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ケアの分配と正義
―エヴァ・フェダー・キティ「愛の労働 あるいは
依存とケアの正義論」における議論の整理―

泉 優紀子

⚑．はじめに

私は長期入院児に付き添う家族を対象とし、入
院している子どもを病院内でケアする家族の生活
や人生に注目してきた。付き添い家族は病院側か
ら、子どもの精神的サポートや、生活のサポート
をすることを主に任せられる。付き添い家族は、
病気の子どもを心配し心身ともに無理をしなが
ら、そして自身のこれまでの生活に折り合いをつ
けながら懸命にケアを行っていた。

誰しもが生きていく中で必要とする子育てや介
護などのケアは、家族のような親密圏における特
別なつながりの中で行われることが多い。人の営
みにとって大切なケアを考えるにあたってはケア
されるものとするものの間の特別なつながりによ
る関係性は無視できない。さらに特別な関係性に
おいて行われるケアは、付き添い家族のように固
定化されたケアラーに負担が偏った形で行われが
ちで、それは医療スタッフのように特別な関係性
の外側から要請されることも多い。

特別な関係性によって行われるケアそのもの
や、ケアを担うということ、またケアラーをケア
することに対してどんな理解が必要だろうか。特
別なつながりの中と外とでケアがどのように分配
されれば正義にかなっているといえるのか、これ
らについて整理する必要があると感じた。

エヴァ・フェダー・キティは米国のフェミニズ
ム哲学者であり、「依存批判」という立場から従来
の「平等」の概念を批判した。キティ自身も重度
心身障碍を持つ子どもを育てた経験を持ち、親密
圏において行われる、不可避で普遍的なケアの存

在に注目した。ケアで結ばれた関係性やケアの担
い手が受ける影響などについて、丁寧に論じた。
そしてケアを「平等」の議論の中に含めこみ、ケ
アがどのような形で社会的に配分されることが正
義にかなっているといえるのか、議論していった。

キティの議論を整理することで、ケアをめぐる
上記の事柄について整理していきたい。

⚒．研究目的とキティの理論的立場

(⚑) 研究目的と本稿の構成
本稿の目的はエヴァ・フェダー・キティの議論

を整理することによって、特別な関係性の中で行
われるケアそのものやケアを担うということ、ま
たケアをめぐる関係性は社会の中でどのように位
置付けられているのか、まとめていくことである。
またキティは、どのようなケアの分配が正義にか
なっているといえると考えているのか、まとめる
ことである。

具体的にはエヴァ・フェダー・キティの著作
「Loveʼs Labor: Essays on Women, Equality, and
Dependency (1991)」を日本語訳した、「愛の労働
あるいは依存とケアの正義論（2010）」における議
論を整理していく。（以下の括弧内の数字は、こ
の著作の頁数である。）

まず本稿の⚒章では、キティは人間がケアし・
されることにおいてどのような存在であると考え
ているのか、またケアとは人間にとってどのよう
な営みであると考えているのか、そして伝統的正
義や「平等」を考える論者やフェミニストと比べ
てキティの議論はどのような特徴を持つのか整理
していきたい。
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そして⚓章では、キティはケアが他の労働と比
べどのような特徴を持つ営みであるとしその特徴
はケアを担う者に対してどのような影響をもたら
すとしているのか整理する。そしてケアを担うこ
とはどのような状態のときに正当、あるいは不正
義となるのか、また不正義を無くすためには何が
必要であるのか、まとめていく。

キティのケアに対する議論は、特に親密圏にお
ける特別な関係（母子関係など）で行われるケア
に注目し展開されていく。したがって⚔章では、
キティが特に“母”という言葉を用いることでケ
アをどのように位置付け、ケアにおける責任が社
会でどのように分配されることが正義にかなうと
しているのか、まとめていく。
(⚒) 人間の普遍的事実としての依存とケア

キティは、人間は皆誰かからケアされないと育
つことができないし、病気や加齢によって看病や
介護を必要とするため、依存を人間条件の⚑つで
あり普遍的事実であるとする。そして依存は必
ず、依存労働（ケア）を担う存在を必要とするし、
依存労働無しには文化の発展も不可能であるた
め、公正な制度を担保するのに必要な社会制度の
設計や道徳的直観に、重要な意味を持つ(79)とす
る。

