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協同における正義概念の構造
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問題の所准

4う

近年，生活や生産のあらゆる分野において，協同組合的な形態をとった活動が多謝的に展開し

ている。例えば，滋賀県の環境生協に象徴されるような環境問題の解決や学習にかかわった協同

活動や，あるいは福祉の分野においてヘルパ一派遣等を生活協同組合や労働者協間組合が行うと

いった取り緩みは，今日では決して例外的な活動とは言えないであろう。

それらの活動を，必ずしも協同組合という組織形態をとらない活動も含めて，協関活動として

一括した場合，その形態的特質は，第一に商品交換によらない組織化であり，第二に組織活動の

目的を事前に了解した上での組織化であり，さらに第三にその自的の実現のために「計画的にー
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緒に協力して労働するJ(1)という点にある。ところで，自的とは誼接的にはわれわれの意識のな

かに存をするものであり，主観的なものである。そして計画とはその目的を実現するための一定

の合理的な手続きであり，また手段の体系化である。したがって計画は，立てられた目的が正当

である限り，目的一手段的な関連において行為に対する拘束力を有するのであり，規範性と客

観性を備えていると言えるであろう。したがって，協同活動の形態的な特質は，第四に，行為に

おける主観性と客飯性の統一(倒し，当該組織の内部において)にあるとも言える。

しかし，そこで問題になるのが，問的と事実との関連である。先の環境や福祉にかかわる協同

活動はもとより，共同購入や共同販売としての協同活動においても， (原理的には)営利追求で

はないところの独自の目的が設定されている。資本が編成する社会システムの下にいるわれわれ

の日常意識は，営利追求という目的は，資本という存在自体に必然的な呂的であることを，日々

の事実として確認している。ところが，営利を追求しない独自な目的は，資本・商品の存在を前

提的事実とする日常意識にとっては，事実内在的に理解することは困難である。「金もうけJIこ

ならない活動が何故，目的とされるのか一協開組合原則に還元するのはトートロジーであり，

人聞の本性に還元するのはそれがその通りに発現しない現実を無視するという意味で空想的であ

り，ともに目的は事実に外在的なままである。換言すれば，協同における目的の妥当性は何によっ

て保証され現実性を有するのかを問うことが要講されている。協同における主観と社会システム

における客観との関連の問題である。

この陪題は，実践一般においても問題たりえ，実践が f産出する行為jであるとすれば，行為

の意志的な契機と実践によって産出される社会システムの自立性・客観性との関連は，依然とし

て論争的な課題を提供している。その擦の一つの論点は，個人の行為と社会とを媒介するように

見える規範の性格を知何に理解するかという点に設定されてきた。とりわけ正義規範は，それに

したがうことで社会編成も，個人の行為も正当化しうるものとして，あるいは逆にそれが定める

義務にしたがうことを要求する権利(例えば自然権として)を付与するものとして，倒人と社会

を媒介する位鷺づけを与えられてきた。協同活動が社会的に承認されるのも，その毘的と手段が

現代の正義規範に適合的であるから(あるいは正義規範によって媒介されうるから)であると，

一応は言えるであろう o

しかし，問題はここに再設定される。まず，正義自体の真理性が関われないなら，協同活動の

正当性は明らかにならない。そして，実は以下に確認するように，正義概念自体が論争の渦中に

あり，いわば対立状態にある。そして，その対立は，結局は以上の主観と客観，個人と社会をめ

ぐる対立に走塁因している。この論争を手掛かりに，正義自体の社会的存在構造を検討することが

小論の第一の課題である。

さらに現実の協向活動においては，資本の組織編成原理とは質的に異なる原理が形成・発展し

つつあるように思われる。人は万人のために，万人は一人のためにjの理念もそのーっと

えようが，より具体的には，例えば産直が契機となって農業，あるいは自然と人間とのかかわり

そのもののもつ価値を再発見し，地域づくりの新たな理念が形成される事例(2)などは，生産と

消費が対立せざるを得ない資本の社会システムにとって，必ずしも整合的ではないであろう。そ

こに新たな正義規範が形成されているとすれば，協同活動がもたらす新たな正義規範の性格とそ

の必然性は，どのように説明可能であろうか。この点が小論の第二の課題である。

これらの課題の検討を通じて，多様な分野の協同活動が有する現代的意義ーとりわけ住民の

主体形成にとって協同活動のもつ意義一，さらには社会的な実践における規範分析の方法を解
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明するてがかりを探ってみたいというのが，小論の問題関心で、ある。

2 正義論における同一性と差異性

麗知のように，現代の正義論においては功利主義と契約説が対立していると一般に言われてい

る。功利，つまり「最大幸福の原理Jを基礎とする正義概念と，契約を基礎に構成される正義概

念との対立はまた，目的論的な倫理学(功利主義)と義務倫理学(契約論)との対立であるとも

言われている (3)。そして，この両者の相違は，ロールズが言うように「臆流にある社会の概念

に関する一つの相違J(4)に起悶している。以下ではJ.s.ミルとロールズの所説をとりあげ，いく

つかの論点についての両者の異同を確認していくが，それを通して正義論の対立の基底にある「社

会の概念Jをめぐる対立を明らかにしていきたい。

(1 ) 正義論の問題領域

まず，正義論は伺を対象とする議論かを確認しておこう。アリストテレスによれば，正義とは

「ひとびとをして正しいことがらの実践者たらしめるような『状態L詳しく ば，ひとびと

のなすところをして正しからしめるのみならず，ひとびとをして正しいことがらを額望せしめる

ような性質の『状態JJであり，かっ f徳J(倫理的卓越性)としての単なる「状態Jではなく，

「対他的な関係においてのjそれである。さらにアリストテレスは「無条件的な?正JJと「国

家社会的な?正JJとを区別し，その上で後者を本性的な r.iEJ(いたるところで妥当性をもっ)

と人為的な「正J(政令等によって規定される)に産別している(5)。

ここで確認すべきは以下の諸点である o 第一に，正義論の主要な領域は「国家社会的な正J，

つまり社会編成の原理の開題であることである o 後にみるロールズも「社会的な意味での正義J

(6)を主題としており，功利主義においても功利性の原理は，政府の政策の是認，否認にもかかわ

る原瑳として想定されている(6)。但し，ここでは国家と社会が亙別されていないことに留意し

ておく必要がある。古代ギリシャにおいては当然であるが，ローJレズやミ jレにおいてもその区別

は厳密ではない。第二に， r対他関係jが正義が問題となる場閣であることである。これは，

義が社会関係を編成する原理であるから当然であるが，社会が個人によって構成されている(後

に述べるように，これは厳密な規定ではない)ことを前提とすれば，個人間の関係としての対他

関係も正義によって規制されることになる。第三に，正義が社会編成の原理であり，その意味で

は社会システムの客観的なありかたを問題とするにもかかわらず， rひとびとに正しいことがら

を願望せしめるJという個人の主観的契機を必要としていることがある。これも，第二と同じく，

社会が個人から構成されるとすれば，構成する倒人の主観的能動性を無視し得ないのは当然であ

るが，この両者の関連はそれほど自明ではない。例えばよのアリストテレスの規定においては，

個人の主観は受動的に規定される位置にあり，個人の能動性は前提にはなっていないのである。

以上の諸点は正義識の問題領域を一応示すものであるが，同時に各々の点が論争的な問題をも

含んでいる。以下では，ミルとロールズを対比しつつ，論点の所荘と性格を明らかにしていこう。

(2) 正義の原酒の選択条件と選択論理

社会編成原理としての正義の原理が要請されるのは，主観的には社会の編成に自由度があり，

さまざまな選択が可能であると患われている状態が存在するからである。リーデルの笥うように，
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倫理性が間われるのは「人間の行為が，別の作為の仕方もできるという可能性に，つまり失敗と

成功に，したがってとがめと称賛にいつもさらされているという人間学的な経験J(7)に起因して

いる。さらに，それは具体的には複数の選択肢があり，かっそのおのおのに優劣がない状態であ

ろう。そして，その状態はまた，各選択肢が対等の権利をもって対立している状態でもある。各

選択肢(権利)が，別々の人格によって主張されるとすれば，相主主に利害の対立する状況が正義

の原理が関われる場韻といってよい。

この点に関しては，ロールズとミ jレの両者も共通の前提としている。例えばロールズは「正義

の環境jとして， r緩やかな稀少性J(自然的社会的資源の稀少性のため，社会的協働が必熱化す

る)とともに， r利害の対立jをかかげ，こうした条件(環境)のないところでは，正義という

徳自の働く機会はない，と述べている(100)。また， ミルも「同じ一個人の心中でさえ，正義は

単一の準則，原理，格率ではなくて多数のそれなのである。だから正義の命令は必ずしも一致J
しないと述べ(8) 正義諸原剤の対立としてではあるが，複数の選択肢が対立状況にあることを

