳的選好をもカウントしてしまうと、正義や平等

の構想レベルでそうした選好が対象とする事態が規範的に評価される以上、道徳的考慮の二重算入

(double-counting)問題が生じてしまうからである。以上から、ここで厚生にカウントされる選好は、
当人の福利に関わる自己利害的選好(self-interested preferences)に限定されるべきである。ジョン・ハ
ーサニは倣ってこれを、選好の自律性(preference autonomy)と呼ぼう（Harsanyi 1982, p. 55）。 

(3) 熟慮ある選好：実際の選好ではなく熟慮ある選好の充足で厚生を測定することから、単なる虚

偽信念や推論上の誤りに由来する選好形成は、その充足が厚生にカウントされることなく排除され

る。したがって、「ダイエットに何の効果もない薬であるにもかかわらず、それを飲めばやせられ

ると信じ込んでいる」といった類の事実誤認や誤った判断によって生じるかもしれない選好形成の

歪みは、熟慮ある選好においては大方問題にならない。かといって熟慮ある選好は、当の選好が経

験的制約を省みないような、単純に理想化された仮設的選好(hypothetical preferences)であるとは言え
ない。この定式化の支持者であるアーネソンは、選好の合理性についてのアドバイスを拒む選択性

向や、この性向を取り除くことの実際上の困難性、たとえば教育コスト等も考慮した上で、熟慮あ

る選好が形成されると考える（Arneson 1989, p. 83; 1990a, pp. 161-4; 2000, p. 507）。まとめると、経験
的制約を織り込みつつも、実際の選好が巻き込んでしまう事実的認識や推論上の誤りや歪みを駆逐

するものとして、熟慮ある選好は定式化されるのである。 
 
厚生の平等を支持する考え方は、以上の３つの特徴を有する選好の充足で測られる厚生を、正義の〈通

貨〉とする考え方（あるいは端的にそれを平等化する議論）として受け取られるべきである。 
 

3. 厚生の平等批判 

厚生を福利の指標として捉える見解に対し、様々な批判が投げ掛けられてきた。ここではそうした批

判のうち、重要だと思われる３つの批判を取り上げつつ、そうした批判が示す代替案について簡単に

確認する。 

3.1 ドゥオーキンによる批判̶̶高価な嗜好 

ドゥオーキンは次のような理由から、厚生の平等を批判する（Dworkin 2000, pp. 48-52）。 
→厚生の平等は、高価な嗜好(expensive tastes)や野心を有する者がより多くの所得や資源を獲得し、そ
うでない嗜好の持ち主には低い所得や資源を与える公共政策を奨励してしまう。以下例示しよう： 
・ 厚生の平等をある何らかの理念に基づいて実現し、さらにそれがすべての人に等しい厚生を与える
分配政策で実現しているような社会を想定しよう。 
・ その社会において、（現時点では有していないものの）ある嗜好や野心を意図的に(deliberately)醸
成しようとする人間がいたとしよう。その嗜好や野心は大変高価なもので、しかもいったん醸成し

てしまったら現在与えられた分配だけでは今と同じだけの厚生は得られなくなってしまうとしよう。

（鶏卵ではなくて千鳥の卵でないと満足できないという嗜好を、意図的に醸成するといったことが

その例である。） 
・ 厚生の平等理念に則れば、高価でない嗜好の持ち主から当の高価な嗜好を醸成した当人へ資源の移
転を実施することが正しいことになるが、それで良いのだろうか？（Dworkin 2000, pp. 48-50） 
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留意すべき点（Dworkin 2000, pp. 50-2）： 
・ この高価な嗜好を醸成した人間は、気まぐれや偶然的にそうした嗜好を持ってしまったのではなく、
意図的に醸成しているということ。 
・ しかもこの当事者は、自らの本質的な福利に照らして、端的に自分の生活を善きものにしようとし
ているのであって、他の人から多くの資源を奪い取ろうとしていないこと。 
・ 関連して、厚生の平等構想を選択したのはその人物が属する社会の側であり、当人ではないこと。 
 
ドゥオーキンはこの事例をふまえて、高価な嗜好を意図的に醸成した当事者への資源移転を（アドホ

ックでないかたちで）退ける理念は、厚生の平等のいかなる構想からも導かれないと考える。という

のも、そうした嗜好の意識的醸成を平等化に反映させないようにする制約は、資源の公正なシェアと

いう（主観的な厚生とは独立した）客観的理念から正当化されるほかないと考えるからである

（Dworkin 2000, pp. 57-8）。 
 
ドゥオーキンの「資源の平等」(equality of resources)： 
では具体的にどのような条件が、資源の公正なシェアという理念を支えているのだろうか。ドゥオー

キンはその条件を明らかにするために、まずたくさんの人を乗せた難破船が無人島に流されたという

仮想的な舞台設定を導入する。そして、その島の価値があると判定される全資源がオークションにか

けられ、各人が相手の資源の束に対する羨望がなくなるまで取引が続けられるようにする。それによ

り最終的に、均衡状態が導かれるというわけだ。この客観的に措定される資源分布状態こそ、ドゥオ

ーキンが資源の公正なシェアの必要条件とするものである（Dworkin 2000, pp. 66-71）。詳細は、選好
充足としての厚生が何らかのかたちで平等化されるべきだとする厚生の平等が、果たして資源の平等

