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北海遂大学大学院教育学研究科

紀聖書第 95号 2004年 12月

M.ナスパウムの

潜在能力アブローチに関する研究ノート

一一ソーシャルワークに示唆するもの

鳥山まどか*

M. Nussbaum's Capabilities Approach: 

Suggestions to Social W ork Practices 

Madoka TORIY AMA 

[要旨]M.ナスパウムは rその人が何をすることができ，どういう状態にあるのか」に基

づいて人の福祉とa由を評価するj替定能力アプローチを，政治哲学の視点から展開してい

る。ナスパウムは「人間らしい生き方」をするのに必要な潜在能カとして，主主体的な 10の

項目からなるリストを提示するが，現実に人々がおかれている状況とのギャップが非常に

大きいことから 1)ストは非現笑的だとの批判がある。しかし，このギャップを埋め， 1) 

ストで示される状態に近づけていくことこそが必要で、あり，ソーシャルワークがこの役割

を担わなくてはならない。ソーシャルワーク実践を行う際の混様やアセスメントの基準を

発展させるにあたり人間らしい生き方」の具体的な姿を示すナスパウムのリストは有効

な枠組みとなるだろう。

【キーワード]ナスパウム， i答在能力(ケイパビ 1)ティ)，ソーシャルワーク
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潜在能力(ケイパビリティ)アプローチとは，-何をすることができ，また， どういう状態に

あるのか」に基づいて入の福祉と自由を評価しようとするアプローチで，経済学者アマルティ

ア・センによって提起された。センとの共同研究を通じて政治哲学の揖点から潜在能力アプロー

チを展開したのが，マーサ・ナスパウムである。 Women and humαn development: The 

ca仰 bilitiesゆρroach(以下， WHDとする)1は，このアプローチに関する彼女の研究のひとつ

の到達点である。ここでは本書を中心に，ナスパウムの潜在能力アプローチについて検討する。

このアプローチは開発経済の領域で主に用いられてきたが，現在はジエンダーや社会福祉な

どの領域で，開発経済とは直接関係しない議論にも取り入れられ始めている。ナスパウムはこ

のアプローチの中で，市民が政府に要求する権利を持つような立憲上の原理の葱礎として，-人

間らしい生き方の核となる，機能的潜在能力(centralhuman functional capabilities) J のリ

ストを提示している o そこで，このリストによって「人間らしい生き方」とはどういうものか
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を示すナスパウムのアプローチが，ソーシャルワークに示唆するものについても検討する。