認めている。

しかし，その対立の解決方法は全く巽なる。ミルの場合は，契約説においでその解決のために

もちだされる f契約Jという概念が恋意的であることを指擁した上で， r相皮する正義の原理に

訴えるj意見については，調和させることができず， r社会的功利だけが，その櫨越性を決める

ことができるJ(522) とする。ミ jレは古典的功利主義とは奥なり，さまざまな道徳率が存在する

ことを認めるが，それも功利に基礎をもつものであり，そのなかでも「社会的功利の程度がほか

の要件より高く，したがって義務的拘束力もほかの要件よりとびぬけて強いjものが正義たる道

徳的要件であると述べる。

ここに見られるのは，選択にかかわる主観的要素を排除し，最も根源的で普遍的な人間存在の

特質である快楽(および苦痛の不在)の増減に選択基準を還元するという方法である。しかし，

当然ながら，その還元方法の妥当性は問題となる。古典的功科主義の場合には，最大幸福を選択

しうるのは「不偏の共感力のある傍観者Jであり，判断に要する完全な情報，知性が前提される。

これは功科主義的な還元の徹底したものと雷えようが，その想定の様度の抽象性はロールズ，あ

るいはそれ以前からも批判の的の…つであった。この点につき，ミルは次のように述べている。

「功利主義が正しい行為の慕準とするのは，行為者側人の幸福ではなく，関係者全部の幸揺」で

あり，行為者に要求されるのは「利害関係をもたない善意の第三者のように厳正中立であれJと

いうことであるが，そのことは直ちに世界全体，社会全体というE広範な一般性を念頭に置くこと

を要求するものではなく， r善い行為の大部分は，世界の手fJ益にためでなく，世界の替の内容を

構成する諸個人の利益のために行われるjのであるから， rどんなに高徳な人であっても，この

ような場合に自分に関係のある人々のほかは考えなくてよいJ(480)。

しかし，このように限定したところで， r自分の関係者jであれば f善意の第三者Jのような

判断が可能であると言えないことは明らかであろう。完全な情報を入手できるという条件によっ

て，自分の関係者を想定するなら，そこでは正義が要請される対立は生じないであろうし(9)

逆にたとえ関係者が二人であっても，その二人が対立状態にある銀りは相互に排除するのであっ

て，相互に完全な情報を入手し，相互の共通する最大幸福を選択することは依然として困難であ

ろう。

ローJレズの場合も，現実の;fjJ護対立状況の捨象によって，正義原理が選択可能な状況を強定す

る。但し，捨象の方法はミルとは全く異なる。ロールズが想定する状況は，雷うまでもなく「顕
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初状態jである。これは，先に述べた「正義の環境Jを前提として，正義原理の合意にいたりう

る仮説的状況(したがって腰史的な想定は一切合まない)である。その諸特徴を列挙すれば， 1) 

当事者は無知のヴェールに包まれている， 2)当事者は正義感をもっ道徳人としての個人である，

3 )当事者は合理的で、相互Zに無関心で、ある，という点をあげることができる。

第単にその意味を確認しておこう。まず，正義の環境において， r人々を争いの渦中におき，

偏見のままに行為することを許すような偶然性に関する知識を，人は排験するJ(14)。これが契

約，そして合意にいたる条件であり，また原初状態が導出される必然性である。こうして導出さ

れた原初状態においては，当事者は各人が自分の合理的な人生計調をもっているが，同時に社会

的・臨級的な地位や個人の生来の資産や心理的特徴さえも知らないとされる。その状態では自分

に有利な原理を仕立て上げることは，すべての人が不可能であり，一般的な事由に基づいてのみ

原理を選択せざるを得ない。ロールズによれば，このような当事者は無知のヴェールの背後に置

かれていると表現される。しかしこの状態は，正義原理の選択に必要な要件の捨象までも要求す

るものではない。例えば，政治現象や経済理論の諸原理，あるいは正義原理はそれが具現化した

ときに人々が正義感を獲得し，それにしたがって行為したいという願望を育てる場合に安定的で

ある，という一般的情報などは当事者に与えられている。前者によって，選択される正義原濯が

社会的協働の条件に関する公共的な基礎であることを保証され，後者は正義原理の客観性を保証

する。さらに当事者は合理的選択を行う，と想定されているが，それは当事者は「彼に開かれて

いる選択の中での首尾一貫した選好J(110) を行うのであり，それは一位の社会善の多い方を選

択するという論理である。つまり，当事者はそれ叫外の論理， O1Jえば羨望や恥辱，居態といった

感情に左右されないのであり，その意味で、相互に無関心で、あると言える。また，ここで言われる

一位の社会善とは「理性的入閣が，他に伺を欲しようとも必ず欲すると想定されているものJ(70) 

であり，具体的には権利，自由と機会，および所得と富であるが，その中でもとりわけ重要な地

位を出めるのが自尊心である。自尊心には，自分自身に儲鑑があるという感覚と自己のもくろみ

を果たすための能力に対する自信があるとされるが (343)，これは同時に道徳的人格の重要な要

件でもある。道徳的人格は次の二つの特徴を持っている。第ーは，自分の善の概念をもつことが

でき(そして持っていると仮定される)，第二は，正義感，つまり正義の原理を適用しそれに基

づいて行為したいという顧望をもつことができる，という特徴である (393)。このような道徳的

人格として当事者はお互いに平等であり，藤初状態においてすでに潜在的に規定されたこの平等

性は，平等の正義の原理が選択される十分条件となっている。また，栢互の無関心性も単なる利

己的な状況を想定するものではなく，むしろ， i二愛などの観念に頼らずにあらゆる人の状況を改

善することを要求する根拠になる。そしてすべての人々が道徳的人格として平等である以上，最

も愚恵に浴していない人が拒否権をもつことになるとされる (116)。

以上が，ロールズの想定する原初状態である。第一に明らかなことは，ロールズはミルのよう

に対立そのものを捨象していないことがある。ロールズ自身が「係争者自身の見地から不偏性を

定義するJ(142)と述べているように，原初状態の前提たる正義の環境においても，相互の対立

状況は考慮されており，その限りでミルの想定よりも現実性のある使説と言えよう。同時にロー

ルズは， ミルの契約論に対する批暫，つまり精神が自己を内省するだけで正義を認識できるのな

ら，内心の啓示がなぜ唆昧なままであり，また対立を生ずるのか(w功利主義論j，518)という

批判に対し，カント的な原理は原初状態の諸仮定を提示することによって厳密な推論による規定

が可能で、あることを示して皮論を試みた，と る。無知のヴェール(ならびにその下での相
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互無関心な対立状況)という仮説は，その推論の鍵をなしている。

第ニに，原初状態には対立状況のみならず，人間が社会を構成しうる最低条件とロールズが見

なす要件も含まれている点に注意したい。道徳的人格や正義感といった意志的契機や主観的契機

がそれであるが，ミ jレが選択にかかわる主観的・縄然的契機を捨象し，人聞の主鋭的契機を f幸

福追求Jという本源的・普遍的契機』こまで還元したのに比べれば，ローjレズとミルでは，人潤の

本源的・普遍的契機に対する見解が異なっていることになる。この点もローjレズ自身が f功利主

義的学説の欠点は，不偏性のための非人格性を誤解していることにあるJ(142)とすでに指撤し

ているのであるが，それは単に「不偏の共感力のある傍観者Jをめぐる対立にとどまらない。選

択原理の真理性・客観性，人龍の本牲としての社会性，連合体の位璽づけをめぐっても，両者の

対立は顕著である。節を改めて検討しておこう。

(3) 選択恵理の真理性・客観性

上で述べたように， ミルもロールズも現実の対立状況に付擁する主観的・偶然的契機を(違っ

た方法によってではあるが)捨象することによって，たとえ意志的契機を含むとしても，そこで

選択される正義原理は社会的妥当性・客観性および真理性を有するとされている。しかし，両者

の障では真瑛性や客観性に対する理解もかなり異なる。ここではまず，ロールズから晃ておこう。

ロールズは，顕初状態がカン卜のいう「本来的自我Jが世界を見る視点に似たものであること

を主張する。すなわち，原初状態では社会的地位等に起歯する特殊な欲求に照らして原現が選択

されるのではないから，当事者は自分の本性に照らして自律的に選択を行っているし，また特殊

な目的を立てないことは，定言命法に即して行為することである。それゆえここでは，誰もが平

等な立場で採用可能な一般的な視点が採用されると言える。そしてロールズは，そのような視点

からの考察が客観的な考察であるとする (405)。さらにロールズは，原初状態での選択は集合的

選択であり，選択される露理は他の自我にとっても受け入れられるものであること(満場一致の

合意-198)を指摘する。このようにロールズにおいては，視点の…般性と合意可能性が正義原

理の客観性を保証することになる。

ミルの場合は，準摘が望ましいただ一つのものであることは， r事実，だれもが自分自身の幸

福を望んでいるという以外に，理出をあげられないJ(497)と述べ，経験的事実を明証性の根拠

としてあげる。もちろん，これは根拠と寄っても「意識が知覚のうちで自分で直接に体験し確信

をもっているJ(10)ということでしかないが，この意識，感構は事実に照らして真理であるとされ

る(ll)。そして正義原理の真理性にとって重要なのは， rだれもがj望んで、いる，という経験的事

実である。

利害が椙互に対立しているもとで，正義原理がなぜ社会的な妥当性を持ちうるのか，がここで

間われねばならない点である。ロールズの場合は，普遍的な承認(相互主観的な承認)が与えら

れていることが根拠となるのに対し，ミルの場合は，経験的事実であることが根拠である。とこ

ろが，前者は内容上の対立を捨象するため，そのままでは合意も形式的なものにならざるを得な

い。その形式性，抽象性を由避するために，ロールズは原初状態に人間の社会的(正義の環境)・

本性的(道徳的人格)規定を導入したと言える(12)。このことは正義原理の真塑性・客観性は，

単なる相互主観性によっては証明されないこと，あるいは逆にロールズの言う普遍的な承認は，

客観的には人隠の社会的・本性的な規定という内容との一致を要請するものであることを意味し

ている。
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また， ミルの場合は fだれもが望んでいるjという事実によって，幸福が鑓億あるものとして