にとって代わるべきものなのかについて検討するなかで、明らかにする。 

3.2 センによる批判̶̶適応的選好形成 

センは以下の理由から、厚生を福利の指標とし、その平等化を図る議論を批判する。 
→ハンディキャップを負った人や抑圧的な環境に置かれた人の中には、自身がフラストレーションに

苛まれないように選好自体をその環境に適応させていく人がいる［＝「すっぱいぶどう」の例に代表

される適応的選好形成(adaptive preferences)］。そうした選好の充足を、ハンディキャップや悲惨な社会
経済環境とは無縁の人の選好充足と等しいものとみなすことは、そもそも平等論的見解として受け入

れられないものであろう（Sen 1985, p. 197; 1992, pp. 54-5; see also 若松 2004、39-41頁）。 
 
センのこの議論は、厚生主義(welfarism)に対する次のような批判を背景としている（Sen 1985, pp. 
174-82, 185-7）： 
・ 厚生主義は、厚生に関する情報、すなわち当人の福利についての事実のみが、唯一の拠り所とする
情報であると考える立場である。 

・ この議論が出てくる背景としては、複数の善（たとえば多元的価値や多元的原理）を統御する原理
（規準）か、もしくは何らかの別の対処法が求められている、ということがあげられる。 

・ しかしこうした善の多元性と情報の多元性は、まったく違う論点である。ところが後者の次元での
情報の一元化は、前者の多元性を対処するべく惹起されてきたきらいがある。情報を一元的に扱う

厚生主義が経済学その他でもてはやされるのは、こうした事情が背景となっている。 

・ こうして厚生に関する情報に限定されることが正当化され、他の情報、とくに行為者性(agency)に
まつわる側面やその役割に関する部分が度外視されていく。ちなみに、自律や個人の自由といった

概念は、こうした部分と関係している。そうしたなかで先鋭的に問われてくるのが、適応的選好形

成の問題である。 

 

センの「潜在能力の平等」(equality of capabilities)： 
センは、厚生に関する情報以外で福利に関わる重要な情報を織り込むべく、成立している事態（存在）
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のみならず、そうした事態を実現する所業を含めた評価を、〈機能〉(functions)という概念を用いて行
うべきだとする。そして実際の〈機能〉より〈機能〉を果たす潜在能力(capability)に注目することで、
行為者性に関わる部分、すなわち福利を構成する客観的にみて重要かつ多様な〈機能〉を達成する自

由の要素も勘案できると考える。センはこの潜在能力アプローチを、情報の多元性のみならず、善き

生の規定の多様性や文脈依存性を反映させるリベラルな福利構想として提示できると考えている（Sen 
1985, pp. 197-203; 1992, ch. 3）。 

3.3 スキャンロンによる批判̶̶厚生の個人間比較不可能性 

トマス・スキャンロンは、次のような理由から、選好充足としての厚生を、正義や平等の理論におい

て求められる福利の判断としては不適当であると批判する。 
→厚生の価値に対して中立的な抽象的・形式的性格の強い選好充足説では、充足の度合いを比べるこ

との（道徳的）重要性を正当化し得ない。というのも、個人間比較における場面で違う状況にある諸

個人の選好が同じ程度に充足されるということが、それぞれの充足が同程度に善いということを保障

するように思われないからである（Scanlon 1991, pp. 30-8; see also Hausman 1995）。 
 
スキャンロンはハーサニの選好充足説をターゲットにして、個人間比較不可能性の問題を取り扱って

いる。先述したとおりハーサニは、選好の対象が選好する当事者の福利に関わる場合、われわれの選

好ではなく当人の選好を規準とすべきだとする議論（選好の自律性）を展開し、当人にとって善い（悪

い）ものは何かを決める際には、その当事者自身の個人的選好(personal preferences)に考慮対象を限定
すべきだとする。しかもその選好自体、すべての適切な事実が与えられて、かつ可能な限りの深慮と

合理的選択につながる心的状態で形成されたものであるべきだとする、すなわち「真の」選好(‘true’ 
preferences)でなければならないとする（Harsanyi 1982, p. 55）。このことから、スキャンロンのハーサ
ニ選好充足説批判は、自己の福利に関する熟慮ある選好に対象を限定するわれわれの議論にも、（もし

それが有効ならば）効いてくる。その議論とは： 
・ 厚生の個人間比較を意義あるかたちで導きだすためには、次のことが言えなければならない。すな
わち、われわれは「ある個人が状況 Aで iの選好を持つことが、別の個人が状況 Bで jの選好を持
つこととちょうど同じくらい善い（善くも悪くもない）。」(Scanlon 1991, p. 31)と判断できなければな
らない。 
・ これには３つの解釈が可能であるが、１つはその判断が客観的価値によって裏付けられるからこそ、
等しく善いと言えるというもので、もう１つはその判断が（たとえば「拡張された共感」(extended 
sympathy)によって）それぞれの状況に自らが身を置き、その心的状態についてのあらゆる客観的情
報から両者は同じように善いとする結論が導かれるというものである。しかし前者は明らかに中立