1 .ナスパウムの潜在能力アプローチ

(1 )機能的潜殺能力のリスト

WHDでナスパウムは，多くの女性たちが，女性であるが故に「人間らしい生活をおくるため

に必要な基本的な機能の支援に欠けるら状態におかれていることを問題にしている。そして潜

在能力という視点、から，女性たちが置かれている状況がいかに正義に反したものであるかを明

らかにし，ジエンダーに関する正義を実質的なかたちで追求することに関心を向ける必要性を

示している。

ナスパウムの潜在能力アプローチは， 1986年からの世界開発研究所でのセンとの共同研究

を，その直接の出発点としている。彼女は，自らがアリストテレス研究で追求してきた考えと，

センが経済学で長年追求してきた考えとが類似していることを認識し，共同研究を通じて自身

のアプローチを展開してきた3。潜在能力アプロ とは簡単に言えば，ある人が何をでき，ど

のような状態でいるのかに基づいてその人の福祉や自由を測るものである。ナスパウムはこの

アプローチを用いて，政府が市民に最低限保障すべき，普通的で基本的な潜在能力を確定する

ことは可能で、あるとする。そして具体的に，以下の 10項目からなる「人間らしい生き方の核と

なる，機能的潜在能力(centralhuman functional capabi1ities) J のリストを提示する

① 生命:若死にしたり，価値ある人生というにはあまりに短い人生で終えたりすることなし

標準的な期間，人生を生き抜くことができる。

② 健康:健康で、いられるo ここにはリプロダクティブヘルスや適切な栄養，適切な住まいを

得られることも含まれる。

@ 身体の自由・保全:自由に移動できる。自分の身体を自分のものとできる，すなわち，身

の危険(強姦，性的暴力，児童期の性的虐待， ドメスティックバイオレンスなど)から守

られている。性的な満足や 1)プロ夕、クションに関する選択の機会が得られる。

④ 感覚，想像，思考 r真に人間らしい」かたちで感覚を使い，想像し，思考できる。その

ためには，読み書きや基本的な数学と科学(それだけにとどまるものではないが)を含む

適切な教育によって知識を得，教化されることが必要で、ある。自己表現的な仕事や自分自

身の選択による宗教的，文学的，音楽的その他の出来事を経験したり創作したりすること

と関連して，想像や思考ができる。政治上および芸術上の発雷に関して表現の自由が保障

され，さらに信教の自由が保障された上で，精神的な活動を営める。自分なりの方法で人

生の最終的な意味を捜し求めることができる。楽しい経験が得られ，不必要な苦痛を避け

ることカfできる。

⑤ 感情:自分以外の人や事物に愛着を持つことができる。自分を愛して世話をしてくれる人

を愛し，その人の不在を悲しむ。一般的には，愛'1宥や悲嘆や憧れや感謝，正当な怒りを

琉できる。恐れや不安，あるいは虐待やネグレクトによるトラウマによって感情の発達を

臨書きれない。(この潜在能力を支援することは，その人の発達に重要な人々との結合を支

持することを意味する。)

⑥ 実践理性:養の構想、を形成できる o 自分の人生の計画について批判的に反省することがで

きる o (良心の自由を保護することを含む。)
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⑦他者との関係

A:他者と一緒に，他者のために生活できる。他の人を認め，関心を示すことができる。

様々な形態の社会的な相互作用に携わることができる。他の状況を想像し，その状況を思

いやることができるo 正義と友情の潜在能力を持てる。(この滞在能力を保護することは，

そのような関係を構成し育てる制度を保護すること，さらに結社と政治的発言の白出を保

護することを意味する。)

B:自尊心を持ち，屈辱を受けない社会的な基礎を得る。他者と対等な尊厳ある偶人とし

て扱われる。これは，少なくとも人種や性や性的指向，宗教，カース人民族，国籍に基

づく琵別から守られていることを含む。労簡においては，人間としてふさわしいかたちの

労働をし，実践理性を行使し，他の労働者と意味のある関係を築くことができる。

⑧ 動植物との関係:動物や植物，他の自然に関心を向け，関係しながら生活できる。

⑨遊び:笑い，遊び，余暇活動を楽しむことができる。

⑮ 環境のコントロール

A(政治的):自分の生活を左右する政治的な選択に効果的に参加できる。参政権を存し，

言論や結社の自由が守られている。

B (物質的):単なる形式上ではなく，実費的な機会という意味で，財産(土地及ぴ動産)