証明されたとしても，それが直ちに正義原理としての妥当性，規範的拘束力に関する証明にはな

らない。ミルは，功利原理が強制力をもつことの証暁には，別の経験的事実，すなわち「人聞の

心情の自然的基礎J(492)を持ち出す。しかし， r人類の社会的感情J，r悶胞と一体化したいと

いう要求Jであるとされるこの「自然的基礎jは，利害対立という経験的事実とは真向から対立

するはずである。にもかかわらず，正義原理の拘束力は，このような「基礎Jを導入しなければ

証明しえないのである。

(4) 人間の本性

ロールズやミルが付加・導入した条件は，いずれも人間の本性の理解にかかわる性格をもって

いる。ミ jレは道徳的強制力について，その超源は「われわれ自身の心中にある主鋭的感情Jにあ

り，それは「人類の良心から発する感情jであり， r人間本性における事実jであることは経験

が証明しているとする (490)。さらに功利主義道徳を受け入れる基躍として，先の「人類の社会

的感情Jをあげる。つまり， r他人と協力し，偶人の利益でなく集団の利義を行為の目的として

掲げることJは日常的な事がらであり，そこでは「一時的にせよ，他人の利益は自分の利益だと

いう感情があるjと替える。それゆえ， r人聞は自分を司体の一員としか考えられないjのであり，

f現在でさえ誰もが，自分は社会的存在であるという根強い観念jをもっているという (495)。

もちろん，これは「道徳的基礎Jであり， ミルにおいても正義と道徳一般は区別されているから

(513)，これらがそのまま正義の感情の基礎になるのではない。しかし，社会的な正義の感情(ミ

ルによれば，社会に危害を加えるものへの憤慨=復響の感情)は，このような道徳的基礎を前提

としなければ成立しないのである。

ロールズはこのようなミルの見解には批判的である。ミルの名を暁示してはいないものの，社

会は人間生活に不可欠であるとか共同体での生活は相互有利のために共働することを促進する，

等の主獲を人闘の社会性を通俗的に理解するものとして批判する。これらの事実は「自分たちの

関係を純粋に手段として考える人々に等しくあてはまることJ(410)であり，それゆえ入額相互

の幹のこのような特徴づけによっては，現状批判の原理は導出できないというのが，批判の視点

であるように忠われる。ロールズのこのような批判は煤初状態を「私的社会J(いわゆる市民社会)

とみなす見解に対する批判に基づいている。かかる見解は，①社会を構成する人々は補完的でな

い自分自身の私的呂約をもち，②制度に従事する活動は善ではなく，社会的取り決めは自己の私

的狙いを達成する手段として評価される，という社会観によって特徴づけられるが，そこでは基

本的な取り決めが正義であるという公共の確信によって団結がなされるのではなく，構成員も正

義にかなう行動をしたいという願望によって動かされず，公共性も手段でしかない。これは確か

に，ロールズからすれば，自らの原初状態の想定とは異なる一面的な，あるいは抽象的な想定で

あろう。先の通俗的理解は，このような社会理解を前提にしているがゆえに，ロールズの議論と

は峻別されねばならないことになる。

それではロールズは人間の社会性をどのように説明するのか。ロールズはフンボルトの次のよ

うな説明を援用する。つまり，人はみな一時点では，ただ一つの支配的な才能をもって行動する

ことができるにすぎないのであり，人が必然的に片寄った教養を身につける運命にあることは，

このことに起困する。しかし，倒々別々に発揮される自己の天性の才能を結合し，調和のとれた

発展をめざすことによって，その片寄りは避けることができ，そのことは社会においては異なる
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構成員の担互協働によって可能となる (459)。これに基づきロールズは「人間の基本的特質の一

つは，だれもが自分がやれるかもしれないすべてのことはできない，ということjにあり，それ

ゆえ「類似した，あるいは補完的な力量をもっ異なる人々は，いわば彼ら共通の，ないしは調和

する性質を実現するにあたって協働するかもしれないj(410) という。

このようにロールズは，人障が本質的に補完性を必要とすることを強調する点においてミルと

対照的である。したがって，ロールズは fアリストテレス的原理j(13) (自己実現要求を人関の基

本的性質とみる)についても，自尊心の一位善と一致するため道徳的心理において中心的な位龍

を占めるという娘定的な位蜜づけを与え (338)，ロールズからみればアリストテレス的原理を直

ちに正義と結びつけると思われるミル(個性の重視-r白出論J)やマルクス(自己のカをすべ

て表現する社会としての共産主義)との差異を強調することになる。論点は明確であろう。人間

の私的性格と社会的性格の関係，自弓実現と相互承認の関係の把握方法，さらには現代社会の構

造把握のしかたが分岐点である。次項では個人と社会をつなぐ連合体に対する評価を検討し，論

点をさらに明確にしておこう。

(5) 連合体の意義

ここでいう連合体(アソシエーション)とは，ロールズによれば共有の究極自的と共通の活動

という特質を備えたものであり，家族，友人関係，その他の社会集関，さらには科学や芸術，そ

して最も単純な事例としてゲームを例示している (411)。ミ jレの場合は，陶冶の機会として例示

されている協同組織(アソシエーション)や地方自治制度等がそれに該当するものとみてよかろ

つ。

ミルはこれらの組織を，市民の特殊な訓練，白出な民衆の政治教育の実践部分と評価する。こ

のような機会を得ることによって，市民は判断力を働かせ，知識を得る。「人聞の諸能力は選択

という行為をする際にのみ訓練されるj(14)のであるから，この機会はまず個性の発展，行動の多

様性を保証するという意義をもつが，さらにそれにとどまらず f人々を個人的ないしは家族的利

己主義の狭い枠から連れだして，彼らを共碍の利筈についての理解と共同の仕事の運営とに慣れ

させることーすなわち，彼らに，公共的ないしは半公共的動機から行動し，お互いを孤立させ

るかわりに結びつけるような目的によって，自己の持動を導くような習慣をつけさせることにな

るj(15)という意義をもっ。このように，個人の性格の利己的部分に制約が加えられることによっ

て，社会的部分のよりよい発展が可能になる，とミ jレは評鏑する。

ここで開題になるのが，傍人の自由な発展一小論の文脈で言えば自己実現ーと，社会的性格

の形成一同じく相笈承認…との関連である。勝知のように f自由論』では，個性の白出な発展

は他者の利害に関係しない限り，誰からも制約されないことが主張されている。ミルはこの主曜

を， r人間は相互の生活行為にはなんのかかわりももたず，人は自己の利義に関係しない限り，

相互の善行や福祉にかかわりあうべきではないJという「利己的無関心の説Jでは決してないと

強識し，私利を離れた仁愛を増加させることを否定していないことを主張する(16)。しかし， r仁
愛jにかかわる行為については論理的な整合性を見い出すことは難しい。 f自由論jの基調は，

あくまでも個人の自由な発展にあるのであり，他者との関係，あるいは社会という要因は，その

ような自由が制限，干渉される条件を示すために導入される。いわば個人の自由が否定的(消極

的)な影響を及ぼす対象であり，また自由の否定性(消轍性)を検証する尺度であるのが，これ

らの要因である。これに対し，白鴎の肯定的(積様的)側面と社会との輿連は，例えば f各人は
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その個性の発展に応じて，自分自身にとってますます貴重なものとなり，したがって他人にとっ

ても一層貴重なものとなることができる。彼自身の存在にはより充実した生命がみち，また側々

の単位により多くの生命がみなぎると，それから構成されている全体にもより多くの生命がみな

ぎるのである。j(l7)とあるように，個人と社会を直結するにとどまっている。

その中において，ここに引用した参加論は，確かに社会的性格の形成を説き， r倒人の自己発

展ばかりではなく，社会的責任を有する自己支配j(l8)を主張している，と替えないこともない。

しかし，ロールズが先に指摘していたように， ミJレのここでの論理は倒人を私的個人に隈定し，

それと対立的に自立化させられた社会的契機を参加によって統合しようとするものである。先と

は逆に，個人は私的なものとして否定的(消極的)に扱われている。したがって，億人の自由と

社会性との論理的関連は，依然として明確ではないというべきであろう。

それでは，このような批判を部分的には展開しえたロールズは，連合体の意義をどのように詳

細するのであろうか。 (4)でみたように，ロールズは人間は本質的な補完性を必要とするために協

働せざるを得ないとするのであるが，連合体はそこから直ちに導き出される。それゆえ，社会連

合においてはじめて個人は完全なものとなる，と主張することができる。しかし，その意妹は「で

きるかもしれないことJと fなしうることjの楚の解消ということにとどまらない。原初状態の

合理的な当事者は，自尊心を一位の社会善としていたが，その自尊心の第一の側面たる自分自身

に価値があるという感覚は，仲間に自分の努力が支持される場合に維持可能である。第二の側面

たる自己のもくろみを楽たすための能力も，連合体的鮮によって強化される。つまり，自尊心は

連合体によって基礎を与えられるのであり， r連合体内部の生活がそれに属する人々の能力と欲

求に適応し，そしてその構成員の価値観に確聞とした基礎を与えるj(345)と言うことができる。

原初状態での選択において自尊心が一位善として存在する以上，正義が実現された秩序ある社会

においては f彼の努力が彼の仲間によって認められるような分与利益共同体が少なくとも一つ存

症するjことが要講される。連合体の必然性は，契約論においてこのように証明されるという。

さらにロールズはこの連合体の論理が，社会全体へ拡張可能であることを主張する。それは，

例えば連合体の一つで、あるゲームにおける共有呂的が，正々堂々とプレーを持い，好ゲームをつ

くる(そこでは誰もが喜びと満足を感じる)ということにあるのと持じく，正義が実現された秩

序ある社会では，構成員は f正義の諸原理によって認められるやり方で，彼ら自身の性質と別の

人の性質を実現するために協働しあうという共通の狙いをもっているj(413)。だれもが正義に

かなう行動をとることによって，すべての構成員は満足を見いだし得るとすれば，秩序ある社会

も社会連合のー形態であると替える o またアリストテレス的原理は，より小さな規模の人間活動

にも適用されるが，秩序ある社会では構成員は社会全体にかかわる基本的な原理も理解し，かつ

自らの人生計闘においてその原理を遵守するので，諸個人，あるいは小連合体の計踊は相互に受

け入れられる原理によって調整される (413)。

このように，ロールズにおいてはアリストテレス的原理も，相互に承認される場合にのみ現実

的であり，それゆえ連合体は原初状態の当事者にとって不可欠であることになる。ここでは自己

実現は同時に社会的性格をもち，相互承認と不可分であることが直観されているといってよい。

正義原理が実現した社会では連合体は社会全体との同質性を保持しているが，それが可能である

のは原初状態において選択および合意された正義原理の客観性・普遍性に碍者が同じように媒介

されているからである。そのような原理によって自覚的に形成された連合体という限定はあるも

のの，正義にかなった社会は自己実現と棺互承認を同時に可能とする連合体の構成論理と同一で
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あるとされていること，あるいは正義論はその現実的適用の場面において連合体を位龍づけざる