性や選好の自律性に反するし、後者の場合、厚生を福利の実質的見地（心的状態説）から評価して

いることと変わらなくなることから、選好充足説の形式性は失われてしまう。 
・ そこで３つ目の解釈である。それは、それぞれの状況の好き嫌いの度合いを、選好充足に際して引
き出される諸個人の満足度の表出によって導き出されるとする考え方である。この場合、満足度の

表出がたとえば jの方がより上手であるとか、よりあからさまかだ、といったことはないとしよう。
とすれば、この３つ目の解釈は、中立性や選好の自律性を満たす先の定式化に通用しそうである。 
・ しかし、この解釈にはより厄介かつ本質的な問題が待ちかまえている。たとえば、i と j がある状
況について満足ないし不満を示す傾向性が同じだとしても、iと比べて jに快を与えることがずっと
難しく、それゆえ jの方が不満の度合いが大きくなることがあり得る。実際、jにとって選好のラン
キングで言うと上位にあるものが事態として最終的に成立したとしても、その選好充足で j が示す
不満が、iの選好において同じランクかもしくは低いランクの選好が満たされる場合に iが示す不満
と比べて大きいとしたら、どうするのか。不満が大きいという理由で iよりも jの選好により重要性
を見出すことは、その選好の内容や j 本人の情報を知らない限り不可能ではないのか。しかし選好
充足悦をそうした内容部分にタッチするように書き換えるとすると、選好充足としての厚生が有す

る抽象的・形式的性格は失われることになってしまう。 
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・ 以上からスキャンロンは、選好充足としての厚生は個人間比較不可能性の問題に足許がすくわれる
と結論づける。 

 
このことをふまえ、スキャンロンは正義や平等の理論において求められる福利の指標として、厚生の

代わりにジョン・ロールズが提起した基本財（善）(primary goods)概念を再評価する。周知のようにロ
ールズは、厚生を福利の指標とした場合、正義の理論が個人間比較の問題で上記のような困難を抱え

てしまうことから、合理的な人間であれば誰もが欲するという意味で客観性があり、それゆえ汎用的

な(all-purpose)指標として基本財（善）の構想を提起している。その具体的な中身は、権利や自由、機
会や権、所得や富、そして自尊心といった内容のものである（Rawls 1971, pp. 90-2）。（ちなみにスキ
ャンロンは基本財（善）のリストについては時代や状況に応じて可変的であるべきで、常に道徳的政

治的議論の対象とされるべきものであるし（Scanlon 1986, pp. 117-8）、たとえばセンの言う潜在能力の
ようなものも含めてしかるべきだとしている（Scanlon 1991, p. 41）。） 

 

4. 厚生の平等を擁護する 

前節で取り上げた批判や代替案に対し、厚生を〈通貨〉とする正義や平等構想を提示する立場は擁護

することは可能だろうか。以下それぞれの批判とそれに応じて提出された代替案について検討し、厚

生の平等がそうした批判や代替案によって覆されるものでないことを示したい。 

4.1 高価な嗜好問題と資源の平等批判 

高価な嗜好問題に対する選好充足を厚生とする立場からの第一の応答は、われわれにとっての選好は、

選好の対象となる事態や財の関連事実を十分ふまえて形成される熟慮ある選好である。したがって高

価な嗜好のうち、無知や迷信（たとえば、千鳥の卵の方が鶏卵よりも圧倒的に栄養価が高い、とか、

食べると運気が増す、とか）からそうした選好を形成してしまうケースは、予め除外されていると言

える。もっとも熟慮ある選好は（単なる仮設的選好と違って）、実際に人々が有する性向やその性向を

変えることの難しさもふまえて形成されることから、高価な嗜好への執着を容認する場合もあると言

うかもしれない。しかしそうした場合でも、たとえば高価な嗜好を修正する矯正プログラムを利用す

ることで、その嗜好を矯正する事態が引き起こせるのなら、それを次善の合理的選好とする方が圧倒

的だろう（See Arneson 1989, p. 83; 1990a, pp. 163-4）。このことをふまえると、熟慮ある選好の充足で厚
生を測る場合、高価な嗜好の多くは熟慮ある選好の形成に寄与しないものとして端的に排除されるか、

もしくは非問題化されるように思われる。 
 
とはいえ、熟慮ある選好によっても高価な嗜好が選好を構成する可能性は完全には排除されないこと

から、選好充足を平等化する厚生の平等がドゥオーキンが反直観的だとする類の政策的帰結を招くこ

とはあり得る。すなわち熟慮ある選好をベースにしたとしても、高価でない嗜好の持ち主から収入や

資源が差し引かれ、高価な嗜好の持ち主にその分を移転するという政策が、厚生の平等の名の下に正

当化されてしまうかもしれない。ではこの場合、どこに問題があるのだろうか。つまり、もし熟慮あ

る選好に限定した場合でも、どうしても高価な嗜好が選好形成に直に入ってきてしまう場合、どうい

うときにそれに起因する資源移転が問題視されるのだろうか。 
 
鍵となるのは、ドゥオーキンの当初の例で言うところの、高価な野心や嗜好を「意図的に」醸成し

たという部分ではないだろうか。当事者が高価な嗜好を意図的に育んだからこそ、われわれはそこに

自律的な選択が介在したとみなせるわけで、だからこそ高価な嗜好に対し個人的責任が生じると考

えるのだ、と――ここに、資源移転の反直観性が凝縮されてないだろうか。 
 
ではこの問題に対応するためには、選好充足としての厚生を指標とすることを避けなければならない
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か。私にはそう思われない。というのも厚生を平等化するという話にせずに、他の人が到達できる厚