を所有できる。他者と開等な基準のでで所有権を有する。他者と陀等な基準の下で仕事を

求める権利を有する。不当な捜査や差し押さえからの自由が得られているo

(2) 生活の質の評価一一先行アプローチの批判的検討

ナスパウムのアプローチは，人が「真に人間らしい」仕方で生活するのに最低限度必要な浴

在能力を示すものであるが，このアプローチは人と人，地域間，階級賠，盟家間の「生活の質」

を比較するのにも適している(センの潜在能力アフ。ローチは，こちらの使い方に関係する)。ナ

スパウムは， WHDの第一章で自身のアプローチを示すのに先立ち，これまでに生活の質を評価

するためにとられてきた主要なアプローチ(①GNP，②功利主義，③ロールズの理論によるア

プローチ)を取り上げ，それぞれについて批判的に検討している

ナスパウムによれば，第一の GNPはかつて，生活の質を評価するアプローチとして最も一般

的なものであった。このアプローチでは，社会の諒標は一人当たりの GNPを最大にすることで

あり，富や~入の分配については潤題にしない。したがって， GNP の総計や平均が間じ留でも，

その分配状況は様々であることがこのアプローチではとらえられない。また，平均寿命や乳児

死亡率，教育・雇用の機会，政治的な自由，人種やジエンダ一関係の内容などは生活の質にとっ

て重要であるが，これらは必ずしも GNPと相関関係にあるとは限らない (GNPが高い国や地

域でジエンダ…間の平等がより進んでいるとは盟らない)0 

第二の功利主義的アフ。ローチは，人々の満足の総和あるいは平均を向うものである。このア

プローチも GNPと向様に，誰がどれだけ満足しているかという一人ひとりの状況は見えてこ

ない。また，自由や経済的な豊かさ，健康，教育など，それぞれ独立した意味を持つ財をすべ

て効用に霊き換えてしまうため，加偶の重要性を持つ財のトレードオフを許してしまう可能性

がある。さらに，人の満足や不満足はその人が寵かれた状況一一何をすることができ，どのよ

うな状態にあるか一…に影響されるが，このアプローチではそれが考癒されていない。

第三のアプローチはロールズのアプローチに代表されるが，基本的な資源の集会に目を向け，
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その分配を問題にし，その公正な社会的配置のための泰準を提案するものである。ロールズは，

自分の人生についてどのような計画を立てているにせよ，合理的な個人であれば誰もがその計

闘を遂行するのに必要だと考えるだろう項目を「基本財」とし，そのリストを提示した。ロー

ルズのアプローチはすべての市民の碁本的な自由と機会の重要性じ選択のための物費的な恭

礎の重要性について明確な立場をとるものであり，生活の費についての先のニつのアフ。ロ

よりも優れている。しかし，資源の必要性や資源を機能に転換する能力が人によって様々であ

ることを考慮していない。基本財の有無のみに注目することは，人の福11上にかかわる不平等を

強化する可能性があり，それがこのアプローチの重大な欠陥であるとナスパウムは評価してい

る。

ただし，ナスパウムの潜在能力のリストは政治的リベラリズムの精神を示すものだという点

で，ロールズが示した基本財のリストと共通している七いずれのリストも立議上の保障におけ

る道徳的な基礎となるものである。しかし，ニつのリストは構造や内容に違いがあり，特に，

ロールズが自然的資産 (naturalgoods)として社会的な分配の調整の枠外においた項目も，ナ

スパウムのリストでは重要なものと位置づけられている点は大きな違いであるにロールズは，

健康や知能，想像力といった自然的資産の取得は運に左右されるため，社会的な分艶の調整に

はなじまないと考えた。これに対しナスパウムは，たとえばすべての人が完全に健康で、精神的

に安定することを望むのは確かに不可能だが，これらの潜在能力に関する社会的な基礎を政府

が整えることは可能で、あるし，それは政府の重要な役割であるとしている。

以上の各アフ。ローチの批判的検討から，ナスパウムは，一人ひとりが実際に「何をでき，ど

のような状態にあるのか」に焦点を当てることが必要で、あると主張する。自分のしていること

や状態に満足しているか(功利主義的アプローチ)だけではなく，何ができる状態にあるのか

に自を向け，また，手にすることのできる資源がどの程度あるか(ロールズ的アフ。ローチ)だ

けではなしそれらの資源がどのように使われているかを関わなくてはならない。

(3) ナスパウムのアプローチの特質

ナスパウムのアプローチの背景には，二つの直感的な考えが存在しているその一つは，そ

れがなければ人間としての生活が成り立たないような機能が存在するという考えである o そし

てもう一つは，単なる動物としてではなく，人間らしいかたちでの機能充足の仕方があるとい

う考えである。ナスパウムによれば，このような直感的考えはアリストテレスやマルクスにも

共通するものであり，特にマルクスは，真に人間らしい生活に必要な事項として「実践理性J

と「社交性j を重視しているという。ナスパウムの提示したリストは，この実践理性と社交性

を備えた人間らしい生活を送るために最低限度必要な潜在能力を確定しようとするものである

と言つことができる九

潜在能力アフ。ローチには他に r一人ひとりに価値があり，各人を目的としてみなすJという

重要な涼理がある 10。これもやはりアリストテレス，そしてマルクスに見出される原理である。

マルクスは，人を単に他者にとって有用なものとみなすことが搾取の核心であるとし，ある人

の目的を他の人のそれの下に置くことは大きな間違いであると考えた。この原理は GNPや功

利主義のような一人ひとりを区別せずに「生活の質」を評価しようとするアブ。ローチの欠点を

克服する点で重要で、ある。また， WHDは女性たちに関わる問題を中心に扱っているが，女性が

家族や地域の中で他の人々の目的を遂行するための手段とみなされてきたことが，彼女たちの
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置かれている状況と抱える問題に深く根ざしている。「一人ひとりを目的とみなす」という原理