を得ないことには留意しておこう。小論の関心である協同(組合)の構成論理のもつ社会的麗史

的意義の評価にかかわるE重要な論点であるからである。

(6) 小括一正義論における対立の本襲

以上ではミルとロールズの方法にかかわる異同を確認したにとどまり，各々の庇義概念の舟容，

つまり具体的な正義原理にはふれていない(19)。特にロールズについては，自由の原理の擾先性，

格差原理等の独自な主張には注目すべき点も含まれているが，いずれにしても内容の真理性を検

討するためには，小論の着目したような諸点の検討が不可欠となると恩われること，そして，

義の社会的存在構造を明らかにするという小論の主題に照らせば，個人と社会(そしてそれらと

正義)の関連に関する基本的な構造把握原理を確認することが必要であること，の 2点において，

以上の整理は有効であるように思われる。

さて，そのような小論の開題関心からすれば， ミルとロールズの所説から次のような検討課題

を抽出できたと患われる。第一は，対立状況の把握をめぐる問題である。両者の所説では利害の

対立，正義の諸原則の対立(自由と平等，自由と自由の対立)，正義原理そのものの対立(功科

主義と契約説)が問題にされているが，それらの相互関連，とりわけ利筈対立と正義諸顔則の対

立との関連は，問われていない。さらに，利害対立の発生構造そのものも問題とされていない。

したがって，現実の対立状況を捨象し，要素形態(Elemental Fonn )を抽出する方法，および

その体系性については自覚的に検討されていない。

第ニに，対立と協働，私的性格と社会的性格との関連についてである。ミルとロールズに共通

するのは人聞の本性把握において，個別的で、相互に無関心で、ありながら同時に社会的あるいは椙

主主補完的性格(この対比自体が厳密なカテゴリーに基づく対比ではないが)を有することを認め

ている点である。但し，ここで確認すべきは，①この二演の関係については再者の理解が異なっ

ていたこと，およびそれが実は上記の第一点目に梼連していること，②これも第一点目にかかわ

るが，社会的正義の概念にとって人間の社会的・棺互補完的性格は捨象できないことを結果的に

は両者が示しているものの，その社会的性格そのものは，人間が相互に対立する局部とは別の次

元において見い出されていることである o ②に闘して，ミ jレについては確認済みであるが，ロー

ルズについても，原初状態の当事者が対立する局面と相互に補完しあい社会的な協働を必然化す

る局面とは，区別されている。 (4)で確認したように，ロールズは人間の本性が相互補完的性格で

あり，それはアリストテレス約原理とも両立することを述べている。しかし，それは原初状態に

おける対立を止揚するものではない。原初状態には，対立と協働の 2要因が論理的には併存して

いるのであり，秩序ある社会においてもそうである。ゲームの事例が示すように，ロールズの協

働は，対立・競争と対立する概念ではなし1。競争に基づく協働が好ゲームを実現したのであっ

た(20)。ロールズにおいては対立と協働，ミルにおいては私的性格と社会的性格という詞項の関

連をどのように理解すべきかが基本的な論点であり，彼らはこの点については明示的な論理は示

していない。

第三は，正義の社会的妥当性の根拠についてである。正義の客観性あるいは真理性にかかわる

問題でもあったが，ロールズに限れば， (原初状態における)r契約Jという行為や f合意Jの評

価が焦点となっていた。このような行為や手続きが論理的にもつ意味も，第一，第二の論点と切

り離して検討することはできないであろう。



協向における正義概念の構造 うう

最後に，自己実現と棺互承認の場としての連合体(アソシエーション)の持つ実践的意義の評

価の問題があった。ミルのいうところの f発達J(掬冶)の内実を問うことが必要である。以上

の検討の文脈で言えば，ここでの「発達jは正義感の発達であるが，それが連合体でどのように

なしうるのか。例えば，ローjレズのあげたゲームの事例についてみても，正々堂々とプレーを行

うという共有目的は，ゲームの目的の中の第四の目的とされており，それ以外にも得点を獲得す

る等の対立的な目的もゲームには存在する。現実の連合体においても，ロールズのいう共有目的

以外のさまざまな目的が存在するし，場合によっては，共有白的が存症しないか希薄なこともあ

りうるであろう。そのような中で，連合体において正義感覚.r共有目的jが如何に形成され「発

達Jするのか，連合体にそれが可能な瑳由についてはやはり検討課題たりうるように思われる。

この点も以上の 3点の課題の解明を要請している。

以上の課題は，最初にみた正義論における「社会の概念に関する一つの相違Jというロールズ

の指摘を展開することにほかならない。と同時にこれらの課題は，正義論を構築する際の方法的・

メタ的な論争点がどこにあるのかを示すものでもある。次牽では筆者の「社会の概念Jを，マル

クスに依拠しつつ対置することによって，以上の課題の解明の方法(したがって正義概念の把握

方法)を提示してみたい。

3 市民社会における諜外と正義

(1 )個人と社会一人間の存在構造

人間はなぜ社会を構成しうるのか。先の論点との関連で言えば，人間の本性把握にかかわる問

題から最初に述べていこう。マルクスは『経哲草稿iにおいて，独自の類的存在概念を提出して

いるが，それによれば類的存在とは意識的存夜であり，自分に対して普遍的な自由な存雀に対し

てのようにふるまう(関係する)存産である (21)。ここでいう意識的存在者とは，まさに意識と

存症の統一を意味するが，それは動物のように生活活動と意識が誼接に融合するという霞接的・

被規定的な統ーではなく.r普遍的な自由なj統一であり，まさにそのような統ーのありかたによっ

て，類的存症者と呼びうるのである。その統ーの一方の要素たる意識の契機のみを取り出した場

合に，それは類的意識と呼ばれるが，この意識は個別性と普遍性にニ重化した意識であり，それ

が同時に存在することによって自由な意識である。しかし.r思考と存在とは，こうしてなるほ

ど区別されてはいるが問時に相互に一体性においであるJ(150)。つまり.r人間は類的意識とし

て彼の実在的な社会生活を確認し，思考のなかでただ披の現実的ありかたを繰り返すにすぎない，

ちょうど逆に類的存在がおのれを意識のなかで確認し，おのれの一般性のなかで，思考する存在

として，対自的であるのと同様にJ(150一傍点は筆者，以下向様)。ここで確認すべきは，第一

に，類的意識は実悲的・現実的なありかたを確認したものであり (22) 意識に先行する「現実的

ありかたj自体が，すでに普遍性と個別性の統ーであること，第二に，類的存在は自らを意識の

中で確認する対自的存在(自己意識をもった存在)であるが，それは「思考する存在Jとして，

存在の次元に属することである。つまり，意識と存在の統一自体が，意識に先行する存荘として

現実性をもって存在しているのであり，その意味では類的存在の意識は，存症のー形態であり，

対象的に把握可能であると雷える。

しかし，その統ーは如何にして可能なのか?一類的生活によってである。類的生活とは「自

由な意識的な活動J(106)であるが，この活動を通じて人腐は意識的存在，類的存悲としての実

を示す。「対象的世界の加工J.r非有機的な自然に労働を加えることjという生産行為が.r人間
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が仕事に活動する[人間の制作活動的な(岩波文庫版一以下関様)]類的生活Jである。そして