生レベルを達成する有効な選択肢を、当事者が選択しうるものとして適理的に(reasonably)期待できる
かどうかで評価すれば良いからである。言い換えれば、平等化に際して、厚生ではなく「厚生への機

会」(opportunity for welfare)を勘案すれば良いのである（Arneson 1989; 1990a; 2000）。そうすれば、熟
慮ある選好によってそのような選択肢が適理的に期待しうる場合は、高価な嗜好をかなり程度意図的

に醸成したとすれば、その責任が（その程度に応じて）問われるだろうし、逆にそうでない場合には

責任は問われない、とすることができる。このことをふまえると、厚生を福利の指標とすることが高

価な嗜好問題の核心ではないことが分かる。 
 
ドゥオーキンの資源を〈通貨〉とする平等論について： 
では、上記のように再構成した厚生の平等は、ドゥオーキンの資源平等論と比べて本当に魅力的な議

論だと言えるだろうか。先にみたようにドゥオーキンはオークションによって羨望がなくなった状態、

すなわち資源取引に際して生じる機会費用によって測定された各資源の価値からして、全員の資源の

束が等しいと言える状態にあることが、資源の公正なシェアの必要条件であるとする。しかしこの条

件だけでは、たとえば一部の人が先天的に負ってしまうハンディキャップや他の人との能力差によっ

て、オークションを通じて得られる資源からもたされる福利に差が出てしまう。そこで、ドゥオーキ

ンは仮設的保険を掛ける機会をそれぞれの人に与え、さらに保険を掛ける掛けないを個人の自律的選

択（すなわち責任の領域）にあるものとして位置づける。ドゥオーキンはこの保険機構の存在を、資

源の公正なシェアの第二の条件とするのである（Dworkin 2000, pp. 73-7）。 
 
しかし、先天的な身体障害や才能の差に対し保険を掛ける掛けないは、それが先天的なものである以

上、実際には選択の対象とはなり得ない。そこでドゥオーキンは、こうした保険を、（そうしたリスク

に対し保険を掛けることができると想定される可能世界において）政治共同体における平均的な人

ならば購入する掛け金や額の保険として仮設的に措定する。そして、その実際的な仕組みは累進的

所得税や社会保険等によって実現しうると考えるのだ（Dworkin 2000, pp. 77-8）。では果たしてこの平
均人モデルは、上記で述べた厚生の平等構想よりも説得力のあるモデルと言えるだろうか。 
 
まず注目すべきことは、平均人の意思決定に全面的に依拠するこの仮設的保険モデルが、自律的選択

および個人の責任を尊重するために導入されたという経緯である。さもなければ、ドゥオーキンがわ

ざわざ加入意思の自主性を重んじる保険概念を全面に出すことはなかったであろう。しかしこのモデ

ルには、大きく分けて２つほど問題がある（井上 2008, pp. 133-6）： 
① 平均人が購入する保険だからということが、なぜ各人の自律的選択を尊重する根拠になるの
だろうか。 

② より深刻なのは、平均人によって購入される掛け金や額によって算出される税や社会保険に
よる補償額が、他の人と同程度の厚生が得られる選択肢が適理的に期待できなかったときに得

られる補償額（すなわち、各人が有すべき厚生への機会をベースに算出される補償額）と比べ

著しく抑えられる可能性が出てくる。 
こうなると、先天的な能力差に代表さえるような自然的運の問題を前に自律的選択を尊重するモデル

かどうか極めて疑わしい平気人モデルに依拠し、（厚生への機会で導かれる額よりも）低く抑えられた

補償額しか許容しない経済社会システムを理念的に支える資源の平等は、何をもって資源のより公正

な分配を支えるものだと言えるのか。このことはむしろ、厚生への機会を組み込んだ厚生の平等構想

の方が優れていることの証にならないだろうか。少なくとも、資源の平等をもってして、選好充足を

厚生とする議論が退けられることはなさそうである。 

4.2 適応的選好形成問題と潜在能力の平等批判 

先にみたように、適応的選好形成の問題が先鋭的に問われる背景として、センは厚生主義が福利に関

する情報を貧困なものにしてしまう点をあげている。なぜなら選好充足説の場合、抑圧的な状況であ
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る人が有する適応的選好が充足されたということと、非抑圧的な環境で望みうる欲求によって導かれ