は，女性たちの置かれた現状を明らかにし，問題の解決を鴎るためにも重要な原理であるo

ナスパウムのリストの項目はそれぞれ異なる要素からなり，それぞれ別個の重要性を持つ。

したがって政治的自由を犠牲にして経済的発壊を進めるようなトレードオフや，義的なコスト

ベネフィット分析による項目の取捨選択は許されない。同時に，各項目は別個のものではある

が，社会参加には読み書きの能力が不可欠で、あるというように，各項目は相互に関連するもの

でもある。

ただし r実践理性J と「他者との関係j の二つの項Bに関しては，ナスパウムはこれらに特

別な位置を与えている 11。もちろん，この二つを促進するためには他の潜在能力を犠牲にしても

かまわないという意味ではない。この二つは，マルクスが真に人間らしい生活に必要な要素と

してあげた「実践理性」と「社交性J に対応するものだと考えられる。つまりこの二つの項目

は， リストに示された潜在能力が真に人間らしい水準で実現されることを確実にするためのも

のである。

(4) 潜在能力と機能

ナスパウムは潜在能力を r基礎的な滞在能力j，r内的な潜在能力j，r結合した潜在能力」の

二つの段暗に分類している 12 r基礎的な潜在能力Jとは，生まれっき人間に備わっている基礎

的な能力を指す。たとえば新生児は話すこと，愛すること，実践理性を持つこと，労働するこ

となどに関連した能力を，基礎的な潜在能力のかたちで、持っている。しかし多くの場合，基礎

的な潜在能力が人間らしい生活を送るための機能にそのまま転換されることはない。

これに対し，基礎的な潜在能力が機能に結ぴつく状態にまで発展した能力は r内的な潜在能

力」と呼ばれる。「内的な潜在能力」には，性的機能に関わる能力のように身体の成熟に伴い発

達する能力や，人を愛することや政治的な選択のように外的環境や他者との関係を通じて発達

する能力がある。

しかし内的な潜在能力を持っていてもそれが機能充足に結びつかない場合がある。たとえば

良心の自由や言論の自由に関わる内的な潜在能力を持っていても，非民主的な体制の下ではそ

れが機能として実現することは閤難である。「結合した潜在能力Jとは，内的な潜在能力が機能

充足の実現のために外界の諸条件に結合したものである。したがって結合した潜在能力のレベ

ルでは，機能充足を実現するための環境までをも視野に入れることになる 13 先に示した 10の

項告からなる潜在能力のリストは，この結合した潜在能力としての 1)ストである。

ところで，真に人間らしい生活に直接結びつくのは，潜在能力ではなく機能充足である 14。で

はなぜナスパウムは達成すべき機能のリストを直接示さないのだろうか。これは彼女が人々の

「選択(choice)jを重視しているためである。人々はそれぞれ重なり合いつつも異なる善や人生

設計に関する構想を持っている。各人の構想が異なっていても，それぞれが最抵限度必要なも

のとして合意されるものがリストに示された潜夜能力であるが，それをどのような形で機能と

するか，どのような構想を追及するか，すなわちどのよっな生き方をするかの決定は，各人が

自由に行えなくてはならない。言い換えれば r選択」することを保障するのが潜在能力のリス

トなのである。これをはじめから達成すべき機能という形で示すことは，人々の選択や自己決

定を否定することであり，実践理性を含む，真に人間らしい生活をむしろ否定することになっ

てしまう 150
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2.女性たちの「声J

(1 ) オーキンからの批判

ナスパウムは，特に途上国の女性たちが置かれた「具体的な物質的および社会的背景状況は，

彼女たちとの対話において良〈理解される必要があり，その後で達成可能な改善のための適切

な提案がなされる 16J とする o WHDに対してオーキン (2003)17は，世界銀行などによる途上

闘の女性への大規模なインタビュー調査で女性たちの実際の「声」として聞かれるのは，恭礎

的な身体的必要を満たす食物や衣服や住居，身体的安全，健康，子どもの教育などに対する必

要であり，ナスパウムが 1)ストにあげているような想像力や動植物との関係，実践理性などに

対する必要は出てこないとする O したがって，ナスパウムのリストは「途上閣の女性たちの生

活を広く深く熟知してというよりは，アリストテレスの考えから導き出されたものであり，ナ

スパウムがインドで言葉を交わした女性たちの生活からよりも，高い教育を受けて美的感覚を

持ち，自意識と自発的な信仰を持つ西欧の女性の生活から導き出された，洗練され空想的な項

目からなっているようだ18J と批判する。

しかし，ナスパウム白身がこの批判に回答しているょっに，オーキンはナスパウムの議論を

誤って理解している部分がある。ナスパウム (2004)はオーキンによる批判を「リストの正当

化の方法」と「リストの内容」の二点にまとめて回答しているが，これは WHDの第二章(お

よび第一章第七節)の理解に関わるものである 19

(2) 効用主義的アプローチの問題点

オーキンが主張するような女性たちの「声J をそのまま反映した基準を使うことで，女性に

とって望ましくない状況が維持されたり，むしろ悪fちしたりする場合がある。これは「適応的

選女子 (adaptivepreferences) J に関わる問題であり， WHDの第二章はこの問題をや心に論じ

ている。ナスパウムの示したりストには，女性が得ることが特に男性によって好まれてこなかっ

た内容が含まれている。さらにオーキンが批判したように，現在でも女性たち自身が必ずしも

求めてはいない内容も含まれている 20 しかし，女性たちがそのような潜夜能力を求めないの

は，自分の置かれている状況を仕方のないものとあきらめて受容している場合や，それが正義

に反する許されないことなのだとは思ってもみない場合である。健康や栄養のような，オーキ

ンも必要と認める基本的な事項に関してさえも，そのような状況が見られることがあり，ナス

パウムはある砂漠地帯の村における政府による意識覚醒プログラムによって女性たちにもたら

された変化を例にそれを示している 21 また，第四重量でより具体的な形で論じられているが，女

性や女児は家族の中で抑圧的な状況におかれていることが多く，自己の重要性に対する認識や

将来の見通しを自ら低く設定しがちである。したがって，功利主義者の主張するような効用に

基づくアブローチを政治的原理の基礎とすることをナスパウムは拒否する。そのようなアプ

ローチでは，習慣や恐れ，低い期待，人々の選択や自分の人生に対する望みを損なうような不

公正な状況の中で現れる選好や欲求 (desire) と，その人の「真の (true)J選好や欲求とを区

別できないからである 22

選好をめぐっては様々な議論が展開されているが，ナスパウムによれば，その一方の極には

「主観的効用主義」が，他方の極には「プラトニズムJ がある。「主観的効用主義」は経済学に

おける規範的なアプローチに頻繁に登場する。これはその入の選択を重視しようとする理論で
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あるが，上にあげたような，客観的には明らかに不公正な状況にあってもそれに異を唱えない，