依存が人間に普遍的事実であるとし、ケアと配
慮でつながる人間同士の関係を前提に考えると、
従来の西洋哲学的な個人にもとづく平等ではな
く、つながりにもとづく平等の基盤が形成される
(79)。しかし依存労働者に課せられる義務は、
ジェンダー間に不公平に配分されることで隠され
てきたために、その義務は搾取のシステムに変容
され依存労働者の道徳的価値も下げてきた(80)。
依存が普遍的事実であるのと同時に、依存者への
ケアも人間性の⚑つの指標(82)である。しかし依
存は「例外」とみられ、人間のつながりが生存だ
けでなく文化の発展それ自体のためにも重要であ
ることを忘れてしまっている(82)、とキティは指
摘する。
(⚓)「依存批判」という立場

まずキティは、現在の社会における「平等」を

考える際の議論が、人間がいつでも自律的で合理
的な判断ができる存在であるという想定に基づい
ていることが誤りであると考える。人間は生まれ
てから死ぬまで必ず誰かから世話されることを必
要としているし、また世話してくれる存在を無く
しては生きていくことができず、その存在無しに
は社会も存続していかない。そして誰かから世話
をされていること、誰かが誰かの世話をしている
ということが忘れられたままであると、必ず「平
等」の議論から零れ落ちる人がいると考える。

しがたってキティは、自身が西洋哲学と向き
合ってきた経験から、哲学で考えられる「人間

マ ン

」
との身体的差異によって特徴づけられる女性は、
哲学的考察から排除されてきた(418)と考える。
そして、女性を平等理念に包摂することや、依存
という人間性の事実、女性が歴史的に依存者を世
話する役割を引き受けてきたことの⚓点を、つな
げていくための土台を築こうとする(43)。

キティの平等批判は、「依存批判」という立場か
らである。平等者の集団として社会が構想される
時に省略されてしまっているものを重要視し、ま
たそれは女性にとって重要なものであるとする。

第一に、平等者の集団として社会を考えること
は、子ども期や高齢化・病気のような人間の条件
を構成する不可欠な依存との不均衡を隠してしま
う(51)とする。そしてこれは社会における依存の
ニーズと、依存労働を引き受けてきた女性の伝統
的役割を曖昧にする(51)。

第二に、人間の相互行為の多様性を考慮し、非
対称な関係の中ではどのようなことが受け入れら
れるかを理解する必要があると考える(53)。社会
における相互行為の大半は対称的に位置付けられ
た個人同士ではなく、自律的な個人同士であった
としても対称な関係にあるわけではない(52)とす
る。

第三に、社会が平等者の集団として考えられて
いる場合の平等は、労働を性別分業した場合の男
性の側に女性を包摂することしか考えていない
が、ジェンダー役割を変革しようとするなら女性
側の労働を再分配する戦略を追求しなければなら
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ない(16)とする。
したがって「依存批判」は、依存が全ての人に

とって普遍的な不可避の事実であることと、依存
労働を担うことによってその担い手が支配にさら
されやすくなることを重視する(53)。そしてキ
ティは自身の依存に対する認識を、抑圧的な状況
下で押しつけられる依存ではなく、生きていく中
で不可避である依存というものに置いている。
(⚔) ロールズを中心とした伝統的正義に対する

批判的立場
キティは「依存」という事実を人間の前提条件

としておくと、現在の「平等」に基づく社会の構
想では不充分であると考える。依存する者とその
依存のケアを担う者は、その間に感情的なやりと
りが重要に存在しているために、常に自律的で合
理的な判断をし続ける存在ではないし、依存のケ
アを支える役割は自発的な選択というよりは依存
する者との関係性によってそれを担うことが決定
される。このような依存関係における事実が想定
されていないために、依存のケアを担う者は必要
な支援を得られなかったり、依存関係の外の経済
活動などに参加することが難しくなっている。

つまりキティは、「依存批判」の立場から平等を
考えようとした場合、ロールズの平等概念からは
依存関係にある人々は零れ落ちる(183)と考えて
いる。ロールズの平等は特定の能力（合意形成の
過程で駆使される能力）に関して成員たちは同じ
であり、互いに対等に位置付けられていることを
意味する(184)とし、ロールズの平等の想定につ
いて批判的に精査している。

まずロールズの「すべての市民が全生涯を通じ
て十分に社会的協働が可能な成員である」という
理念化の適用とそれが投影される規範について
は、心身がしっかり機能する人格という規範にも
とづいて当事者をモデル化することは、自立的に
働くことができ、それができない人をケアする責
任を負わない者にとって、都合のよい形に正義の
原理の選択を歪める(213)と批判する。依存労働
者は依存者の利害を考慮する必要があり(208)そ
の責任を引き受けると、⚑人の個人として数えら