る選好の充足とが、厚生レベルで等しいとされてしまう可能性があるからだ。したがってセンは、適

応的選好とそうでない選好を峻別する情報を得るために、人の振る舞いや最終的に結実する事態や存

在をひっくるめた〈機能〉の客観性と多様性に目を向けようとする。そして、そういうかたちで措定

された（当事者にとって重要な）〈機能〉を実現する機会が均等に与えられていたかどうかで、潜在能

力の平等性が測られるのである。この行為者性を尊重する見方からすれば、適応的選好を形成した人

が当初、その手の選好の対象とならない〈機能〉を果たす機会を（他の人と同様に）有していたかど

うかが重要になる（Sen 1985, p. 201-2; 1992, pp. 148-51）。 
 
けれども本当に選好充足としての厚生は、センの言うとおり、適当的選好形成問題に足をすくわれて

しまうようなものなのか。私にはそう思われない。そのことを明らかにするために、以下センの議論

のうち、ます厚生に関わる情報の貧困性をめぐる議論を取り上げ、次に厚生の平等が潜在能力の

平等と違って、適応的選好形成を避ける機会の有無を問えない議論かどうかについて検討する。 
 
・ 選好充足としての厚生のみに情報を限定することは、適当的選好形成に代表されるような問題に対
処できないほど、情報の貧困性に苛まれることになるのだろうか。実は、情報の貧困性と言った

ときに、その内容は多義的である： 
(1) 選好充足説は、厚生の価値を同定する議論としては提示されていない点を思い起こして欲しい。
すなわち選好充足説は、当人が特定の事態やモノに対してどれほど選好したかを問うだけで、そ

の事態やモノに対して、あるいはそうした対象に対して抱く当事者の何らかの態度や心的状態に

価値があるかどうかについては、一切問わない。逆に言えば、選好充足説は、何に価値があるな

いし見出せるかは多種多様であること、すなわち、善に対する多元的見地を許容する（もちろん、

善や価値が最終的に一元的に措定されうるものか、それとも多元的に捉えられるものかについて

は、この立場からは言えない）。したがって選好充足説は、各人や社会の善に対する多元的態度を

織り込んだり尊重したりすることのできるモデルであり、厚生に関する情報が善の多元性を織り

込めないがゆえに貧困であるとする批判は見当違いである。 
(2) しかも、われわれが考慮する選好は熟慮ある選好であることから、虚偽の情報によって歪められ
る部分はカウントされない。そういう意味での情報の貧困さは、ここでの選好充足モデルにはあ

てはまらない。このことをふまえれば端的に言って、大方の適応的選好形成の問題は避けられる。 
(3) さらに厚生を選好充足として捉える議論の利点は、そもそも処理できるかどうか分からないよう
な複雑な情報を要しないことである。なぜなら、熟慮ある選好が充たされたかどうかが焦点にな

るだけで、そうした選好を構成する様々な要素について情報計算に付す必要はないからである。

この選好充足説にみる情報の相対的簡便性は、情報の貧困性と同一のものではなく、むしろ他

の指標と比べて武器となる点である。対照的に、客観リスト説に裏打ちされた基本財（善）指標

（やそのように解された潜在能力指標）は、処理すべき情報計算が手に負えない可能性や、そも

そも本当にそうした計算が可能なのかという問題に直面する。この点については後に、基本財（善）

の指標化問題(the indexing problem)を取り上げるなかで明らかにする。 
 
・ 選好充足として厚生を捉え、それを何らかのかたちで平等化するという議論は、人々にとって重要
な〈機能〉を達成する機会を均等に与えようとする潜在能力の平等論と違って、適応的選好形成を

避ける機会が他の人と同様に等しく与えられていたかどうかについて問えない議論なのか？ 
→高価な嗜好問題に応答するときにも述べたように、厚生の平等の場合でも、厚生への機会を勘案し

た平等構想を提示すれば、潜在能力の平等論と変わらない議論が可能である（See Vallentyne 2005）。
繰り返すが、他の人が到達できる厚生レベルを達成する有効な選択肢を、当事者が選択しうるものと

して適理的に期待できるかどうかを問えば良い。そうすれば、適応的選好形成を避ける機会があった

かないかを直に問う議論ができ、たとえば単にそうした選好形成がやむにやまれずの抑圧的状況で生

じたのか、それとも断食のような自律的選択によるものかは、厚生ではなく厚生への機会を平等構想
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の評価対象とすれば判別可能である。少なくとも厚生を福利の指標とすることを理由に、潜在能力の

概念が組み入れられる行為者性が蔑ろにされてしまうとする議論は間違っている 
 
…それに対しセンは： 
尚も、厚生を指標とする平等論に不満を示すかもしれない。というのも、いくら選好充足説が厚生の

価値や何を善とするかといった問題に中立的で、それゆえに善の多元性を許容するモデルで、かつ、

適応的選好形成に関連づけられるような欲求の形成を避ける機会が与えられていたかどうかを問える

平等構想であったとしても、福利に（直接、間接問わず）貢献する〈機能〉の重要性が客観的に評価

されないことに変わりはないからである。したがって潜在能力に準拠する方が、そうした客観的に意

義を見出された基本的かつ重要な〈機能〉の有無によって、より鮮明かつ確実に適応的選好形成を排

除することができるのではないか（e.g. Scanlon 1991, pp. 42-3）。 
 
この論点をはっきりさせるために、センが用いる次の区別、すなわち福利に関わる自由(well-being 
freedom)と行為者性に関わる自由(agency freedom)の区別に目を向けよう。前者は、善き生を送るた
めに必要不可欠である〈機能〉の達成に関わっているが、後者は人それぞれが重要だとみなす目標や