あるいはそれを不公正と思わない「適応的選好J に対応できない23

(3) アブローチの正当化と欲求の役割

選好をめぐる議論の他方の極においては，人々があるものを欲求したり選好したりすること

に実際的な意味はなく，真の正義や善とは何かを導き出すものとしては欲求や選好は当てにな

らないと主張される 24 したがって人の欲求や選択は，あるものが養であることを正当fじするの

には全く何の役割も来たさない。必要なのは，人々がそれを欲求あるいは選好しているという

とは独立して，不変で、本質的な価値について議論することである。このような立場をナス

パウムは r(厚生経済学における)プラトニズム」と呼ぶ。

「社会福祉に関する現代の思想家には徹底的なプラトニストはいない25Jが，それに近いもの

として，ナスパウムはスキャンロンの議論を検討している 26 スキャンロンは，生活の質に関す

る記述を正当化するプロセスにおいて，欲求が重要性を持つ根拠は次のニつのみであるとする。

一つは快楽に関する。つまり，欲求の満足によってもたらされるだろう快楽(pleasure)は本質

的に蓄なるものだからである。もっ一つは発見的な役割に関する O つまり，欲求は何らかの本

質的な養へと我々を方向付けるからである。しかし，いずれの場合も欲求を参照する必要はな

い。前者に関しては，快楽の本質的な価値が問題になるし，後者に関しては，達成されるべき

項目自体の価値が問題になるからである。

ナスパウムは効用主義的なアプローチを否定するが，一方で、「スキャンロンのような思想家

は，欲求や選好をあまりに拒否しすぎている 27Jと考える。ナスパウムは，人々の欲求はアプロー

チの正当化において重要な役割を果たすと考えている。アプローチを正当化する際に欲求が果

たす役割には二つある28 その一つは「発見的」な役割である。つまり，人々の実際の選好が，

我々が主主意を向けるべき重要な問題は何であるかを確定するための導きとなるのであるo

第二の役割は「補助的J な役割である。この役割はさらに二つに分けられる。一つは「政治

的な安定J に関わる。ある構想を正当化するには，それが長期間にわたって安定したものにな

り得ることを示さなくてはならない。この際，正当化しようとするアプローチの構想と，適切

な情報が得られた上での人々の欲求 Onformeddesire) とが収数(convergence)することに

よって，そのアプローチの安定性がより確実なものであることを示すことができ，それが正当

化につながるのである。もう一つの補助的な役割は「人を尊重する」ことと関係している。欲

求は人聞の知的な部分であり，それ自体が尊重されるべきものである。アプローチの構想と人々

の欲求とが収飲するということは，そのアプローチの持つ道徳的構想が，人々を尊重し，

と到達するその人たち自身の能力を尊重していることを示すことにつながるのである。

ナスパウムの潜在能力アフoローチは，様々な伝統に根ざし，尊厳ある人間にふさわしい生活

という直感的な考えを具体化したものであるので，効用主義的なアブoローチが抱える適応、的選

好のような開題を回避できる。さらに，リストにあげられた潜在能力を人々に確保することは，

人々が「情報に萎づく欲求J を発展させることにもつながる。しかし，上記のような収数は長

い自で見る必要がある。たとえその人の欲求が情報に蒸づいたものであっても，実際の行動が

その欲求とは一致しない場合もある。そのため短期的には， リストにあげられた潜在能力を，

あらゆる市民にとって絶対に必要なものとして支持すべきである 29

したがって，特に短期的にはナスパウムのリストと人々のおかれている現実や欲求が恭離す
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る可能性は大いにあるが，そのようなアプローチであってもそれが一方的な押し付けではなく，