れる社会的協働のシステムの中では不利(211)に
なるからだ。

また自らを「正当な要求を自ら生み出す者」と
みなす自由な人格という構想については、依存労
働が自由に選択されたもので自らのものと確証さ
れるという主張をすることは、依存労働の分配と
いう問題を私的領域すなわち個人の選択領域に押
し戻し、正義の公的な要請の範囲の外に押し出し
てしまうと批判する。依存労働は依存者に対する
深い関与も不可欠である(216)ため、依存労働者
の道徳的な感情を持つ自己から、社会的役割を切
り離すことは容易ではない(217)からだ。

そして「道徳的能力と基本財のリスト」に対し
ては、まず人間の道徳的能力は「弱さに応答しケ
アする能力」も含むべきである(234)と考える。
そして「基本財のリスト」はケアに関与すること
から発する財を無視しており、ⅰ自分が依存し始
めたらケアしてもらえるだろうという理解、ⅱ依
存者をケアする仕事をしなければならないなら必
要な支援が得られること、ⅲ自分が依存し始めた
ら自身に依存している人をケアする仕事を誰かが
引き受けてくれる保証(235)が表現されるべきで
ある、と主張する。

さらに「協働に加わる人々が平等であることを
想定する社会的協働の構想」に対しては、ロール
ズの社会的協働は「協働のための公正な条件（合
理的であり、さらに道理に適っている条件）」を要
請するが、これは依存の問題の大半を政治的課題
として考察することから排除している(240)、と
する。キティは、社会は世代を超えて存続してい
く協同体なので、世代間の正義のために「互恵性」
を拡大して考える必要があり、ケアの仕事をする
人々を含む他の人々が生きるのに必要なケアを、
受け取れるような条件を提供する必要がある
(244)とする。
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⚓．ケアがケアラーにもたらすものと
起こりやすい不正義

(⚑) ｢愛の労働」─ケア労働がもたらすケアラー
への⚓つの影響

まずそもそも依存労働（ケア）、特に親子間など
の親密圏において行われるケアはどのような特徴
をもつ労働であるのか、整理してきたい。

キティは依存労働とその他の労働を比較する
と、以下の⚓つの特徴を持つと考える。また依存
労働はそれゆえに、依存が平等な社会の構想から
省略されているような現在の社会において、依存
関係にある者たちを周縁的な存在に陥れてしま
う。

⚑つ目は、依存労働は多くの面でケアの与え手
なしには、自分でどうすることもできない人に対
する責任を伴うものであるため、他の大抵の仕事
の限度を超えた道徳的義務が生じる(288)という
ものだ。

⚒つ目は、依存労働はニーズに対応しさらに予
想することを必要とするため、上手くこなすには
世話する人へのかなりの愛着を必要とする。さら
に依存者に対するケアの中身は『機能上拡散して
いる』ので、ケアの担い手は一連の固定的な仕事
をこなすのではなく、個人の全体として安寧を図
るよう取り組まねばならず、世話を受ける人の
ニーズを満たすために必要なことは何でもしなけ
ればならない。したがって大抵ケアの担い手自身
のニーズよりも、相手のニーズが優先される(288)
というものだ。

⚓つ目は、家族をケアする依存労働者の要求は、
市場でも雇用労働の要求との間でしばしば葛藤を
生む(288)というものだ。

脆弱な存在の依存者と特別な関係にある立場か
ら依存労働を担う者には、依存者をケアすること
に責任があり、依存労働を通した両者の間には親
密なつながりができる(25)。つながりの中で依存
労働者は道徳的義務意識により、依存者のニーズ
に応えようと自身のニーズを後回しにして、依存
者を優先させるような自己を形成する。さらに専

門家のケアが情緒中立的・普遍性・機能限定性で
あるのに対し、特別な関係の間で行われるケアは
感情的・個別的・機能拡散的であり(373)、簡単に
裁量ができるような労働ではない。そのような依
存労働を担っている間、常に合理的で自律的な人
間像が前提とされた市場の雇用労働に参加するの
は難しい。そして依存労働者自身も、依存者の
ニーズを満たせる状態にあるのにそれに応えない
ことは、自身の人間性を自問する(147)ことにも
なる。依存労働が持つこれらの特徴は、女性が公
的領域に政治的・経済的に参入するのを効果的に
妨げ(100)、これによる経済的依存は多くの場合、
精神的・政治的・社会的依存と弱体化を引き起こ
していく(102)のだ。
(⚒) ケアを担うことに伴う道徳的義務とケア