「この生産在通じて乱然は人間のした仕事{制作物]および人間の現実[現実性]として現れるj

(107)。こうして人関は意識の中だけでなく，現実的に自己を二重化する(23)。人聞は，この活

動によって， a存在と意識を統一し，②自然と人間を統一し，③またそれが類的存在者としての

統ーであることによって，個人と社会をも統一しているのである。

したがって，このような統一が「自由で意識的な活動jとしての労働(口「制作活動J)によっ

て可能になるとすれば，逆に労働こそが，存在と意識，自然と人間，個人と社会を媒介すると言

うことも可能である。この意味で，労働は活動的な媒辞であり，社会形成の根源である。これに

比べれば，ローjレズの人簡の本性の把握も，人間の個別性と普遍性の統一に着目したものとも言

えるが，意識の側面に限定しつつ，かっ事実上，分裂した意識を前提とするため，偶蹄性と普遍

性を統一する媒介構造は示せないままである。偶人を個別的かつ普遍的な存在ととらえるだけで

は，社会が影成される現実性は把握できない。これは単に個別性と普遍性の媒介を可能にする論

理構造という抽象的な意味においてのみでなく，正義を(可能性でなく)現実性の次元で把握す

るための要点という意味において，そうなのである。

さて，以上において在意すべきは，たとえ疎外された労働であっても，労働が社会影成の根源

であることはかわらない点である。「個人は社会的存症なのである。したがって，披の生活表明

はーたとえそれが一つの共間的な，他の人々と一緒に成就された生活表明という，誼接的な形

では現れないとしても…社会的生活の表明であり穣誌である。人間の個人的生活と類的生活と

は別なものではないのであるJ(149) (24)。疎外された労働によって媒介される社会であっても，

倒人的生活と類的生活は「別のものではないjことが，ここでの要点であるo この点こそが，市

民社会の構造と矛盾の理解のありかたをめぐる重要な分岐点となるのであり，さらに正義論にお

ける対立の必然性を説明するのである。

(2) 市民社会の繍遊と矛盾

① 商品交換社会における対立と統一

先にみたように，ロールズは市民社会概念 (r私的社会jと呼ばれているが)を，社会を私的

論理によって編成されたものとみなし，協働的・補完的な側部をみない論理に基づくものとして，

藤初状態の特徴づけには採用しなかった。以下では市民社会における私的性格と社会的性格，お

よびロールズのいうところの協働的性格はどのように評価されるべきか，という点に関心をおき

ながら，マルクスの市民社会概念を検討していこう。

一般に，市民とは商品所有者であり，市民社会とは商品受換に基づく社会であると替える。し

かし，そのことは商品・貨幣論的世界と区別される資本…賃労働関係に基づく世界が別に存在

する，という理解とは必ずしも結びつかない。先回りして震えば， r資本論』の商品・貨幣論は，

それらは実は問ーの世界であることを主張していると理解すべきであろう。

f資本論jの酪品論は，商品が資本主義的生産様式の富の要葉形態であることを述べたよで，

商品のニ要因を分析によって労働の二重性に還元するところから鴎捨される。ここで検討される

のは一個の商品であり，交換関係を，したがって交換価値を前提とするところのー偶の商品が単

独に抽出され，分析される。そこで得られた結果は，調品の価値は抽象的人鴎労働という社会的

実体に還元されるということであったが，隠時に{吏用価値の分析によって， r自立的な，互いに

独立の，私的労働の生産物だけが，互いに商品として相対するj<25)ことも明らかになった。しか
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し，ここまでの分析は，商品という形態を前提にしてその実体を確定したものであり，さらにそ

れは思考の上でなされているにすぎない。したがって， rわれわれの分析は諸商品を価値抽象に

還元するけれども，商品にその自然形態とは異なる価値形態を与えはしないJ(65)のであり，

自然形態と価値形態との二重形態としての嵩品形態も与えられない。

これに対し，マルクスは価値形態論における諸高品の質的等置のもつ意義を次のように述べる。

「ここでは，その商品の鏑傾性格が，他の商品に対するその商品の関係によって現われ出るので

ある。たとえば，上着が， i高値物として，リンネルに等置されることによって，上義に潜んでい

る労働がリンネルに潜んでいる労働に等龍される。…(中路)…織布労働との等龍は，裁縫労働

を，両方の労働のなかの現実に等しいものに，人間的労働という両方に共通な性格に，実際に還

元する。…(中略)..・種類の異なる諸商品の等価表現だけが一穏類の異なる諸商品に潜んでいる，

種類の異なる，諸労働を，それらに共通なものに，人間的労働一般に，実際に還元することによっ

て一価値を形成する労働の独自な性格を表わすのであるJ(65)。マルクスが強調しているのは，

先の「分析による還元jに対する「実際の還元jが，この等器関係においてなされていることで

ある。「現実に等しいものjに「実際に還元するjのであるから，ここには商品交換の当事者の

分析能力は全く要請されない。先の商品価僚の分析によって明らかになったことは，商品語で「リ

ンネル自身が諮るJ(66)からである。

さらにこの等鷺においては，実擦に還元されたところの価値を形成する労働(人間的労働)が，

儲{直として有する対象的形態(価値対象性)も上着という自然形態によって表現されている。こ

れもリンネル自身の語るところである。上着はこうして等鏑物という形態を押しつけられる(70)。

「リンネルは，事実として，上着が直接にリンネルに交換されうるものだということによって，

それ自身の価値存在を表現する。したがって，ー商品の等価形態は，その商品の抽の商品との霞

接的交換可能性の形態なのであるJ(70)。つまり上着が誼接的変換可能性の形態を獲得するのも，

リンネルが f事実としてJ(実際に)等霊を行うからである。したがって等価形態の独自性たる

3つの「入れ替わりJ(①捜用健値が，反対物の鰭値の現象形態，②具体的労働が，反対物の抽

象的人間労働の現象形態，③私的労働が，反対物の直接に社会的な形態にある労働)も，リンネ

jレの能動的な等霊行為によって実際に生じている事実である。

この等罷関係によって明らかになるのは，次の点である。第ーは，幅値を形成する労働として

の人間労働一般は，その社会的性格を，自らの反対物としての私的労働によって表現せざるを得

ないが，見落としてはならないのは，鹿接的交換可能性として労働の社会的性格が事実として現

象していることである。…倒の商品の舟部では「幻のような対象性Jでしかなかったものが，こ

こでは直接的交換可能性の形態を獲得しているのである。第二は，そのことが可能なのは，一方

の商品(リンネル)が非直接的交換可能性の形態(相対的価舘形態)をとることによってであり，

まさに械と非綴との対立関係においてのみ可能であることである(26)。第三は，その対立はーイ慢

の商品の内的対立が，外的対立として現象したものに他ならないこと(27)である。したがって，

直接的交換可能性としての労働の社会的性格の形態化は，この一連の対立そのものを止揚するも

のではないが，同時に内的対立の外的な統一形態でもある。こうして，労働の私的性格と社会的

性格は，問時に，現実に存在し，独自に統一されてもいるのである。このことは一般的価髄形態

において，さらに明瞭となる。

一般的錨値形態では，人際的労働一般の同等性，社会的性格が，この価値形態の構造そのもの

によって明示されている。つまり，それまでの価値形態が儒々の商品の私事として与えられてい
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たのに対し， r一般的価箱形態は，高品世界の共同事業としてのみ成立する。…(中略)…これ

によっで，諸商品の価値対象性はーそれがこれらの物の単に『社会的な定在jであるがゆえに

諸高品の全面的な社会的関連によってのみ表現されうること，それゆえ，諸商品の価値は社

会的に通用する形態でなければならないこと，が現れてくるJ(80， 81)。…般的価値影態は，す

べての商品が共同して一般的栢対的価値形態をとることによって成立する。すべての商品の共同

によって，一般的等価形態を与えられたリンネルにおいては，今までと同じく織布労働が人間的

労働一般の現象形態になるが，それは単なる鹿接的支換可能性の形態ではなく，一般的な直接的

交換可能性の形態であるがゆえに，ここに対象化された人間的労働は「一切の現実的労働Jに共

通する性格をもつことが明らかになる。高品に内在する人間労働の一般的性格は，一般的等傾形

態にある商品が商品世界のすべての高品と交換可能であること，つまり「諸商品の全部的な社会

的関連Jによってのみ，表現される。こうして人鋼労働の一般的性格は社会的に表現され，その

向等性は社会的妥当性として現れる。「新しく登場するどの高品種類もこれにならわなければな

らないJ(80)。

このように一般的鏑髄形態は，入額的労働が，実は商品世界全体によって表現されるような社

会的性格を有すること，逆に，人間的労働とは商品世界全体の存立を支える社会性を有すること

を， rそれ自身の構造によってJ明らかにする。しかし，向持にそれは一個の高品に一般的直接

交換可能性を与え，すべての商品が非直接的突換可能性をとるというこの構造に基づき，特定の

私的な労働を人間的労働の社会的性格の現象形態とするという独自な表現を有するのであった。

したがって，ここには人間的労働の社会的性格は，一般的等価形態にある商品の一般的車接交換

可能性，具体的には貨幣の社会的性格として，現実に現れているが，同時にそれは f独自な社会

的性格jとして貨幣の私的性格によって溌されている。

以上より次の点を確認できる。①価値形態論の示すところによれば，高品3(換において人間的

労働への還元は実際に行われ，その労働の普遍性は一般的価鎮形態において商品世界全体に妥当

する社会的性格をもつことが実襟に示される。②問時にそれは，一般的等価物，貨幣という私的

形態を媒介にしてしか表現されず，人賠労働は社会的であり同持に私的な形態として，現実に存

在する。窃一般的等価物，貨幣の社会的妥当性は，一般的価値形態の構造によって与えられてい

る。この妥当性の成立に，人間の意志的契機は一切不要である。 f商品世界jは，商品生産労働

の独自な社会的性質によってその存立の基礎を与えられている。そして貨幣形態の発生も，その

労働の独自な性格に基づいて必然的なので、ある。

このように見てくれば，商品論に 3-(1)でみた類的存荏論と陪ーの論理構造を確認できょう。

鑓別的かつ普遍的な類的存在としての人間は，高品3(換社会においては商品生産労働の独自な性

質に基づいて，その普遍性を貨幣によって表現する。類的生活としての労働の普遍牲が貨幣の普

遍性として現れ，労働の社会性が貨幣の社会性として現れる。これが商品変換社会の形成棋拠で

あり，また類的存在の現実性なのである。

② 意志行為としての契約の位鍾

現実の謁品交換は，商品世界においてではなく，高品所有者たる人格からなる社会において行

われる。そこでは交換当事者聞の同意によってのみ，商品の移動がなされているように見える。

彼らは，商品の交換を f両者に共通な一つの意志行為jを媒介としてのみ行うのであるが，その

意志行為とはお互いをこの物に意志をやどす人格，すなわち商品所有者として承認することにほ
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かならない。「譲渡が相互的であるためには，人々は，ただ，黙って，その譲渡されうる物の私