個人や文化などの多様性を考癒したものである理由として，ナスパウムはアプローチの位置づ

けを 6つに分けて整理している300第一に，リストは暫定的なものであり，その社会の状況に合

わせて項目を変更する余地を残している。第二に， リストの項目は抽象的で一般的な形で示さ

れており，その具体佑はそれぞれの市民や立法部における熟慮に基づいて行われるべきである

とする。第三に， リストはロールズが言うところの「部分的な道徳的構想」であり，政治的な

目標にのみ関係する。したがって，最終的な人生の意味や目標については様々な構想を持つ人々

の間であっても，このリストを「測定の基準」としてみることは可能で、ある 31 第盟に， リスト

で示し，政策的なターゲットとしているのは機能ではなく潜在能力であり，人々の選択を重視

している。第五に， リストの項目の核となっているのは言論の自由や結社の自由，良心の自由

など，多様性を守るための自由である点である。そして第六に，正当化と実行の問題は分けて

考えるべきであり， リストは介入の免罪符ではなく，説得のための基礎であるとされている。

3. リストと現実とのギャップ

以上から，潜在能力アプローチ，特に潜在能力の 1)ストに関するナスパウムとオーキンとの

食い違いは，ナスパウムの言うように，オーキンの理解に誤りがあるためだと雷えるが， 1)ス

トが「空想的」と思わせるほどに現実とのギャップが大きいことがこのような批判をもたらし

たというのも事実である。たとえば貧盟な家庭において，家族の摂取する栄養と子どもの教育

とのニつの潜在能力(いずれもリストにあげられている潜在能力であり，ナスパウムによれば

トレードオフは許きれない)が対立する場合はどうすれば良いのか。これに対してナスパウム

は，対立が起こった場合にどちらをとるべきかよりも，そもそも重要な潜在能力のレベルで二

者択ーを迫られるような状況に個人や家族が置かれないようにすべきなのだと答える 32 ナス

パウムのこの主張には異論はないだろうが，ナスパウムも認めるように，実際には環境や人々

の欲求や行動が変化するには長い時間が必要で、あり，そのために「現時点で、」リストに示され

た潜在能力の中で優先瀬位をつけざるを得ないような状況に直面することがしばしば起こり得

ることは想像ーに難くない。

しかし現実とリストの間にギャップが生じるのは，オーキンの批判のような， リストが全く

現実ばなれしたものだから， ということではない。ナスパウムのリストは「ここまでは到達す

べき」という，いわば「結果」の状態を表したものであり，そのためにギャッブが見られるの

である。これに対してセンは r共通部分アプローチ」によって潜在能力(及び、機能)に優先順

位をつけ r第一歩」すなわち「出発点」を特定する。そのため，実競においても皆が必要だと

合意することが比較的容易な事柄(具体例として頻繁に登場する栄養や教育など)から着手す

ると考えることが可能で、ある o オーキンは，女性たちの「必要Jをそのような「ベーシックニー

ズ」のレベルで考えており，彼女はセンのアプローチもベーシックニーズの保障を重視したも

のと理解している 33 しかし，確かにセンは共通部分アプローチによって「論争の余地のない」

擾先すべき潜在能力を特定するが，それは決して潤定したものではなく r第一歩Jとして提供

された最小限の部分順序に基礎を讃き，さらに追加的な評価にすすむことが可能だとしてい

る34。したがって，実際はセンのアプローチはオーキンが考えるようなべ…シックニーズにとど

まるものではない。一方で"ナスパウムは，潜在能力のリストはそれぞれの社会の状況に合わせ