ラーの自己─透明な自己
では依存労働（ケア）を担っている依存労働者

は、どのような状態においてケアを担っているの
だろうか。

キティは、依存者のケアを成し遂げるためにデ
リケートな感情のバランスと自制が、依存労働者
と依存者双方に求められ相互に精神的なエネル
ギーの投入が必要であり、強い情緒的環境が必要
(92)であるとする。そして思いやりの労働（依存
労働）をその関係に投入することで、依存労働者
は自己の境界線を解き強い精神的絆を形成する
(92)。この自己の境界線を解いた状態は「透明な
自己」と呼ばれ、この自己は他者のニーズに気づ
き自身のニーズを読み取ろうとするときにまず、
他者のニーズを優先してしまうような「直観」が
働く状態(128)であり、利他的な理念でもある。
依存労働は依存労働者に対し、関係的で献身的な

「透明な自己」を道徳的に要請し、また道徳的に要
請された義務を果たすことに道徳的責任が生じる
のだ。
(⚓) ケアを正当化する「脆弱性モデル」と強制問

題
では親密で特別な関係においてケアが行われる

ことを、キティはどのように整理しているのか、
それはどのような状況において正当化されると考
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えているのか整理する。
キティはケア関係を正当化する論拠を、グディ

ンの「脆弱性モデル」に見出せる(133)とする。「脆
弱性モデル」によると、個人間の特別な関係にお
ける道徳的根拠は一方が他方に頼らざるを得ない
ことに由来し(134)、私達が他者のニーズを満た
す特別な位置にいる場合、そのニーズは私達に道
徳的義務を生じさせる(134)。そしてその義務を
果たさないことは不適切だという直観を、私達に
与える(148)。

キティはこれに対し、私達の義務をあまりにも
一般化してしまい、道理に適わないほどの義務を
課し得ない(135)という反論が生じるのでは、と
危惧する。しかし一方で、自身が何もしてやれな
いような人にまで求められても義務を負うという
ことにはならないし(135)、非血縁者よりも血縁
者のほうに私達は強い義務を感じるのだ、とする。

これはキティによると、⚑つは「自身のコミュ
ニティの中で他者に対する関係性は歴史的・文化
的環境に左右されるため、血縁者に対する慣習を
捨て去れるかは明らかでないから」である。そし
てもう⚑つは、「血縁者はすでに血縁関係の中で
互いの行為に左右されやすいので、血縁関係が関
係性を規定するから」(136)である。

その一方で、明らかに強制的な状況下で他者へ
のケアを強いられる状況は不当であり、どんな道
徳的義務も取り消すことができる(145)とする。
依存状態にある他者の脆弱性に応えることは、し
ばしば自分を危機にさらす(141)ことになるし、
不当に押し付けられたニーズに応えることは、自
尊心を傷つけるから(142)である。しかし私達の
生活は、強制されてもいないし自発的に選ばれて
いないようなつながりに満ち溢れている(147)。
自発性の重視によって強制を判断することが、必
ずしもできるわけではない。

キティは「脆弱性モデル」にもとづき、ⅰニー
ズが基本的で、ⅱ脆弱性が大きく、ⅲ特定の個人
を脆弱さに応答する義務の担い手として位置づけ
る以前からの関係があり、その関係から道徳的に
正当化される場合、依存労働を行う責任を引き受

ける無条件の義務が個人にあり、この義務は依存
労働者の利害や将来の計画を大幅に犠牲にしなく
てはならない場合も果たされねばならない(152)
とする。しかし一方で、他者に対する責任が依存
労働者に押し付けられないようする(153)義務が、
私達にあるとする。これは自身が依存者を支えて
いるとの同じように、依存労働者を支える関係に
権利があり(158)、つながりにもとづく平等によっ
て可能になる。

つまり、「脆弱性モデル」はつながりにもとづく
平等を部分的には正当化するが、ケア提供者の犠
牲がどこまで受容可能かに関して限界を設ける。
それに対しつながりにもとづく平等は、依存労働
者が過度に傷つきやすくならないように、依存労
働者を十分に支援することを要求する(162)のだ。