的所有者として，またまさにそうすることによって相互に独立の人格として，椙対しさえすれば

よいJ(102)。商品所有者として承認しあう共通の意志行為のみが要請される唯一の意志行為で

あり，所有者たる人間と商品たる物との事実的な関係がいかなるものであれ(盗品であろうが労

働の産物であろうが)，それを問うことは何ら必要ではない。所有権を有する人格としての形式

的承認がすべてである。それゆえ，ここで承認される人格は権利主体としての法的な人格である。

なぜ，このような形式的承認だけで十分なのかー私的所有者として相対することは，商品が

等書まされることと凋義であるが，すでに確認したように，商品が等置されることによって，実際

に両者の共通の実体，人間的労働の共通性への還元とその形態化が行われている。「彼らはそれ

を知ってはいないけれども，それを行なうJ(88)。商品交換にあたり，人間労働の共通性を知っ

ていることは必要で、はない。ましてや人間労働の普遍性を相互に承認しあうことは全く要講され

ていない。現実に現れた人間的労働，人間労働の形態化たる等価物，貨幣の普遍性，社会性(直

接的交換可能性)は， 3芝換当事者の主観にも暁らかである。それは同時に物神性の根拠でもある

が，人間的労働の社会性が貨幣の社会性としてき当事者の主観に現れることによって，彼らは全面

的な突換の体系に参与することができるのでもある。したがって商品交換，さらにそれを基礎と

する社会の形成は，人障が商品所有者として形式的に承認しあい， i黙ってj相対するだけでな

されることになる o

そして，このような承認関係は社会的な妥当性も持っている。貨幣の商品世界に対する妥当性

は，人間的労働の(高品生産労働としての)独自な社会的性格に根拠をもっており，一般的価値

形態が成立している限り，新規に参入する商品もそれに従わねばならなかった。今震はそれを根

拠にして形式的承認に基づく法的関係，意志関係は，普遍的な妥当性をすべての市民に対しでも

つことになり，さらにかかる法的関係から発生する平等，自由という社会意識は，規範としての

拘束力をも獲得する。

したがって，ロールズが主張していた契約当事者の相互の無関心性は，この法的・形式的人格

が契約の構成要件であるという意味では，当然の想定である。

③ 市民社会の自己矛盾

高品交換社会として抽象される社会は，以上のように決して商品生産労働を捨象して得られる

社会ではない。むしろ，その基本構造は高品を生産する人間的労働の独自な社会的性格によって

規定されているのであり，人間的労働の契機を無捜しては理解しえない社会であったと替える。

ところが，商品交換者の意識(主観)Iこは物象が自立し，物象こそが社会的行為を可能にするも

のに見える。そして，社会的行為の規範は，縄品交換者の意識に媒介されてのみ現実的であるか

ら，彼らは物象による社会編成の原理を自らの規範，さらに正義として理解することになるので

あった。

しかし，人間的労働が貨幣を媒介としてであれ社会的性格を完全に展開する条件は(世界貨幣

にまで展開される)， i商品形態が労働生鹿物の一般的形態であり，したがってまた高品所有者と

しての人間相互の関係が支配的な社会J(74)であることであり，それは労働力自体が鶏品化さ

れていることによってのみ可能である。貨幣は蔀品流通過程の「自動的な主体jとなり，この過

程を推進するが，それは価値増殖過躍を発生させることによってのみ可能なのであった。労働者

の側から見ても，生産・生活手段および共同体から分離されることによってのみ，全閥的な商品
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x換の社会へ入っていかざるを得なくなる。労働力商品という「新らしく登場するj商品も，貨

幣形態という価値形態を有する商品世界に加わることによって，市民社会の規範は社会を構成す

るすべての人間に妥当するようになる。

ところが，労働力の商品化は同時に資本の発生である。そして資本主義的生産様式の基本形態

は協業一つまり社会的労働過程の形成である。資本が資本たるゆえんである「価値増殖一般の

法則は，倒々の生産者にとっては，彼が資本家として生産し多数の労働者を同時に充用し，した

がってはじめから社会的平均労働を動かすようになったときに，はじめて完全に実現されるので

あるj(343)。つまり商品論で対象となった人際的労働は，資本の下で労働が社会的に編成され

ることによって，現実的なのである。したがって現実の世界においては，労働の技会的性格は資

本の下で事実として存在する。商品所有者の相互承認論理を否定することなく，事実として存在

しうるのである。パシュカーニスは言う。資本主義的生産様式の発展とともに，株式食業におけ

る「事実上の支配は，参加とか監督とかという方法の助けをかりで，純粋に法律的な枠からはる

かに飛び出しているJから， rここでわれわれは，資本主義がその皮対物に移行するのに，すで

に十分成熟しているという時機へと近づく j(28)。事実として存在する生産の社会的性格は， r法
律的な枠jという商品交換者の承認する社会的正当化の論理を否定する。「蓄積過程における人

格的欝係と経済的内容の矛眉j(29)が顕在化しているのである。

(3) 韓外と正義

以上の整埋を踏まえて， 2 -(6)で確認した論点について，如何なる回答が可能になるのかー

その概略を示しておこう。

第一に，対立と協働，私的性格と社会的性格との関連について。小論では，まず人間の本性を

類的存在と把握した。人間の本性は僧別的でありながら普通的な存在であること，存在と相対的

に区間された意識の契機においても，同じく偲別的でありかつ普遍的であることにあり，したがっ

て人間は白出な存在なのであるが，それが実現されるのは類的生活たる労働を通じてであった。

この意味では人間は社会的な存在であり，協働的な存在であると言える。要点は，人聞はなぜ，

いかにして社会的な存在であるのか，という点にあった。その構造を関わない摂り，人間の本性

がそのまま実現しない市民社会における社会性，協働性の把握は不可能になってしまい(30) 結

局は私性と社会性を対立したものとしてとらえるか，あるいはそれが統一されている人間の本性

を，直接に市民社会状況に持ち込むかのどちらかになってしまう。

小論では，市民社会における私的性格と社会的性格について，労働の独自な社会的性格を基軸

に考察した。類的存在の実を示すところの労働は，私的労働として存在し，社会的性格は貨幣に

おいて形態化，対象化されている。ここでは貨幣は私的性格でありながら同時に社会的性格をも

っ存在で、ある。これに対し，人間は私的所有者として法認しあう。意志関係は抽象化しており，

社会的意志と偶別的意志は分裂したままである。また人間は存在においても自ら産出した労働生

産物を商品化するために，私的契機と社会的契機は分裂している。これらの中において，社会的

契機として自立的に，直接的に存在しているのが貨幣なのであった。そして今や，貨幣(現実的

には資本)を媒介にしてのみ社会が編成される。これが私的，社会的性格が分裂した下での社会

編成の原理である。

貨幣(さらに資本)が現実に存在することは，社会的なものが直接に，私的なものとして存在

することそ意味する。ここに，ミルが社会性を現実の社会を構成する要件として着目する必然性
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がある。ローJレズ、についても同様である。かかる貨幣の岳立性に対応して，生産が「変換をめあ

てにJなされるようになると，商品生産者の私的労働の社会的性格は，社会的有用労働と抽象的

人間労働とに二重化する。そして「私的生産者たちの頭脳は，彼らの私的諸労働のこの二重の性

格を実際の受易，生産物交換において現れる限りでのみ反映するJ(r資本論J.88)。こうして，

他人にとって有用でなければならないという，ロールズが問題にする協働意識も発生する。そし

てまた，貨幣の自立性は実は資本として現実的であるが，そこでは労働過韓が社会的に組織され

る。資本に媒介された労働として，協働性はここでも実現している。…般的に(抽象的に)社会

的な協働が不可欠であるという意識の発生の根拠もここにある。

第二は，契約の把握のしかたにかかわる問題である。「棉互に無関心に対立する倒人jは，契

約当事者に関する想定としては欠くべからざる要件であろう。小論においても，契約当事者はそ

のような者として承認しあうことが必要であった。但し，この時点ですでに異なるのは，孤立し

て存をする私的所有者が契約を行う，という設定をマルクスは行っていないこである。相宜承認

関係において初めて「法的関係jが成立するのであり，独立した人格として承認することと，契

約という彰式が成立するのは同時なのである (31)。このような理解に基づいて私的所有者という

人格規定とその意志行為としての契約が，社会的に承認された形式，つまり正当化の形式である

ことが明らかになる。弧立した私的倒人が合意したから正当であるとすれば，私的倒人z 私的所

有者の存立の正当性は不調に伏されたままであり，正当化論としては完結しない。

また，ロールズは原初状態の設定において，入障の社会的本性にかかわる契機を導入していた

が，そのような正当化手続きと，小論で、確認した相互承認による正当化論は，言うまでもなく全

く異なる論理である。小論でみたように，交換当事者はただたんに「私的所有者Jとして相対す

るだけで，現実の社会は成立している。そこに人間の社会的本性を持ち込む必要は全くないし，

論理的には不可能である。あえて言うなら人間の社会的本性は.r人爵的労働の独自な性格jと

して突換以前に位鷺づけられているし，その労働の独自な性格が交換関係のありかたを規定し，

発生させていたのであった。

第三に，正義の社会的妥当性の根拠にかかわる問題がある。高品所有者の相互承認が，私的所

有を，そしてお互いの無関心z 平等な，そして自密な存立を正当化することは先に見たとおりで

あるが，さらにそれは貨幣の社会的妥当性を前提とするものであり，その妥当性自体は一般的価

値形態という高品世界の構造によって規定されていた。これによって例えば致嵩衝動などに基づ

く規範も現実的な妥当性を有することになる。単なる合意や一般的視点が妥当性の根拠ではない。

合意のありかたや視点さえもが商品生産・商品交換のありかた，それゆえ市民社会の構造によっ

て規定されていること，あるいは合意が可能で、あるのは，そのような規定性が存在するからであ

ること，これらが要点である。

最後の論点，つまり連合体の意義の評舗は，小論では主題にかかわるとともに，以上の論点の

総括という意味を持つので，章を改め考察することにする。

4 協商にお付る正義概念の構造

(1 )協同における自己実現と棺五承認

ロールズが連合体に注目したのは，それが個人の自尊心に基礎を与えること，換言すればその

内部における自己実現と相互承認の不可分性の放であった。契約当事者にはこのような連合体の

意義を理解し，自尊心の基礎を掘り崩すような組織化原理を採用しないことが要請されるが，そ
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のような選訳は，個人が孤立化し競争させられている状況に対しては批判としての意義を確かに