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て内容や程度を決めていけば良いとしている。したがって，センとナスパウムのどちらのアプ

ローチでも，実践上の手JI僚はかなり似通ったものとなるだろう。

それでもなお，.結果」を示すナスパウムのリストには，共通部分アフoローチによって優先瀬

位をつける際には「第一歩」には入らないであろっ内容までも含まれている。ナスパウムが自

身のアフ。ローチの正当化に関して用いる「収数j という言葉に示されるように，ナスパウムは

1)ストに示された内容と，人々の罷かれた現実や欲求との間にギャップがあることをむしろさ当

然としている。そもそもギャップがないなら，このよフなアプローチも必要ない。ギャップを

壊めていくことが，その人の福祉や自由の向上につながるのである。

いずれにせよ，ナスパウムのアプローチに基づいて実践を行おうとすると，そこには大きな

閤難が伴うということを(悶らずも)明らかにしたことに，オーキンの批判(および、ナスパウ

ムの毘答)の意義があったと考えられる。しかしリストが現実からかけ離れていると批判した

だけでは問題は解決しない。やはり関難であってもギャップを理めていくことが必要なのであ

る。

それではこの困難な作業を誰が行うのだろうか。当事者がそこに含まれることは間違いないO

WHDでナスパウムは，自営女性協会 (SEWA)などの，当事者からなる自助グループのよう

な組織の役割を重視している。これはアプローチの正当北(収数)に重要な，.情報に基づいた

欲求」のためにも必要なことである。しかし，その地域にある程度共通した課題(栄養や衛生，

子どもの教育，女性の雇用・自営の促進なれがあれば，そのような組織北が必要だという認

識やインセンティブも働きやすいだろうが，それぞれが抱える問題や課題が共通のものとして

認識されにくい場合もある。また，組織化が行われたとしても，適切な支援がなければ当事者

のみで実践を行うことは難しい。そこで，ギャップを壊める作業において，ソーシャルワーク

が重要な役割を扱うことになると考えられるo

4 .瀧権能力アプローチとソーシャルワーク

実際にソーシャルワ…クによって現実とリストとのギャッブを埋めていくにあたっては，ど

の程度まで， どのような方法でそれを行うかは，その実践の中で見極めていかなくてはならな

い。また，当事者の欲求や選好が「適切な情報に蒸づく J ものとは眠らず，その人の「棄の」

欲求は何かを見極めることも重要になってくる。

たとえば，生活保護を受給している母子世帯の母親が，子どもは「高校にi立行かなくてもか

まわない」と苦う場合，その声をそのまま捉えれば，子どもが義務教育を終了すれば，それ以

降について特に何らかの手だてを講じる必要はない事になる 35。しかし，ソーシャルワークにお

いては，その発言が「真の」欲求に基づくものであるのか，たとえば金銭的困難によって適応

的選好が生じていないかを見極め，それが適応的選好による発言である場合には隠れている，

あるいは情報を得られていないことなどによって本人も認識していない，.真の」希望を見出す

ことが求められる o

そして，.真の」希望が「子どもを高校に行かせたいJ，，.高校に行かせるために何とかしたい」

というものであったなら，次に，それを実現するための支援を行うことが求められる。あるい

は，人間としてふさわしい生活を送るのに重要な潜在能力として，高校を卒業することが必要

だと判断される場合には，親(及び子ども)の欲求がいかなるものであれ，それとは独立に子
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どもの高校進学と卒業を「絶対に必要なものJ として，それを達成するための手だてが必要に