価値を実現する〈機能〉に関わる自由である。すなわち、前者が善き生を送るために欠かせない〈機

能〉の客観的同定を前提としているのに対し、後者はそれぞれの人が見出す価値や目指すべき善のあ

り方に基づいて評価されるものである（Sen 1985, pp. 203-4）。この区別をふまえてセンは、選好充足
説がこの行為者性に関わる自由については（その善に対する中立的性格から）評価できても、客観的

に価値づけされる〈機能〉の評価を巻き込む福利に関わる自由を度外視してしまう、と主張するかも

しれない。となると、福利に関わる自由を織り込む潜在能力アプローチの方が、適応的選好形成の問

題をより確実に解消できる以上、ずっと魅力的なのではないか。（セン自身は、正義や平等をめぐる様々

な問題に応答するためには、自由の福利に関わる側面、行為者性に関わる側面ともに重要であるとし、

両者を厚生や他の価値に還元するいかなる議論を拒否する（Sen 1985, p. 207-8）。） 
 
…それに対するリプライ： 
→確かに適応的選好形成の問題は、そうした客観的規準の導入を全面的に打ち立てる場合、よりはっ

きりと（客観的な規準に準拠するかたちで）退けられる。しかしその代償としては、以下の２つの点

があげられる： 
(1) 特定の善が文脈やその当事者によって多様であるとする潜在能力アプローチの側面、すなわち行
為者性が各自各様に発現するあり方とは衝突するように思われる。こうした価値づけは、（後にみ

るように、客観リスト説(the objective list approach)によって正当化される基本財（善）指標と同様）
卓越主義的な色彩を帯びることになり、〈機能〉の価値づけに反映する特定の生き方を本質主義

的に措定する性格を併せ持つことになる（See Arneson 1989, pp. 90-2）。こうした議論はマーサ・
ヌスバウムのアリストテレス主義的本質主義(Aristotelian essentialism)（Nussbaum 1992; 1993）
と共振するもので、〈機能〉評価の多様性や文脈依存性（相対性）は極めて限定された意味しかも

たなくなる。実際センはこのことを理由に、ヌスバウムのアプローチを拒んでいることから、こ

の含意は彼にとっては深刻である（Sen 1993, pp. 46-9）。一方、選好充足として厚生を捉えれば、
その中立的性格からして、こうした画一的・エリート主義的（と思しき）卓越主義とは距離を置

くことができる。 

(2) もしセンが開き直って、ヌスバウム的アプローチに便乗するとしても、問題は客観的に価値づけ
られるような、あらゆる人にとって基本的かつ重要な諸々の〈機能〉が福利指標として機能する

ためには、各〈機能〉の集計的評価を巻き込む指標化問題（後述）に対処しなければならない。

これについては、客観リスト説によって裏書きされた基本財（善）指標を、正義や平等構想の〈通

貨〉とするときに生じる問題点と同根のものであることから、次のところで詳細に扱う。 
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4.3 厚生の個人間比較不可能性問題と基本財（善）の平等批判 

先にみたようにスキャンロンは、ハーサニが与するような（われわれの念頭に置くものに近い）選好

充足説が、選好順序からしてランクの高いものが充足されても、それよりも低いランクの選好が充足

された人の抱える不満よりも、大きくなってしまう可能性を指摘する。この可能性をふまえると、選

好の内容について踏み込むことなしに、選好充足レベルで厚生を平等化しようとする議論は、福利の

規範的構想として難があるように思われる。この批判は、（高価な嗜好や適応的選好形成の問題に対し

て一定の効力を発揮する）熟慮ある選好に限定する体裁をとったとしても、（スキャンロンの議論が「真

の」選好充足を厚生の指標とするハーサニの議論をターゲットにしていることからしても分かるとお

り）依然通用してしまうところがある。もっとも、実際の選好の充足を厚生として捉える見方と違っ

て、熟慮ある選好の充足とそれによって得られる満足、不満足の度合いは近似することになると言え

る。だが、それでも両者が一致をみせる保障は確かにない。 
 
これは、厚生の価値に対して中立的な立場をとる選好充足説が、必然的に抱えてしまう問題だと言え

るだろう。それを避けるには、厚生の価値を何らかの心的状態（たとえば快を感じること）に随伴す

るものだとみなして、それをふまえて直裁に厚生を算出する議論を展開すれば良い。だがそうした議

論が成功するかどうかと言うと、（その可能性を否定するつもりはないが）今日の善や価値の多元性（多

元主義の事実）に鑑みると難しいと判断せざるを得ない。したがって選好充足説を支持するわれわれ

の立場からすれば、選好充足説に与する消極的理由に訴える他ないように思われる。すなわち、 
① 厳密に言うとここでの議論は、福利の規範的構想をめぐるものではなくて、正義や平等構想
において用いられる〈通貨〉をめぐるものである。〈通貨〉としての役割には、前者に求めら