もつであろう。しかし，連合体が何故， [""自尊心jに基礎を与えうるのか，あるいはそれを通し

た正義感の f発達Jを保障しうるのか，さらに連合体が現代社会に対し，批判的意義を持ちうる

とすれば，それは何故か，といった点については明示的な論理は示されていない。この課題に接

近するためには，連合体(小論では協同)内部における自己実現と相互承認の構造を整理するこ

とから始める必要があるように思われる。

協向は一般に，その内部では社会的な関係を形成していると言える。その意味で協同は社会化

の…形態であるが，現実には協同と寄っても極めて多様であり，いくつかの形態に芭分すること

が必要である。産分の視点は，正義がある対立の解決として存在するとすれば，ここでも協同が

どのような対立の上に発生しているのか，という点に求められよう。まず第一に，商品所有者と

しての協同があげられる。これは部品交換を必至とし，交換をめぐる対立(霞接的交換可能性と

非車接的交換可能性との対立)を居避し得ない偶人による協同であるが，その中でもさらにいく

つかに区分できょう。例えば，高品所有者としての自立性が妨げられる社会関係(人格的依存関

係)への対抗としての協同は，高品世界への参加条件を確保するための協同と言えるのに対し，

商品交換の可能性を広げるための協同(共同販売や共同購入)は商品の社会的性格安実現するた

めの協同と言える。これらは詞品の私的性格と社会的性格の対立の上に展開する社会化であると

蓄える。さらに商品所有者の質料的契機である身体，あるいはより一般的には人間としての自己

を維持・保全するための協同を区別することもできょう。これには安全な食品や健康を追求する

活動などがあてはまる。

第ニに，商品生産者としての協同をあげることができる。これは，第一との対比で言えば，商

品生産労働の私的性格と社会的性格の対立の上で展開する社会化である。但し，これも，例えば

農業において機械の共同利用と経営の共再化は労働のありかたが異なるという意味で産別できる

ように，生産・労働のありかたにLtじた区分が必要であろう。

これらは社会化という視点からみれば，生産・生活の社会イとと労働の社会化の区別に一応，対

応しているが，実際には荷品所有者としての自立性を看護保するために共同経営を行うというよう

に，両者が同時に存在することも多いであろう。

(2) 協同蓄襲の灘間

さて，協詩的社会化をさしあたり，このように区分するとしても，両者の関連はどのように考

えるべきであろうか。ここでは協同蓄積の展開としてそれを整理してみたい。

1 )市民社会における現実的な人間は高品所有者であったが，彼らは商品生産には無関心で、あ

り突換における私的利害の実現にのみ関心をもっている，と坂定しよう。第一の社会化はこ

のような当事者を前提にして行われる。つまり，そこで追求されるのは私的利害警の共通性で

ある。しかし，商品交換とは異なる協同である限り，すでにこの段階で商品交換関係におけ

る相互承認とは異なった承認論理が発生している。つまり， [""利害の共通性Jという抽象的

な段階ではあれ内容にかかわる承認が行われている。それは，お互いが，例えば貨幣に対す

る諸調品のように，共通の対立梼造(その対立を解決する側面をみれば共通の践的)の内に

存在することを承認することである。お互いに共通する対立物が存在することを意識したう

えでの協同は，自分たちに共通の外部の対立物を媒介にした協需であると震える。ここでは

協同内部での間質性は，共通の外部の対立物に対する関係の同費性であり，協同関係も共通
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の毘的実現のための手段である。労働者たち自身の協同組合工場についてマルクスは，そこ

では資本と労働の対立が廃止されていると評儒するが， rたとえ，はじめは，ただ，労働者

たちが組合としては自分たち自身の資本家だという形，すなわち生産手段を自分たち自身の

労働の価値増殖のための手段として用いるという形によってでしかないとはいえJ(r資本論i
m， 457)そう言えるとしている。ここで注目するのは，この条件のほうである。 fはじめj

は，資本と開質であっても，というその条件が，ここで確認した条件であると言える。

2 )しかし，彼らは共通の対立物あるいは目的を有するから，対立の解消あるいは自的の実現

のために何らかの実銭を開始しなければならない。その条件を整備することがまず必要であ

るが，例えば出資を符うことや活動の手段を提供することが行われる。それらは共通の実践

のための手段として利用されるが，陪時に個々のメンバーの私的所有の対象である。

3 )ところがその実践が協同で，つまり協同労働として行われるようになると，たとえ手段と

しての労働であっても，協同労働であるからこそ生じた結巣が産出される。「他人との計画

的な協働のなかでは，労働者は個人的な限界をぬけ出て，彼の類的能力を発揮するJ(r資本

論J1. 349)のである。

4 )さらに，その結果をもとに(たとえ個人に配分されたとしても，それを再び持ち寄ること

によって)，第二循環が開始されると，その結果は，彼らの協働・類的能力の対象イとによっ

てのみ産出されたことが明らかになる。労働の条件さえもが，集団的な労働の産物である。

この 4)，つまり協調蓄積の第二循環の終わりになって，この協同隈係は f共潤的生産手段で

労働し自分たちの多くの偶人的労働力そ自覚的に一つの社会的労働力として支出する自告な人々

の連合体.J(r資本論J1. 92)と間質の性格を獲得することができる。この内部での承認関係は，

もはや外部の共通の目的を媒介iこするものではなく，協働そのものに基づいて承認されている。

協働そのものによって，彼らの社会関係が影成されるのである。先の社会化の 2形態の区分の関

連は，このようにして示すことが可能で、あるように思われる。

(3) 協同における正義

こうして 4)段婚を経た協同は，市民社会の社会編成原理とは異質な原理を，その舟部におい

てではあれ提示している。ここでは自己実現は，同時に類的能力の実現であり，類的存在の対象

化である。人間は「対象的世界の加工のなかではじめて現実的に類的存症としての実を示すjと

いう規定が，直接に再現する。揺互承認は，そのような労働の直接的な社会的性格に基づいてな

されるようになる。こうして類的仔症が直接に現実のものとなることによって，その内部の倒人

は，自らの鏑別的かっ普遍的(集罰的)な意識に基づき，個人的労働力を社会的労働力として支

出することができる。商品生産に伴う労働の独自な社会的性格が消滅することにより， r人鴎相

互の，また人聞と自然との透いて見えるほどの合理的な諸関連J(r資本論J1. 94)が務芽的に

現れる。

このように類的存在としての人関の本性が再現することによって，商品交換者の無関心性に基

づく平等と自由にかわって，普遍性と個別性の統ーとしての創造の自患が基本的な価値として登

場するo 市民社会における正義の存在基盤は鴻滅する。

とは震え，協同関係の外部に対しては依然として私的人格(法人格)として関係せざるを得ず，

このような協関の内部の関係は特殊な関係でしかない。またそのことともかかわるが，ここで発

揮される類的能力も，極く限定された領域内部のものにすぎず，資本によって実現されている巨
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大な類的能力とは比較にもならなし可。しかし，この特殊性自体のもつ意義を見失うべきではない。

つまり，市民社会の社会編成原理と並んでその舟部にそれとは異質な特殊な原理が発生した，そ

のこと自体が，逆に市民社会の社会編成原理も特殊なものでしかないことそ示しているのであるo

正義に関しても同様であり，市民社会の正義が特殊であり，したがって有眼であり，内在的に喜子

定されざるを得ないことを，協同の正義は明らかにする。その意味で f正義批判jが実践的に可

能になる。

なおかつ，この協同が 1)から 4)の潜震をもっていたことに留意すべきであろう。つまり 1) 

は市民社会に直接接続する次元であり，その否定として 4)が得られているのであるから， 4) 

はその生たちからしでも市民社会批判とならざるを得ない。家族などの直接的な協同関係は，そ

の成立にあたってこのような階層構造をもっていないために，そこからの市民社会批判は徹底す

ることが難しいように思われる。もちろん逆に，協同の場合は，このような鱈層構造の故に，市

民社会の論理を内部に抱えこまざるを得ず，自ら私企業化する可能性ももっている。しかし，そ

うであるがゆえに，実践的批判が可能になるとも言えるのである。

5 結論

以上の理解に基づいて，冒頭で提起したこつの課題に対し，次のように答えることができる。

まず，正義の存在構造であるが，第一にそれは対立状況を「環境jとしてもっていた。第二に，

正義として示される原理は，人間の本性たる社会性や自尊心を満たすものでなければならなかっ

た。ここまではロールズやミ jレから確認できた点である。しかしこのこつの要件は，彼らにおい

ては必ずしも論理的な整合性をもたず，したがって f対立jに対して「協働J，r社会性jが主張

される時には人間の本性が無媒介に姿を現すことになる。

これに対してマルクスは，市民社会を人間の本性たる類的存在(本質)の現実的な現れとして

把握する。人間の本性たる社会性・普遍性は市民社会においては対立的な形態以外には現れない。

そしてそれは現実的な対立であるために，社会性・普遍性もまた現実に，対立的な形態をとって

存在するし，そうであるが故に解決の諸形態も現実的に産出されていた。この産出された解決形

態は，産出したものに対仏社会的妥当性を獲得する o 私的な商品に対する社会的な貨幣は，商

品世界および商品所有者の世界に対して，社会的妥当性を現実的に獲得していたのであった。対

立と別に協働性が存在するのではなく，対立そのものが協働を可能にする形態を産出しているこ

と，それが可能であるのは，類的生活が特殊な，対立的な形態においてしか発現しないからであ

ること，これがマルクスから穣認できた点である。これに比べれば，ローjレズやミ jレの議論はこ

の単一の過軽の諸要素を誕立的に抽出し再構成したものであると言えよう。

マルクスによりつつ確認した市民社会の理解に基づけば，正義の存在構造について次のような

暫定的な整理が可能であろう。第ーに，正義の「環境jとして設定される対立と協働は，市民社

会の現実に対芯して，相互に無関心で‘あり，反発したままであるが，そこから出発する限り，正

義の諸原理閤の対立を回避しえず，正義論としても体系性を保持しえないであろう (32)。しかし

ながら，第ニとして，正義論において不可欠の要件とされた社会性，協働性，あるいはその具体

的形態としての連合体は，市民社会の分裂状況を事実上の議提とする正義論の「体系J内におい

ては，対立・私的自立に対する批判としての意義を持たざるを得ない。それを批判として徹底し

えないのは上述の出発点の開題に起因するが，正義としてこれらの側面を要素的にではあれ位置

づけることは，類的存在が現実的でもある市民社会の事実の反映であると言えよう。彼らの議論
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が市民社会の事実に照らして，現実性を有するように見えるのも当然であろう。第三に，したがっ