なる。この場合は当事者の「意に反した」介入を行うことになるので，実践にはより大きな踊

難が伴うだろう。

いずれの場合であっても，奨学金などの金銭的な手だてが得られれば(基本財の提供)，後は

自分で、家計をコントロールし， 目標を達成できる人もいる(機能への転換)が，基本財の転換

能力には個人差があり，自の前に様々な財があってもそれを機能に転換できない人もいる。し

かし，特に金銭に関するコントロールが「できない」ことは rだらしがないj，rやる気がない」

などと，個人の性格や資質の問題として断じられやすい。コントロールに必要な蒸本財は提供

しているのだから，それをコントロールできずに最終的な機能充足にまで更らなかったとして

も，それは「コントロールできないから悪いj，rできないのだから仕方がない」とされてしま

いカfちで、ある。

しかし，ナスパウムの潜在能力アプローチでは，家計のコントロールが「できない」こと，

そしてそれを放置することは，潜在能力における重大な「失敗・不履行 (failure)j である。家

計のコントロールはリストの「環境のコントローJVj に関わるものだが，この潜在能力は

践理性j，r感覚，想像，思考」など他の滞在能力にも影響を与える。家計のコントロールがで

きないことを個人の変質の問題と判断して何の支按も行わないことは，新たなあきらめ，適応

的選好を生じさせることにもつながり得るo ソーシャルワークにおいては「できない」場合に，

そのような状態をもたらしている背費(その人の経験や，その人が置かれている環境・状祝)

を的確に見極め rできるJ ようにしていくための適切な関わり・支援の方法を判断し，それを

行っていくことが必要で、ある o これらの見極めや判断を行うには，その基準が必要だ「が，ナス

パウムの示したりストはそのような基準を設定するための基礎となり得るものである。

おわりに

モリス (2002)は「ソーシャルワークの専門家には，ネ士会正義の概念が深く根付いている 36j 

と言う。ロールズによる社会正義の理論的枠組みは，社会の効用の総和のみを問題としてその

中で犠牲者が出ることを防げない(むしろ許容し得る)功利主義に対抗するものであり，ソー

シャルワークに携わる専門家にも広〈受け入れられている。しかし，社会的暴本財の公正な分

配によってベーシックニーズを満たすという正義については述べているが，ソーシャルワーク

にとってもうひとつの重要な正義である福祉の向上についてはカバーしていない。これに対し

潜在能力の観点，韓にナスパウムのアプローチは，ロールズの分配的正義の枠組みを土台とし，

さらに福祉，自己決定，人間としての尊厳といったソーシャルワークにとって重要な特性をも

備えている。ロールズの社会的基本財という見方を超えてナスパウムが特定した潜在能力とい

う観点は，ソーシャルワーク実践の骨格を成すものでもあるとモリスは評髄している。

ナスパウムはセンよりも具体的に「人間らしい生活」のために必要な潜在能力(および、機能)

を示したが，それ故に，人々が置かれている現状とのギャップが大き過ぎるという開題，さら

に，特に社会福祉の領域ではナスパウムの想定する人間像はあまりに要求が大きすぎるという

問題(たとえば重度の知的障害がある人に r人間らしい生活」として，善の構想、の形成までも

求めるのは関難な場合もあるなど)がある。しかし，ギャップは埋められるべきであり，ソー

シャルワークがそれを埋める役割を担わなくてはならない。また，現実とのギャップが大きい
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とは替え i人間らしい生活J，i人間らしい生き方」とはどのようなものかを具体的かつ多面的，

総合的に表したナスパウムの潜在能力のリストは，ソーシャルワ…クの自標やアセスメントの

まま準を発展させるための有効な枠組みとなるだろう。
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