れる「それ自体としての規範性ないし道徳的意義」は、あまり強く求められない。 
② 選好充足と満足度のズレは、厚生の価値や善の構想に多元的余地を許容する立場を採ること
の代償である。 

③ 選好充足だけに注目するという情報の相対的簡便性は、熟慮ある選好の充足で得られる各人
の満足度の近似で妥協することに一定の説得力をもたせる。 

以上である。 
 
ただし、福利の指標と各人が有する善の構想とのズレを解消し、人それぞれの価値観や善や価値の社

会的文脈性に感応的な指標があれば、それを正義や平等構想の〈通貨〉として採用した方が良いこと

になる。「もし厚生が選好の充足ではなく、それ以外の別のものであるのなら、選好充足がその当該の

ものの「良き」代理(proxy)であるのかどうかを問うことができる」からだ（Hausman 1995, p. 486）。先
に述べたようにスキャンロンは、ロールズの基本財（善）がそれに当たると考えている。というのも

基本財（善）は、多様な価値をそれぞれが抱えている状況においても、あらゆる人が自らの善き生に

とって重要だと認識できるような財や善の客観リストとして解されるからである。したがって基本財

（善）を用いれば、福利の最適な指標は客観的指標になることから、個人間比較の問題は解消する。

逆に言えば、基本財（善）はあらゆる人にとって善き生を増進するものでなければならないため、そ

のリストは、社会文化の違いや能力差（たとえばハンディキャップを負っている場合とそうでない場

合）を反映するものでなければならない。そういう意味で基本財（善）指標は、より具体的かつ複雑

な福利構想を担うものであり、それゆえ、センの潜在能力アプローチを客観リスト説に引き寄せたヴ

ァージョンとして理解することも可能である（Sen 1982, pp. 367-8; Scanlon 1991, p. 41）。 
 
But客観リスト説によって正当化された基本財（善）の指標化問題(the indexing problem)： 
基本財（善）のシェア（のサイズ）に関する総合的な評価を行うために求められる、各人が保有する

ないし欲する様々な基本財（善）の集計というのはそもそも可能なのか（Gibbard 1979; Arneson 1990b, 
pp. 445-6）。 
・ 善き生のあり方は人それぞれだ、あるいは文脈依存的だとすると、各人にとってどの基本財（善）
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をどれだけ保有していれば、あるいは体現していれば良いか（十分か）について客観的に測定し集

計することなど、本当に可能なのか。 
・ もしその集計評価において客観的な手法があるとしても、結局それは善き生の確定的モデルに基づ
いた（半ば強引な）計算になってしまうのではないか。となると客観リスト説に裏付けられた基本

財（善）指標は結局、善き生を本質主義的に規定する卓越主義に与することにならないか。 
 
スキャンロンが用意している（と思しき）応答（Scanlon 1991, pp. 39-40）： 
(1) 基本財（善）のリストが各人にとっての価値をめぐる無視できない差異を反映すべく、「宗教」「家
庭生活」「教育」「経歴」といった抽象度の高いより広いカテゴリーを用いる。これにより、財や

善の文脈依存性やそれらをめぐる（たとえばどの宗教こそ従うべきかをめぐって）見解の不一致

があっても、そうしたカテゴリーがわれわれの生活にとって重要であることは客観的に言える。

［＝多様性を尊重しつつ、基本財（善）の集計を可能にする手法］ 
(2) 基本財（善）の客観リスト説による裏付けは、（ヌスバウムが支持する）アリストテレス主義的本
質主義に与することを意味しない。というのも、センが主張するように、基本財（善）のリスト

が、（その各財や善の相対的重要性について）厳密な意味で完備的(complete)に評価される必然性
は（多様性に鑑みると）ないだろうし、そのような極めて強い要求は、平等論者が応答しようと

する不平等問題に対応するために不可欠でもないからである。センやスキャンロンに言わせれば、

基本財の分配（分布）についてどういう分配（分布）ならば最善の事態を引き起こせるかは、貧

困や格差といった喫緊の問題に取り組むためにどうしても答えなければならない問題ではない。

むしろ、皆が道徳的にみて劣っているとする分配（分布）が避けられれば、事足りるのだ（それ

だけでも、喫緊の不平等問題に規範的に取り組める）。そしてそれは、各人の基本財（善）（セン

の場合は潜在能力）の各分量に対する選好が部分的にせよ重なっているところをみるだけでも、

十分可能なことなのだ。すなわち、ありうる財（善）の分配（分布）すべてに対して、選好順序

が完備的である必要はないのである（Sen 1985, pp. 180-1; 1992, pp. 47-8; 1993, pp.  48-9; see also若
松 2004, pp. 178-89）。［＝各基本財（善）の相対的重要性に関する評価についての不完備性
(incompleteness)を許容することで、卓越主義的な客観的規準を背景に持つ（ヌスバウム的）客観
リスト説に依拠して、あらゆる基本財（善）の相対的重要性について確定的なものを提出しなけ