て，正義論をめぐる論争は，正義批判として徹底することによってのみ止揚される o 対立する正

義規範の有限性，特殊性を明らかにすることは，決して超越的な根底を必要とするものではない。

日々の現実の中に対立的に現れ，ミルやロールズにおいても要素的に直観された人間の普遍性・

社会性が，批判の視座を現実に示している (33)。しかし，それはあくまでも対立的な関係におい

てでしかなく，一方の批判される側の原理も，同等の資格をもって立ち現れてくる。この「撮動J(34)

に対し，自覚的な批判を加えうるものの一つが，協同における正義にほかならない。

その理由も，市民社会の構造把握と切り離しては示せない。まず，市民社会における私的性格

と社会的性格，意識と存在の分裂と統一は，人間的労働の独自な性格に即して統一的に把握可能

であった。日々現実に行われているこの f独自な労働Jへの還元は，客観的な構造としては，人

間的労働の独自な性格，類的生活の特殊なありかたが，人間の類的存在を貨幣(資本)の社会性

を媒介にして実現させていることを明らかにしている。市民社会において霞観される社会性，協

働牲は人間の類的生活に根拠をもっているのであった。

したがって，類的生活が特殊な形態で存在していることが明らかにされることが，市民社会批

判の要点であるが，協同においては類的生活に基づく直接的な社会繍成原理が「透いてJ見える

ため，物象による媒介を経て実現される社会編成原理が特殊・有限なものであることが明らかに

される。協同蓄積論に示される協同労働の形成こそが，新たな自己実現と相互承認の論理に基づ

く社会編成原理を産出する可能性を与えているのであった。協時労働という意識に先行する事実

によって，正義批判を遂行する自覚的な意識も必然的なのである。

最後に残された課題を示しておこう。以上によって協同における正義の存在構造は，基本的に

は示し得たように思われる。しかし，協問における正義概念の内容そのものについては全くふれ

なかった。小論の関心を正義の存在構造，あるいは正義原理を抽出する方法め問題に限定したた

め，扱えなかったのであるが，小論の到達点を踏まえて，協同における正義原理の内容とその生

成過程を把揮することは，今後の重要な課題となるo その際に問題となるのは，協問において現

実にいかなる意識，あるいは正当化原理が発生し，市民社会における正義に対する批判はいかに

して開始されるのか，という点であろう。それを明らかにするには構成員の学習過程を内包した

生成過程の把握が求められる。小論で仮説的に示した「協同蓄積過額Jを，協向労働の形成によ

る意識批判の展開として再構成することが必要である。冒頭で例示した環境や揺祉に対する新た

な開題意識の質も，この過裡において明らかにすることが可能であるように患われる。

また，正義論が社会編成原理としての性格を持っているとすれば， r社会Jという一般的な把

握ではなく，市民社会と国家を区別し，両者にかかわる正当化論として正義議は議論されるべき

であろう。その場合に，協同は市民社会と国家を媒介する「セクタ-Jとして位寵づけることが

可能であり，協同における正義は，このような構造的な位置を有することによって，独自の意義

をもつであろう。協同性と公共性の関連として注目されているこの論点についても，小論で、は展

開することができなかった。統輔の課題としたい。

(注)

(1) K.マルクス f資本論J1， s 344 

(2) 東京都国分寺子市における「農のあるまちづくりJを対象に.r現代的理性jの形成を析出する試みと

して，鈴木敏正庁地域づくりjの学習的編成と現代的理性JW七海道大学教育学部紀要 第58号J.
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1992年)

(3) 例えば，黒田宣『行為と規範J(勤箪警房.1992年)

(4) ロールズ『正義論j(紀伊国屋審癌.1979年).以下，問書からの引用は書名と頁数のみ示し，文脈上，

ロールズからの引婦が明らかな場合は欝名も省略する。

(5) アリストテレス fニコマコス倫理学J.第五巻第一霊堂. (r世界の大思想 2 アリストテレスJ.河出番

房. 1966年)

(6) ベンサム f道徳および立法の諸原理J(r世界の名著49 ペンサム J. S.ミJレJ.中央公論争士.1979年)

(7) リーデル f規範と俄値判断J(御茶の水害房. 1983年)

(8) J. S.ミル『功利主義論j(注(6)に同じ.518.以下，問書からの引用については注(4)と同様に扱う。)

(9) ヒュームはこのような条件を社会一般に拡大するために，黙約，仁愛といった概念を導入し，社会は

共感可能な性格を儀えているとみる。それが正義原理と両立しないことについては，黒田，前掲脅，

143. ローJレス.1430 

制へーゲル f小論理学J. ~ 143 

(11) もちろんミルは f瀧足した豚であるより，不満足な人間であるほうがよく…..Jに示されるように，

快あるいは経験についても繍値的な序列をつけているが，基本的な真理観が緩験主義のそれであるこ

とにはかわりない。

同 このうち前者については，ロールズ自身がカントとの相違として，自ら認めている点である (199)。

同 ロールズは『ニコマコス倫理学jから，次のような「原理Jを要約しうるとしている。「他の事憶に

して等しければ，人間は自記の実現された力重量(先天約能力，あるいは訓練によって得た能力)の使

用を享受する。そして，この喜びは，カ蜜が実現されればされるほど，あるいは，それが複雑になれ

ばなるほど，大きくなるJ(332)0 354頁の注腕も参照。

(14) J. S.ミル『自由論J(中央公論社. 282) 

仰向上.341 

(16) 向上.302 

制向上.207 

(18) J.グレイ. Z. A.ペルチンスキー編 f自由論の系議j(262.行入社. 1987年)

同 ロールズ説の概要については，さしあたり田中成明 f現代法浬論j(有斐閣. 1974年).ミルについて

は黒田，前掲饗

制 この点はロールズが，市場経済と民主主義との関連を否定する，あるいは同じことであるが，正義の

実現された社会が，市場経済を主否定する必要はないことを述べることと関連している。

事1) マルクス f経哲落橋J(大月害届，国民文庫版.104. 105)以下問著書からの引用は頁数のみ記す。

側 f現実的」の意味するところについては，錦繍 fマルクスにおける歴史と実践J(~七海道大学教育学

部 f社会教育研究第12号J.1992年)を参照されたい。

側 「二重化jについても，前掲，拙穏を参照されたい。

側次も参照されたい。「疎外がそれを透じて起こる仲介が，それ自身一つの実践的な仲介なのであるj

(112)。

制マルクス f資本論JI. s 57 

側極と非極の対立としての現実的対立の理解については，前掲拙稿を参照されたい。

制 fしたがって書道品の内に怨みこまれている使用価値と価値との内的対立は，一つの外的対立によって，

すなわちこつの商品の関係によって表され……JU資本論JI. 75)。
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側パシュカーニス『法の一般理論とマルクス主義j(135，臼本評論社， 1958年)

側有井行夫 f株式会社の正当性と所有理論J(青木書底， 1991年)。次も参然。「合意された取り引きの

たてまえにそくした私的・弧立的な娘2 私的所有関係，けれども，私的・孤立的取り引きをつらぬく

時間的・空間的な社会的連続投があらわれているのであり，視線は事実的にそとらにもまた転換する。

そしてそこで、は，場面は無媒介に転回して，搾取関係，経済的隷潟の事態があらわれるのである。こ

のような振動，転凶は，たんに当事者の主観におけるものではない。当事者の主観を規定する社会シ

ステムそのものの存在様式なのであるJ(隠上書， 264)。

側 マルクスの類的存在論は，類的生活詰労働の契機を内夜するために，すでに歴史性の契機を含んでい

る。これに対しロールズの人間本性犯爆は，H喜史性をその規定の内に持たないため，事実として歴史

的存在である市民社会の歴史性を問題にしえない。もっとも正義論で問題にすべきは，H霊史貫通的な

正義であるのなら，小論の批判は見当はずれなのであろうが，ロールズのー佼醤には商品経済を前提

とするカテゴリー(所得)が含まれていることそ兇ても，そのような想定はされていないと言えるよ

うに恩われる。

制 この点は有井氏の著書寒から示唆を得ている。同氏，前掲書，参照。

側 ミルに対しでは，すべての行為に梼し，私事として自己決定の権利や自由を主張しうると問時に，そ

れが事実として社会的行為であるという側面においては，その行為に社会的責任を要求する権利も存

在する，と言える。ロールズについては，例えば諸自由の対立において持ち出される「自由は自由の

ためにのみ制限されるjという論理が体系性を持ち得ないことが，ハートによって指掘されている (H.

L.A.ハート f権利・功利・自由J，木鐸社， 1987年)。

事3) 注側参照

。4) r振動的統一Jについて詳しくは，有井行夫 fマルクスの社会システム理論J(有斐閣， 1987年)を

参照。

遮記

本稿校正中に美土路達雄先生の言ト報に接した。r美土路ゼミjにおいて「協同性と現代的公共性J
に関する検討を開始した矢先であった。他の参加者とともに，この場号をお借りして生前の御指導

に感謝を申しあげ，謹しんで御冥福をお祈りさせて頂きたい。