⚔．“母”を用いることで考えられる正義に
かなったケアの社会的分配

(⚑)“母”を基点としてケアを考えるということ
キティが“母”を用いて議論していくことに対

し、かえって依存労働に対する家庭的で女性役割
的な印象を強化してしまうのではないか、そして
依存を普遍的で不可避的な事実として認識し依存
労働を価値付け、依存関係を平等の議論に含めこ
もうとする作業は失敗するのではないか、という
指摘がよくある。

そもそもキティは“母”を用いることで、何に
言及しようとしたのだろうか。キティはケアを受
ける者またケアを担う者が、両者とも誰かからケ
アを受ける権利があるということ、また誰しもが
誰か（主として“母”）からのケアを受けてきたの
だからその権利が果たされるように、依存関係の
外側にいる者たちも社会全体で支える義務があ
る、ということを強調している。つまりキティは
母子的関係を、傷つきやすさが中心にある社会関
係を表す理論的枠組みでありかつ、アナロジー（類
推）である(160)としているのだ。さらにキティ
は「母」や「母親業」という明らかにジェンダー
化された語を用いる理由は、ほとんどのケアの担
い手が母親である事実を無視して、育児という仕



56

事を母親業ではなく親業と呼ぶことは女性の現実
を反映しない歪曲になる(15)ということを前提に
しているからだ。
(⚒) ｢みな誰かお母さんの子どもである」─公的

なドューリアの構想─
キティ自身が「母」を用いながら、社会におけ

るケアのあり方や、社会的協働のあり方の基とな
る構想をどのように論じたのか、整理する。
「わたしたちはみな誰かお母さんの子どもであ

る」という原則は、ひとりひとりが正当な扱いを
受けるべきだという主張を提供してくれるし
(159)、誰にも奪われない権利があり、どんな個人
にもある程度のケアを与えることやつながりを持
つ価値があることを、社会的に承認できることを
意味する。これらはまず、誰かがケアを必要とす
ること自体や、ケアが提供される状況が適切であ
るような関係性に権利を与えられる。そしてま
た、ケア提供者の福祉を引き下げることなく、誰
かをケアできるよう社会的に支える状況に対し、
権利を与えられる(155)。

キティは、社会が世代を超えて存続していく協
働体であるとして世代間に互恵性を拡大し、与え
られたケアは次の世代のケアを通して返報できる
とする(260)。そして公正な社会における社会的
協働に、依存への関心を含めた概念(243)を開こ
うとする。

ここでキティは、出産前後の母親にあてがわれ
分娩後の母親を援助し、母親が子どもの世話をし
ているときにその母親をケアすることによって手
助けしてくれる、ドューラという慣習に注目する。
これを相互依存の考え方、つまり他者をケアする
人のケアを担うケア提供者(243)という意味に拡
大し、入り組んだ関係と義務によって支えられる
社会的協働、そしてつながりにもとづく平等に
よって生み出された、入れ子状になった互酬的な
関係と義務について議論したいとする。

こうした公的なドューリアの構想は、ケア提供
者が依存者のケアに責任を負い、社会はケア提供
者の福祉に注意を払う方法を探る。それにより、
ケア提供者の労働とケア提供者が向ける関心とが

搾取されずに、ケア提供者が依存者への責任を果
たすことが可能になる(245)。

依存者へのケアの仕事を果たすことで被る負担
とコストは依存労働者だけに負わせるのではな
く、ケアをしケアされる関係の維持責任が社会に
よって引き受けられる(247)のだ。

⚕．おわりに

本稿の目的はエヴァ・フェダー・キティの議論
を整理することによって、（特別な関係性によっ
て行われる）ケアやケアを担うということ、また
ケアをめぐる関係性がどのように位置付けられる
のか、まとめていくことである。そしてキティは、
ケアがどのように分配されることが正義にかなっ
ていると考えているのか、まとめていくことで
あった。

キティは依存することや、依存のケアを必要と
することは人間条件の⚑つであるとして位置づけ
た。そしてケアラーには自身に依存する人に対す
る道徳的義務が生じ、その人のニーズを満たすた
めに相手のニーズを優先させねばならず、ケアを
通した関係性には強い情緒的環境が必要(92)であ
るとする。

このためキティはケアを担うことは時に自身を
危機にさらし(141)、不当に押しつけられたニー
ズに応えることはケアラー自身の自尊心を傷つけ
る(142)と考え、他者に対する責任がケアラーに
押しつけられないようにする(153)義務が私達に
あるとし、ケアをめぐる特別なつながりの外にい
る私達も、ケアラーを支える関係に権利がある
(158)とする。