ればならない、という議論に与さなくて良い。］ 
 
…それに対するリプライ： 
→(1)に対して 
スキャンロンによるハーサニ選好充足説批判の眼目は、選好充足の度合いをみるだけでは、厚生の道

徳的意義を説明できないというところにあった。したがって、そうしたことを補うべく、福利のより

具体的で複雑な構想を基本財（善）リストで示そうとしたのであった。しかしもし基本財（善）に組

み入れられる価値を広い、抽象度の高いカテゴリーで位置づけるならば、結局は抽象的・形式的な性

格を有する選好の充足にだけ目を向ける議論と大差なくなるのではないか。というのも、多様性に配

慮するかたちで各カテゴリーが抽象化されればされるほど、カテゴリーそれ自体が意義づける道徳的

内実は（具体性が乏しいあまりに）どんどん失われていくように思われるからだ。たとえば単に「宗

教を尊重する」と言うだけではほとんど道徳的意味を持ち得なくて、「どういう宗教であれば寛容に値

するか」という評価が伴わなければ、信教の自由という基本善に道徳的厚みを与えることはできない。

となれば、抽象化されるとはいえ多くのカテゴリーを巻き込むことで、情報計算が極めて煩雑になっ

たり、最悪の場合、不可能になったりする（わりに内容空虚な）基本財（善）指標よりも、情報の相

対的簡便性という点で長けている選好充足説の方が望ましい、ということになるのではないか。 
 
→(2)に対して 
確かに不完備性に訴えることで、卓越主義的要素は後退するのは確かである。しかしその後退は、諸

刃の剣である。その点を明らかにするために、不完備性が２つの意味を有していることに目を向ける。 
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センが言うとおり、不完備性には、「開かれた（あるいは暫定的な）不完備性」(open or tentative 
incompleteness)と「閉ざされた（あるいは確定的な）不完備性」(closed or assertive incompleteness)
がある。前者はわれわれの認識的制約（たとえば情報不足）のせいで認めざるを得ないとするもので、

後者は認識的に理想的な条件のもとでも、（たとえば善や価値の多元性からして）世界で生起する事態

に関する選好順序は不完備たらざるを得ないとするものである。センはこの２つの意味での不完備性

ともに重要で、とくに後者に関しては解消不可能であると考えている（Sen 1985, p. 180; 2002, p. 182）。
しかしこの２つの意味での不完備性が仮に解消不能なものだとしても、それが客観リスト説によって

正当化される基本財（善）アプローチを積極的に支持することにつながらない点に、注意が必要であ

る。というのも、不完備性に訴えることで基本財（善）指標や潜在能力アプローチの卓越主義的性格

は弱められ、善や価値の多元的事実をふまえた議論になるとはいえ、その効力はあくまでヌスバウム

流のアリストテレス主義的客観リスト説に対して発揮されるのみで、選好充足説に対しては優位性を

明らかにする根拠には一切ならないものだからである。以下この点を、２つの不完備性に焦点を当て

ることで明らかにする。 
 
開かれた（暫定的な）不完備性について： 
もし認識的制約から不完備性を許容するという理由であれば、基本財（善）指標や潜在能力アプロー

チよりも選好充足説の方が優れていると考えざるを得ない。というのも選好充足説は、選好充足にの

み着目することから、部分的に重なっている選好順序のどこで充足されているかにだけ目を向ければ

良いとする見方である。しかし基本財（善）指標や潜在能力は先にみたように、抽象度が高いような

広いカテゴリーを巻き込んだとしても、極めて複雑な情報計算が求められるし、そもそもそうした計

算自体、不可能なものかもしれない。もし認識的制約について真剣に受け止めた上で不完備性が求め

られると判定するのならば、素直に選好充足説を採用する方が自然であろう。 
 
閉ざされた（確定的な）不完備性について： 
根源的な意味で世界の事態についての選好順序が不完備であるのなら、ますます基本財（善）アプロ

ーチよりも選好充足説の方を支持すべきである。なぜなら基本財（善）指標や潜在能力アプローチは

部分的にせよ、客観的に同定できる財や善、もしくは〈機能〉を確定的な善性を帯びるものとして提

示するからだ。そうした確定性は確かに、閉ざされた不完備性と必ずしも両立不可能なものではない。

しかし、そうした確定性を問わずに、厚生の価値や善の特定的構想に対して中立的な立場をとる選好

充足説の方が、当該意味での不完備性に対して、より親和的である。したがって、閉ざされた不完備

性を根拠にしたとしても、中途半端に諸善の確定性を前提にする基本財（善）指標や潜在能力アプロ

ーチと比べて、選好充足説を採用する方がずっとすっきりするのである。 
 
もっともここでの議論は、基本財（善）指標を採用する積極的根拠が別に成功裡に示されているのな

ら、致命的なものではない。しかし先程からの議論で明らかなのは、そうした積極的根拠はどこにも

見当たらないということである。したがって比較優位の観点からして、選好充足説を採る方が良いと

いうことになる。 

 

5. まとめ 

本報告では、熟慮ある選好の充足を厚生として、それを正義や平等構想の〈通貨〉とする立場を、そ

れに対する３つの批判を退けるないし無力化するかたちで擁護した。さらに、３つの批判から出てき

た代替案（それぞれ資源の平等、潜在能力の平等、基本財（善）の平等）に対しては、それが必ずし

も厚生の平等よりも魅力的ではないことを明らかにした。 
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