そこでキティは“母”を用いることで、ケアを
めぐるつながりにある皆が、“母”からのケアを受
けてきたのだからその権利が果たされるよう、外
側にいる人達も社会全体で彼らを支える義務があ
ると強調する。ケア提供者が依存者のケアに責任
を負い、社会はケア提供者の福祉に注意を払う方
法を探り、ケアを担うことによって被る負担とコ
ストをケアラーにだけ負わせるのではなく、ケア
をめぐるつながりの維持責任が社会によって引き
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受けられる(247)とする。
しかし一方でキティは、特別なつながりにおけ

るケアに注目し“母”を用いて展開していくこと
で、ケアラーをかえって家庭的・女性役割的に固
定化してしまうのではないかという点で議論を受
ける。

まずキティは、関係性は歴史的・文化的環境に
よって左右されやすいため、血縁が関係性を規定
するとし、ケアを必要とする者と特別な関係性が
あった場合は自身を犠牲にしてでも、ケアを果た
すべき義務がケアラーに生じるとしている。その
ため個々の事情に注目することなく、血縁によっ
て一辺倒にケアが任されるようにも読み取れる。

さらにキティはケアラーがどれほど現状に我慢
するか決める際、「依存関係の維持のために外部
資源にどれほどアクセスできると考えているか」、

「自身を道徳的・社会的にまっとうだと思うため
に依存関係を維持するのがどれほど重要だと思っ
ているか」への⚒つへの認識が重要だ(108)とし
ている。しかしケアラーがケアを担っている時に

「透明な自己」の状態にあるならば、上記の事柄に
ついてケアラー自身が真っ当に判断することは不
可能なはずである。これらの点については更なる
議論が必要である。

参考文献
Asha Bhandary (2010) Dependency in Justice: Can

Rawlsian liberalism Accommodate Kittayʼs

Dependency Critique? Hypatia 25(1)

江原由美子（2011）「依存批判の射程」岡野八代・牟田

和恵訳『ケアの倫理からはじめる正義論─支え合う

平等』白澤社 pp124-138

エヴァ・フェダー・キティ（2011）岡野八代・牟田和

恵訳『ケアの倫理からはじめる正義論─支え合う平

等』白澤社

Kittay, Eva Feder (1991) Loveʼs Labor: Essays on

Women, Equality, and Dependency（＝岡野八代・

牟田和恵監訳（2010）『愛の労働あるいは依存とケ

アの正義論』白澤社）

飯野由里子（2010）「書評 エヴァ・フェダ─・キティ

（岡野八代・牟田和恵監訳）『愛の労働あるいは依存

とケアの正義論』」『女性学』18、122-125

井上清美（2011）「書評 エヴァ・フェダ─・キティ著

（岡野八代・牟田和恵監訳）『愛の労働あるいは依存

とケアの正義論』」『家族研究年報』⚵、141-144

牟田和恵（2010）「依存から出発する正義と平等─キ

ティ『愛の労働あるいは依存とケアの正義論』を読

む（特集 新しい依存症のかたち─「回復」へのプ

ログラム）」『現代思想』38 ⒁、135-141

牟田和恵（2011）「キティ哲学がわたしたちに伝えて

くれるもの」岡野八代・牟田和恵訳『ケアの倫理か

ら は じ め る 正 義 論 ─ 支 え 合 う 平 等』白 澤 社

pp155-171

小河智弘（2013）「依存とケアの視点からみたロール

ズ『正義論』の可能性：エヴァ・フェダー・キティ

『愛の労働あるいは依存とケアの正義論』読解

『Quadrante: Areas, cultures and positions』(15)、

289-298

岡野八代（2011）「ケア、平等、そして正義をめぐって

─哲学的伝統に対するキティの挑戦」岡野八代・牟

田和恵訳『ケアの倫理からはじめる正義論─支え合

う平等』白澤社 pp13-42

Rosemarie Tong (2002) Loveʼs Labor in the Health

Care System: Working Toward Gender Equity

Hypatia 17(3)

澁谷智子（2017）「書評 エヴァ・フェダ─・キティ著

（岡野八代・牟田和恵監訳）『愛の労働あるいは依存

とケアの正義論』」『女性とジェンダーの歴史』(4)、

64-66

（北海道大学大学院教育学院・修士課程修了)




